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〔要約〕 

１． 調査研究の趣旨 

  本調査研究は平成 6 年度から産業技術継承活動の一環として開始され、戦後日本の産業



2 

技術の発展に貢献した先達から、ご自身の関わった研究業績とそれに係わる営為を直接聞

き取ることを目的として実施された。 以来、聞き取り対象者の数は平成 14 年度調査完了

時点で 85 人に上ったが、本事業ではこれら先人たちの証言を独創性・創造性溢れるものづ

くり技術人材、とりわけ次世代を担う若者の育成に活用すべく、産業技術のイノベーショ

ン創出メカニズムの解明ならびにその成果の展示方法の開発と活用に注力している。 

  本年度はこれまでの活動実績を総括する視点に立ち、以下の事業内容で実施した。一と

してわが国の産業技術の発展に大きく貢献した開発事例について、技術開発と事業化の成

功要因を調査することにより、産業技術イノベーション創出のための要件を明らかにする。

二として初等中等教育現場の協力を得て、先達からの聞き取り調査に関わるデジタルコン

テンツを実際の学習に使用し、小・中・高校生に対して産業技術革新記録を効果的かつ印

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る。三として産業技術の

革新に携わった先人たちの情熱と努力、想像力と独創力の原点を次代を担う若者たちに対

して正しく伝えていくため、先達への聞き取り調査を実施しつつ全体計画の完遂を目指す

こととした。 

   

２． 調査研究の基本的考え方 

２．１ 対象者の選定方法 

  本調査は幅広い産業分野にわたり、わが国を代表する電気・機械製品やメルクマールと

なる土木・建築物、新幹線やタンカーなどの輸送機械、さらには薬品や食品など幅広いテ

ーマで調査してきた。しかし現在わが国を支える輸出商品である自動車については、（社）

自動車技術会が 1994 年以来同様の聞き取り調査を開始したため、対象から外してきた。医

学、計測及び材料等ソフトリッチな分野も聞き取り担当者の専門性に合致することが少な

かったため、これまで聞き取り調査の対象とされることがなかった。 

  本年度は過去の実績を総点検し、これまで対象となり得なかった産業ないしは時代を画

すような有名製品についても調査することとした。 

 

２．２ 選定した対象者と代表的業績 

  飯塚 信博氏  国産自動販売機第１号の開発 

  大池 昶威氏  「信州みそ」の生産プロセス開発 

  沖 栄治郎氏  マイクロテレビの開発 

金丸  齊氏   レーザーディスクの開発 

早川 勇夫氏  抗菌薬「タルビッド、クラビット」の開発 
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２．３ インタビュー項目 

 本聞き取り調査は単なる研究開発業績の内容把握にとどまらない。むしろそれを達成し

たプロセスやその技術開発に駆り立てられた情熱・モチベーションの源泉を探り、「ものづ

くり」に関わった開発者の信条・フィロソフィーといった全人格的なものを継承・保存し

ようとするものである。 

 聞き取り調査は複数の担当者によって細密に実施するため、本調査では聞き取り項目な

らびにその留意事項を予め以下の通り取り決め、聞き取り対象者には事前に個々の質問へ

の対応を準備するよう予めお願いしている。 

◍ 自己紹介 

◍ 開発に関わった代表的な技術の概要 

◍ 技術開発当時の開発者のポジション 

◍ 当該技術についての時代的背景 

◍ その技術開発に駆り立てられた情熱・モチベーションの源泉 

◍ ブレイクスルーのポイント、そのポイントを開発したプロセス、成功の感動 

◍ ブレイクスルーを可能にした過去の蓄積とその蓄積の状況 

◍ 庇護者、支援者の存在 

◍ 「ものづくり」、技術者・研究者についての信条／フィロソフィー 

◍ 活力ある「ものづくり」への提言 

◍ 若者へのメッセージ 

 

３． 調査結果の概要 

３．１ 研究開発テーマの設定 

研究開発では「何をすべきか（テーマの設定）」が最も重要なことは論を待たない。貴重

な時間とエネルギーを投入する以上、それが完成した後に立派な果実が残ることを開発者

なら誰もが願う。何を行うか（WHAT）を誤ってはいかにやる気を出しても、いかに効率的

に行っても成果は小さい。その意味からテーマをどの様に決めるかということが研究開発

の成果実現にとって最も重要なこととなる。 

現実のテーマ設定がどのように行われているか、極めて興味深いところである。本調査

結果からテーマ設定がどのように行われたかを類型化して以下に示す。 

 (1) トップからの要請 

パイオニアの創業者松本望は昭和 40 年代に入ってオーディオ時代の終焉を予測し、音
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響ビジネスから映像ビジネスへの参入を熱望した。そのため芝電気から 4 人の技術者をス

カウトし彼らに将来を託した。 

パイオニアは民生機器のメーカーであり、まず家庭用 VTR から始めたが、後発のハンデ

ィキャップに悩んだ。しかしその時にタイミングよくビデオディスクの技術に遭遇するこ

ととなる。 

1958 年の正月明け早々に、ソニー社長の井深から、「今年はトランジスタテレビをスタ

ートさせる。技術部で早速チームを作って検討せよ。」という指令が出された。 

ソニーはトランジスタラジオで世界のトップブランドの仲間入りを果たしていた。次は

音響から映像へ進むのが当然であったかもしれないが、ラジオとテレビでは根本からして

違う。すなわちシリコン半導体の開発が不可欠であった。 

(2) 行政からの要請 

「信州みそ」製造における大豆の蒸煮処理として従来行われてきた加圧煮熟法は大豆の色

がきれいになる反面、大量の蒸煮処理廃水（煮汁）が排出され、これによる河川等の水質

汚濁が問題となった。また、製品味噌の評価において、物性に対する定量的評価法の開発

が求められていた。 

(3) 敗者復活の技術開発 

早川は製薬会社にいながら、入社当初は薬に大した興味を感じていなかった。難しい合

成法こそが最大の関心事であり、たまたま合成したタリビット構造の「DJ-6783」という化

合物はどんどん評価が高まり、早川の薬に対する関心が急に湧き上がってきた。しかし結

果としては新薬としての効果が弱く実用化は見送られた。早川は生物系の話だけを信じて

合成していては薬が作れないことを痛感し、本格的に薬効の勉強をした。 

(4) 自社製品への執念 

国栄機械製作所（現グローリー工業）オーナーの尾上壽作は下請けから脱して自社製品

を出すことに執念を燃やしていた。三井造船の山下勇にたびたび頼んで海外情報を取り寄

せ、新製品を開発しようとしていた。 

欧米ではタバコなどは自動販売機で売られていることを山下から聞いた尾上壽作は、早

速ヴィッテンボルグ社製のタバコ販売機と菓子販売機を取り寄せ、設計課長の飯塚に命じ

て解体研究させ、自社でタバコ自動販売機を製作することを宣言した。 

 

３．２ 研究開発の姿勢 

(1) 組織力 

「信州みそ」というのは終戦後に生産量が延びたもので、以前は個々の家庭で味噌を作
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るのが普通であった。「信州みそ」の旗印の下、県内メーカーは信州味噌協同組合連合会を

結成し、メーカー賦課金によって研究所を運営していた。醸造試験場は行政サイドからこ

の組織活動をサポートし、全国シェアーは 30%に達した。 

 (2) 先見性 

金丸はレーザーディスク(LD)の開発に取組むに際し、テレフンケン方式は再生を針で行

うため磨耗とごみの問題で行き詰ると考えていた。 

半導体レーザーで短波長のものを作ることは難しい。しかし長波長のものではレー 

ザーディスクでクロストーク（隣のレーンを読み取ってしまう現象）を生じる。金丸はピ

ックアップを傾けてクロストークを起こさない装置を開発した。これがレーザーディスク

開発のブレークスルーであり、半導体レーザーの波長がヘリウムネオンと同じように短い

ものの出現を待っていたら物にならなかった。 

 (3) 技術的背景 

1960 年以後、長い間汎用されていた合成抗菌薬であるサルファ剤が耐性菌によりその価

値を失いつつあり、また経口β－ラクタム薬にも耐性菌が出現し始めていた。そのため耐

性菌の少ない新しい作用の抗菌薬の出現が望まれていた。 

1962 年に開発された最初のキノロン系抗菌薬であるナリジックス酸は緑膿菌を除くグ

ラム陰性菌にしか活性を示さず、代謝されやすい薬剤であり、尿路や腸管の感染症にしか

使用されなかった。 

早川は酸性型キノロンの物性改善に対する限界から、両性型キノロンの持つ物性の特徴

に着目し、DJ-6779 の合成研究で得た構造活性相関および毒性相関の知見を両性型キノロ

ンに反映させたドラッグデザインを考え、オキサジン環をもつ三環系のニューキノロン誘

導体の合成を企画し実施した。それがオフロキサシン（タリビッド）である。 

(4) 成功体験 

早川が上長から命じられた新しいテーマは「キノロンの合成」であったが、薬に対する

興味がもてない上にそれまで誰も成功しない難しい合成法であった。たまたま合成した

DJ-6783 という化合物がよい薬効を示し、評価がどんどんと高まって行った。「もしかした

ら自分の作ったものが世の中に出て患者の病気を治すことになるかもしれない。」と感じた

とき不思議とわくわくし、薬に対する関心が急激に高まるのを感じた。 

 

３．３ 技術の評価 

(1) 特許・ノウハウ 

パイオニアは特許料収入だけで 200 億円を越す超優良技術開発会社である。特許はある
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特定の技術に集中し、必ず使用することを前提に特定の部分に網をかけるようにして出願

している。そうすると他所のメーカーがやるときには必ずその特許を使わなければならな

くなる。その場合は相手の特許とクロスさせる。 

総花的では駄目で特定の分野を集中的に抑えておく必要がある。とりわけ電子機器業界

はクロスしなければ成り立たない業界である。 

(2) 新規技術 

金丸はパイオニアの技術開発の成功率が高いことについて、新規技術開発のテーマ探し

の重要性を指摘する。金丸は研究所の所長時代、社内にいることは稀でいつも外ばかり

歩いて次の種探しをしていたと言う。要するに何をやっても大抵は 10 年以上かかるの

で、種探しにかける時間ほど重要なものはないということだ。 

(3) 原理・原則 

ビデオディスクにはレーザー方式いわゆるレーザーディスクと VHD 方式が考案された。 

金丸がまず着目したことは、ピックアップが接触式の VHD は磨耗と汚染に弱く、原理面

で非接触式の光学方式に劣っていた点である。ＶＨＤではタバコの煙が充満した環境たと

えばスナックなどでの乱暴な操作には耐えられないと直感した。 

最初、VHD 方式には 13 社がつき、レーザー方式はパイオニア 1 社であった。その後 SONY

がレーザー陣営につき、DENON や TEAC もパイオニアの OEM でプレーヤーの販売を始めた。

そしてついにパイオニアが CD・LD コンパチブルプレーヤーを出し、これで勝負が決まった。 

 (4) トランジスタ会議 

マイクロテレビのトランジスタ化においては、テレビ回路を担当するセット部門と半導

体デバイスの開発をする半導体部門との繋がり具合が非常に大きな鍵となった。 

当時のソニーにはテレビ受像機の回路技術を熟知している人はほとんどいなかった。重

要な二つの部門のインターフェースを結びつけるコーディネーターが必要であり、沖はト

ランジスタ会議の運営でこの役割を引き受けた。 

(5) 文化を拓くと儲かる 

パイオニアが会社の歴史で一番飛躍したのは 1991 年で、レーザーカラオケの最盛期で

あった。金丸は言った。「レーザーディスクが売れたのはカラオケのように新しい文化をう

まく見つけ、ビジネスとしてそれに乗っかったということが一番大きい。面白かったです

ね。人生でこれだけの経験ができることはそんなにはないでしょう。」 

(6) 社内ライバル 

ソニーでは井深がトランジスタテレビのスタートを宣言し、二年足らずで製品化したが、

そこでは凄まじい開発努力がなされた。外部からモニターテレビの開発・設計の専門家を
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招き、色々なアイデアが色々なグループから提案され、いつも誰かが井深にプレゼンテー

ションしていた。いわば社内はいい意味での競争状態にあり、皆がライバルでありコンペ

ティターであったわけで、それほどにその時のソニーは井深の下で活力があり燃えていた

と考えられる。 

早川がドラッグデザインを考えた訳でなく、たまたま合成に成功した DJ-6783 が、キノ

ロンプロジェクトを長らく手がけた先輩の開発目標であったため軋轢が生じた。そのため

DJ-6783 の大量合成法を開発する段になってまともに競争する羽目に陥り、同室の仲間か

らも孤立させられた。 

そのような経緯から互いにものすごく合成法の勉強をし、結果的に早川の考えたルート

が最も可能性が高いことが明らかになったとき、お互いに一生懸命やったという達成感か

ら全くわだかまりがなくなり、互いに尊敬しあえる存在と化していた。 

 

３．４ 創業者 

(1)井深 大(1908～1997) 

「次はテレビだ。やっぱりシリコンでないと駄目だ。」 

アメリカはトランジスタを発明し、ノーベル賞をもらったが、ソニーはそれを実用化し、

事業を興した。現在、その IT が進化し世界を変えて発展しているが、それはアメリカで生

まれ、日本で育った技術である。そのシリコントランジスタの実用化をリードした親プロ

ジェクトこそ、マイクロテレビの開発であった。 

(2)松本 望(1905～1988) 

「これからはもうオーディオ時代じゃない。ビデオの時代だから来てくれ。」  

オーディオ事業で成功した松本望は音響ビジネスの終焉を予感していた。これからはテ

レビやビデオが主流になると感じた松本は映像ビジネスに入ることを熱望した。そのため

芝電気から 4 人の技術者をスカウトし彼らに将来を託した。何がくるかという明確なもの

は持っていなかった。 

(3)尾上壽作（1903～1997） 

「下請けはあかんな」 

尾上壽作の父作兵衛は姫路電球(後のウシオ電機)など多くの会社を興して、播磨の優れ

た経営者の一人となっていた。尾上壽作はその姫路電球の機械修理工場として設立された

国栄機械製作所（後のグローリー工業）の社員として実社会へのスタートを切った。 

昭和恐慌で下請け、関連会社が次々と工場閉鎖を迫られる中、必死に会社を守りきった

尾上壽作は戦後の虚脱状態の中で、「なりふり構っているときではない。工場再建にこぎつ
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けるまでは何でもやろう。」と社員を激励し、自社製品を開発するという悲願に向かって全

力で立ち向かった。 

 

３．５ 自らを育てる 

(1) 早川勇夫 

当時早川は薬に対して全く興味を持てなかったが、たまたま合成した DJ-6783 という化

合物の性能がよく、どんどん高次の評価に上がっていくのを見て、「もしかしたら自分の作

ったものが世の中に出て患者の病気を治すことができるかもしれない」と考えるようにな

った。さらに発展して DJ-6783 が初期の臨床にまで使用されるという現実に直面して、早

川は薬に対する認識と興味が急速に高まり、周囲の人が驚くほど人が変わったように研究

に励んだ。 

(2) 沖栄治郎 

沖は終戦直前の昭和 19 年に府立第二中学の 4 年生であった。  

中学時代は敵性語ということで英語の授業が軽視され、その後の苦労は並大抵ではなか

ったが、田中末雄先生の下で卒業論文「定電圧電源」を纏め、ソニーの前進である東京通

信工業に入社した。井深大を社長とするこの会社は当時小さな町工場の一つに過ぎなかっ

たが、将来世界で活躍する有能な人材が多数集まっていた。進取の気性と熱気あふれる環

境の中で沖は技術を磨き自らを高めた 

(3) 金丸 齊 

金丸がパイオニアで取組んだ仕事はフィリップスが原理開発した光学式レーザーディ

スクであったが、ディスクはなくレーザー装置もヘリウムネオン式の大型で不安定なもの

で、研究開発には極めて困難な状態にあった。記録媒体はパイオニアが半導体をやってい

なかったためフォトレジストを扱う技術が全くなく、やむなく金属膜にレーザーで孔を開

けてピットを作り、ガラス円盤に金属膜を張ってレーザーで孔あけして原盤を作らねばな

らなかった。このように気の遠くなるような作業を積み上げて開発を進めた。 

(4) 大池昶威 

 加圧煮熟法は大豆がきれいになり、おいしい味噌ができることから昔からずっと行われ

てきた。しかし大量の蒸煮処理廃水（煮汁）が出るため河川等の水質汚染が問題となり改

善が求められた。 

 大池は「少量の加圧蒸気で大豆を蒸煮する加圧蒸煮法」の開発で汚濁廃水量の減少に成

功したことにとどまらず、味噌の品質向上と同時に味噌の生産管理ならびに品質管理の面

でも「信州みそ」の評価を高めることに成功した。 
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３．６ 若者に贈る言葉 

(1) 金丸 齊 

 新しい技術は世の中に出て行って自分の目で見て探すことです。本当はまだ芽が出ない

種のうちに気づけばいいがこれは難しい。せめて芽が出たらその芽が駄目なものか、もの

になるものかを見極められる能力を養うことが大切。判断基準を持つことが大事で、それ

は「原理的に問題ないかを問う」ということです。 

いい種を見つける能力を開発させる、それがすべてです。 

(2) 沖栄治郎 

自分の若いころは一人で自己完結で製品を最初から最後まで仕上げるという体験を何

度もしました。最近、一人で自己完結でことを成し遂げる経験を持つ機会が極めて少ない

ことは若者にとって不幸です。 

今やっている仕事が最終的にどういう目的のためにやっているのか、それを明確に意識

することは非常に重要だと思います。自分の体験から言えることは、目標はできるだけ高

く持つこと、また目標の旗は自分だけ見えるんではなく、周りの人たちにも見えるように

高くするほうが良いと思います。 

(3) 大池昶威 

私どものような試験場はある意味では技術的なアカデミックなこともやらなければい

けないが、基本は県の商工部に所属する業界サービス機関なのです。積極的に外に出て交

流し、ニーズを集める。そうしなければ試験場としての存在価値がなくなってしまいます。 

(4) 早川勇夫 

 技術者や研究者を育てるということは重要です。しかし私は基本的には育てるというよ

り、自分から育たなくては一人前になれないと思っています。意欲と能力があれば自分か

ら環境を変えていきます。こういうふうにやれ、ああいうふうにやれというのでなく、あ

まり方向が間違えていたらそれを取り除いてあげればいいのです。それで自分で伸びてい

ければ一人になって十分にやっていけます。 

(5) 飯塚信博 

 「ものづくり」に対する技術者の信条として、「若者には見てみぬふりで挑戦させる」と

いうことを心がけています。皆がやりたいと思うことを自分で見つけて、それをこつこつ

とやり通す。これは尾上壽作から学んだことですが、隅のほうでやっていて、ものになっ

て、できましたと言ったら、「おお、そうか、見せてみろ」といって褒めてやることです。 

 

４． まとめと今後の課題 
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 当初このプロジェクトはわが国産業の発展に係わる科学技術の歴史、研究開発・技術開

発を担った人々の聞き取り調査により、機械産業等における独創的・創造的な技術を次世

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しようとしたものであった。しかしその時すでに若者

の科学技術離れ、製造業離れの懸念が表面化しており、本調査は次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となった。 

聞き取り調査の対象とした研究開発技術の中には内容が高度で一般の人の理解を超え、

ましてや青少年に要求することが困難なものも含まれる。しかし幾多の困難を排して目標

を達成した開発者の営為には共感すべき点が多く、人間の魅力とあいまって開発ドラマへ

の感動を催さずにはおかない。 

  本調査は平成 6 年度から産業技術継承活動の一環として開始され、年間の聞き取り数約

10 件の調査を 8 年間にわたって継続実施し、一昨年から 5 人としたため本年度分を加える

と聞き取り対象者の数は 90 人に達する。昨年度はその成果が評価され、オーム社から「匠

たちの挑戦」という啓蒙書に仕立てられ上梓された。またこの間、初等中等教育における

産業技術革新記録の有功活用に関する調査研究を実施し、成果物をデジタルコンテンツ教

材に活用する研究を進め、教育関係者の参加を得て CD 教材のモデル化を行った。 

 特に今年度は聞き取り対象者の諸先生の中から、日高秀昌氏には大井町立西原小学校で、

岡本三宜氏には早稲田大学高等学院で講演をお願いし、デジタルコンテンツを活用した授

業への適用を図り好評を得た。 

 今後はこの 3 年間に築いた書籍及びデジタルコンテンツ等のメディアの力を活用し、産

業界における地上の星たちを積極的に紹介して、活動目的の重要な部分である「若者の科

学技術離れ」の最も効果的な対策となるよう努力したい。 

 

以 上 
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