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序 

 

 戦後の我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、我が国の機

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、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。我が国機械工

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、我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１７年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務  

 



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１７年３月  
 

社団法人 研究産業協会  
会 長 佐 藤 文 夫 
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総   括 

 

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

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 15 年度調査完了

時点で 90 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。 

  本年度も昨年に引き続き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革新を推進した先人と技術に関する調査研究として、

産業技術の革新に携わった先人達の情熱と努力、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、先人達からの聞き取り調査とそれに関わる技術の流

れについて調査研究を行う。二として初等中等教育における産業技術革新記録の有効活用

に関する調査研究を実施するため、実際の学習現場への適用経験を踏まえ、初等中等教育

に関心と情熱を持つ先達たちの直接の協力を仰ぎ、小･中・高校生に対し、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と授業構成の要件を明

らかにする。 

  我が国は産業技術の多くの分野で世界のトップレベルに到達しているが、内外の社会・

経済構造の急激な変化、とりわけ技術移転等による産業空洞化の中で中小規模の創造的産

業に甚大な影響が及び、人的資産を喪失するという極めて大きな問題が発生した。産業技

術にはたゆまざる技術革新が不可欠であり、それに関わる優れた人材の育成が極めて重要

な社会的要件であるだけに、一刻も早い適切な対応が求められる。しかし、産業技術の次

代の発展を担うべき若者たちは豊かな製品に囲まれて生活し、それを生み出す産業技術へ

の認識も薄く、先人たちが技術革新を推進してきた歴史に対しても関心が薄いように思わ

れる。 

 このような状況の中で、新時代に即する優れたものづくり技術人材を輩出していくため

には、大学等における専門的技術教育だけでなく、初等中等教育の段階から先端技術の仕

組みや技術開発の過程等を興味深く教えることにより、技術そのものの素晴らしさや新た

な技術を生み出すことの重要性を理解・認識させ、ものづくり技術に対する関心と情熱を
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育くんでいくことが重要である。 

本年度の聞き取り調査について述べれば、対象となった方々の大半が戦時中ないしは敗

戦後の物資が乏しい環境の中で教育を受け、また自ら克己して研究者・技術者としての道

を拓いており、真の教育を論じる場合には見逃すことのできない事例である。個々の技術

開発を完成するまでの営為は言うに及ばず、青少年期における思考形成のプロセスを詳ら

かにする視点からも本調査の意義は大きい。しかし残念なことに結果が一遍の報告書に纏

められるのみで、科学技術教育やものづくりに携わる関係者、ましてや若者や一般市民の

方々がこれらの情報を知る機会は極めて少ないのが実情である。 

こうした問題に対する努力として、その成果の一部がオーム社から「匠たちの挑戦」と

いう啓蒙書に仕立てられ上梓されたほか、各種の雑誌や報告書に纏められて活用されてい

る。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。本年は昨年度好評を得たデジタルコンテンツの初等中等

教育現場への活用をさらに発展させ、調査対象者自ら総合学習の場で講演していただき、

聴講した高校生並びに小学生に大きな感銘を与えることができた。 

 

２． 調査研究の基本的考え方 

本調査は毎年約 10 人程度を聞き取り調査の対象として選定し、平成 15 年度までに 90

人の先達からの聞き取りを実施した。一昨年度からは過去の成果の集約・活用を並行実施

するため、聞き取り調査の対象者数を従前の半分の 5 人としており、本年度も新たに 5 人

の調査を計画したが、一件については対象者ご自身の施術後の体調不良のため翌年に延期

することとなり、4 件について実施した。 

以下の各節は昨年度までの報告書と同様の記述とし、研究開発テーマ設定の経緯を重視

しつつ研究者の方法論や思考方法及び姿勢などを類型化して纏めた。 

 

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。
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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、これまで対象として取り上げられなかった原料・素材

など、戦後の産業復興に重要な役割を果たした基幹的技術について調査することとした。 

 

２．２   選定した対象者と代表的業績 

  川名 喜之氏  シリコントランジスタの実用化開発 

田島 重信氏  塩ビモノマーの重合技術の開発 

田中健治郎氏  コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発 

中村 正和氏  高炉技術の高度化（高炉とコークスの狭間で四半世紀） 

 

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 



 4

 

３． 調査結果の概要 

  調査結果の概要は個々の担当者がインタビュー記録を基に別途作成している。本章は本

年調査を総括する視点から横断的に整理し、研究開発者が共通に体験する課題と個々の対

応実績を紹介する。時代のニーズ、開発環境は異なっても、そこには研究開発者に共通す

る普遍的な開発の姿勢が見える。 

 

３．１ 研究開発方法 

研究開発では「何をすべきか（テーマの設定）」が 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。それにも拘わらず現実の研究開発の場で も重視されていることは研

究開発者の管理とその活性化の問題である。人間が核となる研究開発ではこの問題も確か

に重要であるが、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 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。研究開

発者の独創に始まる場合もあれば経営目的や社会的ニーズなど組織的取り組みから始ま

る場合もある。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。 

 

３．２ テーマ設定 

(1) トップからの要請 

川名喜之は大学の修士課程を終えて 1958 年 4 月ソニーに入社し、社命でシリコンの仕

事を始めることになった。会社が丁度そういう時期にあり、偶然とはいえ一つの時代を画

すテーマに遭遇できたことは幸せであり、大変名誉なことだったと川名は述懐している。 

川名は東京大学工学部の冶金学科に進み、日本では初めて「ディスロケーション・セオ

リー（DISLOCATION THEORY）」を説いた橋口隆吉教授に師事した。シリコントラン

ジスターの開発を目指していた東京通信工業（株）（1958 年 1 月ソニー（株）に社名変更）

の岩間和夫が橋口教授にお願いして川名喜之をリクルートし、そのことが川名がシリコン

の仕事をするきっかけとなった。 
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ソニーは 1958 年 1 月、トランジスターテレビの開発を井深大社長が公表し、これを受

けて岩間は「これからはシリコンとか、化合物半導体の時代になるんだ。だから今、ゲル

マニウムでラジオをつくって儲けているのは、金儲けのためにやっているんじゃなくて、

次の研究開発をやるための資金を得るためにやっているんだ。」と言って川名に檄を飛ば

した。川名はこの先駆的な考えに感動し、シリコンのパワートランジスタの実用化開発、

シリコン・エピタキシャルトランジスタの実用化開発及びシリコン・エピタキシャル・プ

レーナトランジスタの実用化開発の 3 大開発研究に取り組み業績を残した。 

(2) ハッピーインスピレーション 

1983 年、田中健治郎はダムコンクリートに使用する粘土鉱物含有骨材の問題で現場か

ら相談を受け、熊谷組の浅瀬石川ダム作業所に出向いた。工務課長堀家茂一（現、愛知工

大教授）に原石山やプラントに案内されて事情説明を受けたが、その途中で堀家課長らが

新開発した「布を使用する新しい法面保護工法」（ジオテキスタイルを法面にワイヤ止め

してコンクリートを充填する工法）の現場に案内された。そのとき布の表面から透明の余

剰水が染み出しているのを見て、これは大変な発明になると直感した。型枠にセメントフ

ィルターシートを取り付ければ余剰水が自然に排出される。コンクリートの表層品質改善

対策としての「透水型枠」のイメージが完全に固まった。幸運を呼ぶインスピレーション

であり、開発者に与られた 高のテーマとなった。 

この時点で堀家課長らは既に布型枠からの空気の輩出に注目していろいろな工夫を試

みていた。翌 1984 年、田中が中心になって浅瀬石川ダム作業所と技術研究所とで共同研

究を開始した。型枠に取り付けるフィルター材料の織布開発は、繊維土木開発(株)梅本社

長の積極的協力を得て 40 数種類の施策に及んだ。 

透水型枠による表層品質の改善は、小型の模擬部材ではフレッシュコンクリート中の余

剰水の絶対量不足でうまく進まなかったため、大型模擬部材の転用型枠を自費覚悟で製作

してフィルター材料の性能を直接評価することにした。同年中に転用可能な透水型枠のプ

ロトタイプを完成。85 年には 7 回の型枠転用実験でも品質改善効果が維持されていること

を確認し、経済性の問題もクリヤーできた。こうして世界に通用するコンクリート工法が

完成した。 

(3)エキスパートの使命 

田島重信は昭和 35 年に金沢大学を卒業すると信越化学に入社し、本人が希望した地元直

江津工場の塩ビ製造現場に配属になった。間もなく技術課勤務を命ぜられ、以来 18 年間塩
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ビの研究開発に携った。塩ビ生産の主力が新設の鹿島工場に移転した後も直江津工場に残

り、大きな事故によって廃止されるまでずっとそこで塩ビの関係の仕事を続けた。電解や

製造など他の業務も担当したが主たるものは塩ビだけで、それが会社の方針であった。 

昭和 30 年代の半ばは石油化学が全盛で、ほとんどが海外技術を導入していたが、信越化

学の塩ビは同業 13 社中の 12 番目であり、 後発であった。田島は入社後わずか半年で研

究に入り、間もなく信越化学が体系的なプロセス開発の中核となる人材育成のために東京

大森に開設した化学工学研究所に先行グループとして選抜され、2 年間にわたって化学工学

の実務的研修を受けた。この制度はその後も暫く続けられた。 

直江津工場に戻った田島は塩ビの連続重合法の開発に取組んだ後、大型塩ビモノマー重

合法の開発とスケール付着防止剤の開発を命ぜられ、現場主義に徹しつつ反応の可視化を

実現し、塩ビの 適品質を確保するための反応条件を徹底的に調査・研究した。ここで確

立した製造技術によって、信越化学は世界 大の塩ビメーカーに成長し、現在世界の塩ビ

市場において圧倒的な地位を得ている。 

(4)オーストラリアの政策変更 

中村正和が新日鉄に入社した昭和 30 年代の半ばころは、製鉄会社が今後製鉄をどうや

って行くかを模索した時代であった。現在では製鉄は高炉以外に考えられないが、当時の

原・燃料事情を知る専門家たちは、製鉄の将来は高炉以外のプロセスに頼らざるを得ない

のではないかと深刻に考えていた。そのようなわけで中村の入社当時は、流動層還元法と

いって鉄の粉鉱石に下から還元ガスを送って浮遊させながら還元鉄を得るプロセスがは

やりかけていた。 

戦前・戦中の製鉄用原・燃料は中国とかアジアが主体だったが、終戦後、中国が共産国

家になったり、仏領インドシナ、蘭領インドシナ、インドも独立したため、アジアの原料

事情が非常に不安定になった。それまでに確保した輸入原料が維持できるかどうか危ない

という話があり、遠くブラジルから鉱石を運搬することも検討された。 

 そうなると輸送形態に適した粉の状態で運搬してそのまま使うのがよいと、現にアメリ

カの石油会社がベネズエラ辺りでプラントを建てる動きがあり、日本でもそれに追従する

形で各種プロセスの検討がされた。新日鉄は流動層というプロセスを選択したが、ロータ

リーキルンやオールターナティブな研究開発が当時行われていた。 

 昭和 40 年頃、中村は研究所に配属され、2 交替でパイロットプラントの連続運転をして

いたが、それまで資源をクローズしていたオーストラリアが急遽政策転換し、鉄鉱石と石
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炭を輸出するという意思決定をした。それによって日本の製鉄研究は一挙にひっくり返っ

た。それまでに開発されかけていた製鉄法が全部吹き飛び、高炉法一本に絞られた。 

新日鉄ではパイロットプラントまで作って流動層還元法による製鉄研究を進めていた

が、もはや高炉しか研究対象になるものは無いということで、それまで流動層還元をやっ

ていた研究室がそっくり方針転換して高炉研究をやることになった。それが中村と高炉と

の関わりの始まりであった。 

その後、高炉燃料としてコークスを重油で代替する研究に移り、稼動中の高炉を直接測

定し、さらにその中核反応を詳細に解析するためのレースウエイ実験装置を駆使したユニ

ークな解析によって高炉の 適稼動条件を解明し、学位論文に纏めた。 

 

３．３ 研究開発の姿勢 

(1) 明確な目標 

昭和 31 年（1956）1 月、ベル研究所で初めて“SILICON DOUBLE-DIFFUSED”と

いう二重拡散型シリコントランジスタの論文が発表された。川名がソニーに入社する２年

以上前のことである。ベル研究所はその月にシンポジウムを開き、ライセンスを受けてい

る人たちを集めてその論文を発表したが、専務の岩間は将来シリコンをやる布石を打とう

という積もりで、課長の岩田三郎を伴ってこれに参加した。 

社長の井深大は「とにかくテレビをやるためにはシリコンが必要だ」として新日本チッ

ソの前田一博に製造を依頼するほか、ソニー自らもシリコンの結晶引き上げをやろうと決

めて装置の設計をし、1956 年の終わり頃にはほぼできていた。シリコンをやるのであれ

ば拡散が必要だということで、温度が 1,250℃まで上がる拡散炉とベル研究所の実績に倣

って真空蒸着装置を取り揃えた。あとは何もなく、ただそれだけを買って川名らの入社を

待った。 

開発は 1958 年の年明けから始まったが、シリコンのトランジスタをどうやって造るか

ということが先ずは主眼であり、井深や岩間から「テレビのためにシリコンをやるんだ」

と初めから言われていた。目的はテレビであり、ある程度プロセスができるようになって

きたら、パワートランジスタをやれと命じられた。パワートランジスタはテレビの水平偏

向用で、耐圧が一番高く、電流も食うし温度も上がるので、 も信頼性が大事なところで

ある。 

もう一つはテレビチューナーの高周波トランジスタであったが、これはまた別のグループが
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担当し、会社の総力を上げてやった。その結果わずか二年後の 1960 年には量産に入ることが

でき、年末にはテレビの本格生産に入った。 

(2) 花魁
おいらん

簪
かんざし

に託す 

コークスの役割は二つある。一つは炉内の通気性を確保するという充填物としての機能

であり、もう一つは羽口まで下りていって燃料となることである。流動層還元プロジェク

トが終了する頃、コスト低減のためにコークスの一部を重油で代替する研究が始まり、そ

れが現場に導入されて実際の操業で重油が使われ始めた。高炉では羽口のところでコーク

スと空気中の酸素で一酸化炭素 CO という還元性のガスをつくり、これが高温になってコ

ークス層の中を上昇しながら鉄鉱石を溶解し還元反応を進める。 

燃料重油を羽口から吹き込むこの技術は従来の高炉技術とは異なるため、羽口周辺の炉

底部分からレースウエイ及び炉内部の状況を測定し、 適な高炉運転条件を確立する必要

があった。炉内の状況（炉況）を知るには可能な限り多くの部位における温度、圧力など

の物理量と成分ガスの化学量を正確に測定しなければならない。これらの計測器を稼動中

の高炉内に設置することは生産に多大な影響を及ぼすおそれがあり、製造所しいては会社

の同意を得なければできないことであったが、周到な準備によって同意を取り付けた。と

はいえ、凄まじい計測機器の設置状況から「花魁簪（おいらんかんざし）」といって悪口

を言われた。 

また中村は炉内の燃焼状態を可視化しようと考え、当時としては先端的な技術であった

テレビモニターを羽口の覗き窓に装着し、重油フレームの比較的温度の低い黒い部分の面

積をリアルタイムで計算する電子回路も製作して実験の精度と効率の向上を図った。測定

の結果、レースウエイにおける各種挙動が高炉の稼動に大きく影響することを示したため、

別途レースウエイ実験装置を製作し、さらに詳細な研究を行い、結果を学位論文に纏めた。 

(3) 現場主義 

田島は塩ビの技術開発で連続重合（懸濁法）にも取組んだが、その当時は十分速い触媒

が得られず、大型バッチ式で開発せざるを得なかった。そのためフラッシュドライヤー

（FlashＤ）とか、流動ＦＢＤ、水平流動とか、あるいはロータリー気流のドライヤーとか輸送

機とか篩（ふるい）とか、そういう周辺機器の勉強をしながら製作実験し、大きなものあるい

は効率のいいものに変わっていった。 

大きな反応装置の除熱をどうするかは大きな問題であった。田島の考えに反して周りの

人は皆コンデンサーはだめだと言ったが、上司で化学工学研究所時代のトップの「それは
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やれ」の一言で直ぐにコンデンサーをつくり、小さなパイロットの釜に据えつけて試験し

て成功した。それは現場で試作しながら寒い夜を釜の横で寝たときに気付いたアイデアで

あった。寒さしのぎに釜のそばで寝ていると、てっぺんのところがほかほかと暖かい。「暖

かいというのは一体何なのだ」と思い、これは熱が大気に放熱しているからだと考え付い

た。それなら中は高圧ガスの沸騰状態だから大量の蒸発と凝縮でコンデンサーと一緒では

ないか、ということを田島はこの現場で寝ていた時に気付いた。 

(4) 社内コンサルタント 

田中が熊谷組に入ってよかったと感じたことは、上位者に自分と同じ専門の人がいなか

ったということであった。企業は成果を上げるためにどうしても上の人が研究や業務をあ

る程度方向づけする。それがなければ自分で考える。この企業にとって何が大事かという

ことを自分で考えて自分で実践する。その時にどういう組織でものを動かすべきかを考え

るようになるからよかった。 初から「この道を行きなさい」と言われたら変な専門家に

なってしまう。田中は常にそのように考えて行動する。 

田中が入社して 初に命じられた研究課題は「泥水固化工法」であったが、研究開発が

偶然にせよ非常に上手くいき、それを見届けた上司の増澤部長は田中が以後の仕事を全て

フリーでやることを許した。田中はこれを機にコンクリートが現場で役立ち、工学として

誰でも理解できるものにする活動を始める。 

何をやっても自由とはいえ、自分の主義、個人主義でやっていたら周りの人は乗ってく

れない。研究開発、特にものづくりには組織力は絶対必要であり、みんなに同じ方向を向

かせる指導力の基本はふだんの生活である。ふだん人のためにどれだけ仕事をしてあげた

か、というようなことが人に同調してもらうときには力を発揮するわけであり、教育を通

して現場に貢献しようと考えた。 

田中は建設会社に入ったら、当然現場を知らなかったら方向がわからないと考え「現場

に出してほしい」と希望したが受け入れられず、「じゃあ現場回りは自分で勝手にやりま

す」といって自発的に現場視察に出かけた。当時は土曜日まで業務があったが日曜日は全

くフリーで、建設事業が非常に多かった時代なので現場で働き、現場の仲間とディスカッ

ションを重ねた。現場が自分の理念の実践の場になり、充実した研究の場となった。 

これが契機となって始まった社内コンクリート教育は 1978 年頃から始まり、人事部主

導の技術系職員の定期研修に組み入れられるようになり、退職までに述べ 4,260 人の職員

が受講した。 
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３．４ 技術の評価 

 本年度の調査で特筆すべきケースについて次の項目ごとに紹介する。 

(1) 特許・ノウハウ 

・シリコントランジスタ 

川名の功績は、アメリカで次々と生まれたシリコン・トランジスタの「二重選択拡散型」

から、「エピタキシャル・メサ型」、さらに「エピタキシャル・プレナー型」等の各段階

の基礎技術を見極め、その上に数多くの重要な発明を重ねて実用型の構成法と量産化プロ

セスの開発をし、その実用化開発を果たしたことである。 

テレビ回路側の要求に応えるため、二重拡散に替えて選択拡散のアイデアを世界に先駆

けてエミッタに応用し、同時にその電極の櫛型化を開発した。加えてコレクタの中ぐり法

を開発し、世界初のオールトランジスタテレビを実現した。それに引き続いて「エピタキ

シャル法」という気相反応を使うプロセスの発見を新聞記事で知り、中ぐり法を凌ぐ技術

であることを直感すると直ちに開発に取り組み、僅か 2ヶ月くらいでこの技術を実現させ

た。その開発されたトランジスタには発明したベル研究所が一番驚いた。それは非常に広

く使える新しい実用的なデバイスだったからである。 

川名はエピタキシャルプレーナの技術の優秀性を見て、その実用化のための重要な発明

を重ね、高耐圧化のために必要なガードリング法、ガスソース型リン酸拡散法など、そ

の後の半導体の発展に大きく貢献する技術を開発したが、この間にトランジスタの開発

を通して多くの特許・実用新案を発表した。それらの成功によってソニーはトランジス

タに関し、「アプリケーションの要求に沿った構造とプロセスの設計とを同時に開発す

る方法」を確立することになった。 

・スケール防止剤特許 

バッチ式塩ビ製造法における 大の問題はスケールであった。スケールは塩ビポリマー

そのもので、かたい塊になったりフィルムになり、釜にへばりついたり攪拌翼にへばりつ

いて、これがポリマーに混ざると品質低下の原因となるために重合後にはかならず除去作

業が必要であった。 

田島はスケール防止法を開発するにあたりスケールが付着する場所と、その性質を細か

く調べるために使い古した 1 立方米の釜でテストすることにした。釜の壁に区分のマーキ

ングをして、重合反応を行った後に内部のスケールのつき具合を丁寧に調べて重大な発見
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をした。マーキングの線を引いた部分だけがぴかぴかに光り、スケールが付着していなか

った。後で調べたら、マーキングに使ったものに含まれるニグロシン（アジン系化合物）

という黒色の染料が付着防止に大きな効果があることが分かった。このように重合釜の壁

面に特定の物質を塗るとスケールが付着しないという発見は世界初の画期的なもので、信

越化学はスケール防止剤として世界で 初の特許を出した。 

(2) 可視化 

・高炉技術 

中村が流動層還元プロジェクトから高炉研究に替わる頃、コークスを重油で代替する研

究が始まり研究所で盛んにテストをやっていた。暫くして高炉の重油燃焼は現場に導入さ

れ、実際の操業に使われ始めた。次はコークスを減らすために重油をいかに沢山吹き込む

かが課題となり、会社の中に委員会ができてメンバーのひとりにされた。燃えている状態

を定量化できないだろうかという話題があり、中村は問題意識を持って重油吹き込み委員

会に臨んでいた。 

ある日研究所の計測実験室のドアの隙間から中の様子が窺え、テレビのモニターに何か

の画面が見えた。よく見ると自分がテーマとして問題意識を持っている画面が計測実験室

のモニターで見えていた。当時はまだ牧歌的な時代で、基礎研究所では目的研究と言わず

に将来のシーズになるようなものを割合フリーな立場で考えることができた。何に使おう

かと考えずに、とにかく高炉の中をのぞいたら何か面白いことがある、という程度だった。 

高炉は依然として宿老という大ベテランが眼鏡で覗いて見て回り、勘と経験で炉況を判断

して動かしていた。しかし今やテレビカメラによって内部が観測できるのだ。中村は小躍

りして喜び、次の策をめぐらした。  

中村は問題意識として持っていた重油のフレームが非常によく観察でき、「これは何か

に使える」と直感した。比較的温度の低い黒い部分の面積が一つの燃焼状態の手がかりに

なることは明白で、今度は計測屋を巻き込んで全体の面積の中の黒いところの面積をリア

ルタイムで計算する電子回路をつくらせた。計測の関心が羽口への重油吹き込みだけでは

なく他の部分へと発展していき、本来は反応サイドから高炉とつき合うはずだったが、計

測屋と一緒に仕事を始めてからはほとんど計測研究室に入り浸るような状況になった。 

・耐圧ガラスオートクレーブ 

田島は重合装置の性能を常に化学工学的に捉えていた。当時でも重合反応に関しては先

人のレポートが沢山あり、大型の重合装置で行う場合には化学屋の領域としてスケールア
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ップに耐えうる配合を作ることが踏襲されていた。田島はそれを否定し、その手法では真

の大型化へのスケールアップは無理だと考えていた。必ずあるルールがあって数値化でき

るはずだと考えていた。 

スケールアップ則を作るためにスケールダウン実験を行うという手法を用いた。 

その頃、現場の 20 立方米の重合装置で良い品質の塩ビができても実験室の１リッターの

オートクレーヴでは低品質の塩ビしかできなかった。そこで、1リッターのオートクレーヴ

で高品質の塩ビを作るための法則を確立することに挑んだ。田島はこの実験に用いるオー

トクレーヴを探し歩き、偶然に耐圧ガラス製オートクレーヴを手に入れた。インジューム

錫の透明ヒーターで加熱し、磁石で攪拌機を回す新しいタイプで、難しい圧力のシールが

不要でしかも透明で中が見える。これこそ、 も欲しかったものだった。これにリフラッ

クスコンデンサーをつけて実験したら、いろんなことが分かった。 

田島はスケールアップに際しての基準としてウエーバー数に着目した。ウエーバー数と

いうのは界面張力と攪拌力を含む無次元式で、この式でいくと従来の小さなオートクレー

ヴでの撹拌回転数はスケールアップ則からは遠く離れ低速であった。しかしガラス製オー

トクレーヴは磁石で回すために大きな回転数が使え、それまで 100 回転ぐらいで回してい

たものを 1000 回転ぐらいで回すようにできた。その結果、製品はこれまでに無くきれいに

仕上がった。 

 これは大変大事なことで、一緒にやった仲間と成果を喜び合った。オートクレーヴを可

視化したために反応の様子が克明に解り、特に温度の関係がどういうふうになるとか、ど

うして伝熱係数があるところから変わるのかとか、反応の変化が目で見えるようになり、

非常に大きな助けになった。 

(3) 逆転の発想 

田中の開発した透水型枠工法はまさに逆転の発想と言うに相応しい。現行の学会仕様書

では、コンクリート用型枠は水漏れを生じさせないことが推奨されている。それは型枠全

面から均等に排水させることが困難だったからで、セメントフィルターの全面取り付けは

革新ということになる。仕様書の規定を度外視し、型枠面からの水抜きを考え続けていた

ために、現場で布から染み出す僅かな水を見逃さなかったためにできた発想である。 

コンクリートは重量が大きいことや、フレッシュ時には余剰水の浮き上がり現象（ブリ

ーディング）などの短所があるが、透水型枠の排水メカニズムではそれらの短所が表層品

質の改善に有効に働くところに面白さがある。 
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在来型枠にセメントフィルターという新たな材料を付け加えるという発想は、コスト低

減のために極力無駄を省こうとする改良開発の線上では浮かびにくい。特にわが国の場合

は、長い間先進技術の導入・実用化に奔走し続けてきたため、技術開発の進め方が合理性

の追求とコストダウンに偏っており、それが革新技術のブレークスルーの大きな障害の一

つになっていると思われる。 

(4) 学会発表 

川名が一番初めに造ったトランジスタは、3 坪ぐらいの小さな部屋の中で同僚の三沢敏

雄がエピタキシーをつくり、そのできたばかりの結晶で「何かトランジスタをつくってく

れないか」と依頼されたものであった。エピタキシーの結晶からであり高抵抗のものはで

きるわけはなかったが、抵抗が低いせいもあって大電流が流せるトランジスタができ誰も

が驚いた。 

三沢の「すぐ学会発表をしようじゃなか」という薦めで、日本で初めてのエピタキシア

ルトランジスタを電気学会で発表した。それは 1960 年のことであり、テレビが発売され

た年の秋の学会だった。ベル研究所からニュースが入ってきたのは、その次の月ぐらいの

ことであり、開発のペースはそれぐらい早かった。 

(5) 新規技術  

川名は世界に先駆けた次の三つの大きな開発を行った。一はエミッタ選択二重拡散型シ

リコンパワートランジスタ、二はシリコン・エピタキシーの本格的トランジスタ、三は中

出力エピタキシャル・プレーナ・トランジスタであり、特に一に関しては形を変えて現在

も採用されているなど、多くの新規技術を開発した。 

代表的なものに、①中ぐり法、②櫛形電極(5 本ストライプの電極構造)、③Au・Ag・ハ

ンダによる電極材料の使用、④Cu ヘッダーへの直接ハンダ付け、などあるが、これらは

従来無かった技術的特徴である。またプロセスとしては、① 初にウェハーにボロンの拡

散を行ってチップ裁断を行い、後は全てチップで処理する工程や、②フォトレジストでは

なく金属マスクによるレジン塗布での金属マスク生成・削除など、フォトレジスト技術の

ない当時の技術レベルでの新プロセスを作り上げた。 

 三のプレーナ型トランジスタに関してはガードリング法、はみ出し電極並びに燐ガス拡

散法というユニークな技術を開発し、プレーナ型の耐電圧特性を大幅に改善すると同時に、 

これにより、応用範囲を大幅に拡大することができた。 
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３．５ 教育者・庇護者 

(1) おれ、首になったんだよ 

岩間は技術の専門領域とその専門となる人間を見ていたが、厚木から外れて本社の専務にな

るという時、川名に「おれ、首になったんだよ」と言った。残念だったんだろうと思うと同時

に、あとは頼むよという意味もあったと川名は思った。 

川名はその一連の開発活動の中で 1つやると、次に新しい世界が 1 つずつ開けて行って、新

しい目標が出てくる。すると次から次へとアメリカから新しいアイデアが出てくる。その技術

の選択が全部そのときの目標に合っていて、目標が現実になっていくというステップを踏んで

行くことができた。アメリカからのそういうアイデアがなければそういうこともできなかった

し、そういう目標がなければそういうステップを踏めなかった。「岩間さんは、技術とそのた

めの人を見ていてくれた素晴らしい経営者であった。」と川名は述懐する。 

岩間はフィギャーオブメリット(figure of merit)と言う言葉を使って、開発の方針と評価

を明確にしていた。この言葉はもともと半導体で使われ、ベル研究所では特に高周波トランジ

スタの特性を議論する時に使われていた。岩間は、多様な要求特性に対する成果満足度を個々

の良さではなく総合して示せ、プライオリティをしっかり把握せよ、という意味で使っていた。

半導体という内部構造もメカニズムも見られないものを複数のパラメータでモデル化し、その

開発成果を評価して優先順位を明確にして行った。 

川名は岩間和夫という名伯楽の下で広範で 新のトランジスタ技術開発を行い、世界のトッ

プランナーを走り続けた。 

(2) 偶然のチャンス 

田島が連続重合の実験を始めて手にした製品は品質の悪い品物であった。フィッシュア

イといって丸い粒がある法則性に従っていっぱいできるようになった。それを社内で話し

ても正しく理解されなかった。専門誌の報文や社内のレポートにも納得いく解答は見出せ

なかった。若いときでもあり、こんなひどい目に遭ったのだから一度何とかしたいと心の

中で思っていた。 

 幸いその時、会社は太平洋ベルト地帯の新しいコンビナートへの参加を準備する時代で

あった。偶然のチャンスに恵まれたということになるが、会社は多額の資金を投じて大掛

かりな塩ビ連続重合試験装置を作り、研究することを決定した。田島はこれこそめぐり合

わせだと感じた。 

トップや上司の人達から田島に白羽の矢が立てられた。連続重合がやれるならいいじゃ
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ないか。あそこにあの男がいるから、それに担当させてやってみろよと。こういうような

感じだったと思います、と田島は述懐した。化学屋なら誰もが取組みたい大型連続実験で

あった。しかし、この大型実験は設備やいろいろのことで相当なお金を使ったが、どうし

ても上手くいかなかった。まだ当時は連続重合に適する十分速い触媒がなかった。その当

時の触媒は速いのがなく、バッチで運転する時でも 10 数時間かかるようなものだった。 

 大型連続実験装置は 10 人のグループが三直で運転する大掛かりなものであり、結果は連

続法を見限ることとなったが、かけがえのない貴重な体験を積めたこと、さらにその後の

塩ビ製造法をバッチ式に決定できたことについて、田島は上司の暖かい庇護の心を感じ取

っている。 

(3) 恩師 

田中健治郎ほど恩師の影響を受け、私淑し、その思想を忠実に守り通した研究者は少な

い。現在の大学が失った「師弟の理想像」が髣髴される。 

田中は昭和 37 年、東京理科大に新設された工学部に入学するが、教授陣は東大を定年

退官された浜田稔先生、東工大の二見秀男先生など同期生のメンバーで固まった。定年退

官された方がみんな集まったから、先生方もよかったみたいで同期会がいつも開かれると

いう雰囲気だった。 

自分が一応これで企業を離れるとか、あるいは大学を辞めるときに過去のことをまとめ

て、何が大事であり、何がよかったかを思い返すのがちょうど還暦時代だと思われる。そ

の時点からの教育であったから、先生方の教育の仕方がとてもよかった。教育することの

項目はそれほど多くはないが、何かポイントがあるとそれに対して現実にいろいろな話題

がある。そういう話題は教科書に何も載ってないものばかりであり、それがすごく役に立

ったような気がした、と田中は述懐している。 

 浜田先生について田中は次のように述べている。 

「教育で本に書いてあることはほとんど覚えなかったが、冗談話や世の中で実際にあっ

た話などは必ずノートにとっていた。教科書に書いてあることをノートにとっても意味が

ないが、授業時間に先生方は必ず有意義な話を一つや二つはしてくれた。だから授業はい

つでも非常に楽しみで、決してサボるようなことはしなかった。 

 工学教育に関しては、使いやすくなければ工学ではないということを教わった。今の研

究とか工学の進み方を見ると、何か分かりにくいことばかり教えているという印象が強い。

工学は実学だから頭の中でどんなに難しいことを考えても、 後はそれを理解してものづ
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くりに生かさなければいけない。先生の凄いところは、工学は 後は使いやすさが大事だ

ということを我々に教えたことである。 

今でも研究者仲間でよく言うことだが、複雑なことをやって誰が使うのかと。複雑なこ

とが出されても、結局現場の人がそれで判断して使うには誰でも理解できる単純な式でな

ければだめだと。あとは精密解から乖離するところをバラツキで捉えておけばよいと。 

もう一つ印象に強く残っていることは、日本は先進国の技術ばかり入れているが、日本

独特の技術を開発しなければいけないということで、人の模倣ではなく原点に戻って自分

の発想でやることの必要性をわれわれに説いたことである。どんな法則でも原点に戻ると

それなりの自分の見方ができ、それを形にすることが創造力だからである。」 

田中は浜田先生の教えを常に念頭に入れ、自分が感じている社会の要求水準と、会社が

自分に課す要求との乖離を信念に基づいて判断し、コンクリート工学の研究にまい進した。 

(4) 父親の背中を見て学ぶ（中村正和） 

中村の父親は新日鉄のコークス技術者で、少年時代の中村に多くの影響を与えた。 

コークスは強度が低くて炉中で粉になると、ガスが通らなくなったり一部分を吹き抜け

て高炉の状況が悪化し、 悪の場合は半年ぐらいで高炉が操業できなくなることもある。

炉況が悪くなるとすぐコークスのせいにされる、と父親がよくぼやいていた。炉況が悪く

なるとその原因をコークスに転嫁するのが常で、コークスの何処が悪いからこういう性状

のコークスを造れという具体的な指示は無かった。それを何とかしなくてはいけないとい

うのが私の問題意識で、それが高炉稼動の 適化に関する研究テーマにつながった、と中

村は述べている。 

中村が高炉の研究はじめるときに先ず感じたことは、化学屋が従来どおりの姿勢で高炉

研究に取り組めばコークス屋にされてしまうということであった。コークス屋になったら

おやじの二の舞だと考え、高炉に関しては反応の面から入らずに計測屋みたいなことを始

めた。ひたすら計測屋のような顔をして高炉に出入りしようと決めていた。父親がなんと

なくぼやく姿が頭にあり、何とかコークスの性質と高温の炉況との間の因果関係を計測と

いう手段を媒体にして解明したい、ということでテーマを設定した。 

父親の弔い合戦という感覚で、とりあえずレースウェイを 初のターゲットにして設計

部門の現場実験を行った。所長のところに報告に行くと、たまたま当時の研究所長が父親

のことを知っていて「おまえ、おやじの仇を討ちよるなあ」と言っていた。敵ということ

ではないが、コークス屋になってしまったらおやじの二の舞だと思って高炉屋になり、計
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測屋として高炉の側からコークスを見ることをやれて良かったと思っている。 

(5) 禅と哲学 

田中は禅の鈴木大拙に多くを学んだ。大学院のときに、大学紛争だったし、実験は止め

られたし、勉強してなかった。精神的にぐれていたときに偶々出会ったのが禅だった。禅

はその後の生き方、考え方を変えたと田中は振り返る。 

多情多感な時代というのは気持ちがいつでもふらついていて、何が正しいかどうかがよく分

からない。しかし、禅の場合は自力宗教――自力哲学と言っていいのかもしれないがそういう

部分があって、すべては自分の考え方一つだという教えがある。だから大学から企業に移った

ときに「名利を捨て去ること」、「信念に従うこと」、「世の平和を願うこと」という三つの自分

の信条を挙げ行動することを誓った。信念に従うことというのはまさに禅から来ています。自

分自身が正しいと思ったことを行っていて問題が起きたら、それは自分の責任じゃないかとい

うことですよね。だけど誰かにいつでも聞いてものを動かしていたら自分というものの心棒が

なくなっちゃう。その意味でもそこに生きていたと思います。 

田島は梅原猛の世界に興味を持っている。梅原猛は実存哲学に関する長年の研究を起点

に、常に人間を探求する姿勢の下、鋭い直観と深い洞察に基づき、日本精神史、古代史、

文学、宗教等の幅広い分野にわたり独創的な思索を展開し、「梅原日本学」と呼ばれる独

自の学問体系を確立するなど、日本文化の総合的な研究の発展に大きく貢献している。 

田島はこうした梅原猛の考え方を踏まえてやはり宗教観だとか哲学だとか、そういうも

のを若者にしっかりと教えることが必要だ。それで自然現象も身近に楽しめるような、そ

ういう世の中の流れになったらいいと思いますね。田島の述懐である。 

 

３．６ 自らを育てる（フィロソフィー） 

(1) 川名喜之 

今は世界の中でもエレクトロニクスはアジアの時代だと言われています。しかし、その

アジアの時代の中で、日本が本当にアジアの中で尊敬されるべき地位に復帰できるかどう

かということは、来年が一つの正念場ではないかと思います。半導体の生産量において

1990 年頃世界一であった日本が長い間アメリカに負けていましたが、昨年アメリカを抜

いて世界のトップに立ちました。 

 昔の日本は「ものづくり」だったですよね。『MADE IN JAPAN』というのを盛田さん

が書いたぐらいでして。あのころは日本製というのが本当に世界を席巻していたと思いま
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すけれども、だんだん韓国とか台湾とか中国とか、「ものづくり」はもうアジアだと。ア

ジアのほかの国で、日本ではないと。日本はアイデアを出すだけだというふうな風潮がこ

のごろひどくなってきて、それは日本にとっていいことではなかったのではないかと思い

ます。しかし幸いにして、今また「ものづくり」に帰らなくてはけないという気分が、日

本の中で非常に強くなってきたというのは、私は本来のエンジニアリングに戻りつつある

のではないかという気がしないでもないですね。 

(2) 中村正和 

自分が研究者になったのは、常識的なことだが物事の因果関係を明らかにすることが好

きだからだ。自分の生活すべてがその因果関係によって成り立っているわけであり、それ

しかほかに選ぶ道はなかったような気がする。世田谷でミツバチを飼っているのも結局は

そのような自分の気質に負うところが大きい。 

理論は理論だけれど、それから外れることが必ずあるわけで、溶鉱炉からもある意味で

裏切られ続けてきているわけである。だから成型コークスが炉内で壊れるというところま

ではちゃんと応答してくれるが、ではその先どうすればいいかというのは分からない。成

型コークスの形をいろいろ変えてみたらどうかとか、多分何かいろいろな選択肢はあると

思うが、それを実行させてもらうためにはすごいエネルギーが要る。それをずっと続けて

きて、何かわからないことに付き合うわけだが、ではこのわからない因果関係をどうやっ

て解明して次へ行くか。それをエネルギーとして今まで来たような気がする。 

(3) 田島重信 

大きな研究開発はチームとして取組んだものです。立派なリーダーや素晴らしい部下に

恵まれることも必要です。これに係わった人が全部会社で報われたかというと、そうでは

ないですよね。決してそんなものじゃない。ただ私は学校でそういうことを小さい時から

しっかり教わって、大人になってもそれぞれ仕事に誇りを持ち続けられたらいいと思いま

す。 

(4) 田中健治郎 

田中は「わくわく感」こそ研究･開発、いやもっと広く言えば意欲の原点と捉え行動の

指針としてきた。常識や既成事実に囚われない自由な発想が発明や発見の も大きな力に

なることを何度も体験してきた。「うちは日本で一番お金を出すから、 高の教育をして

ほしい」という家庭教師を引き受け、 高の教育というのは教えないことだと信じて、そ

この家へ行ったら何も教えなかった、と言うエピソードを語った。 
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情報がかえって災いすることは結構あり、これもやってある、あれもやってある、これ

もやられているという、それが発想そのものを偏らせてしまう。原点に戻ったほうがいい

というのはそこに重要な意味を持っている。だから 初にデータ、情報を全部集めるので

はなくて、まずは自分なりのものを考えて、それから情報を集めるのがいいと思う。研究

のスピードアップとなると、それに関係するものの情報をバッと集めて、そこから始める

というやり方が普通だが、そうすると視野が相当狭まってしまう。物を知ってからそこを

消すということはかえって難しい。 

田中は若いときから創造性に も必要なことは、「何も教えない」、「白紙の状態でそこ

に絵をかく」という「発見的学習で得るわくわく感」の哲学を持ち現在に至るまで実践し

ている。 

 

３．７ 若者に贈る言葉 

(1) 川名喜之 

エンジニアを育てるうえで大事なことはマネジメントです。マネジメントをしっかりす

ることで初めてエンジニアが力を出せると思います。目標はある程度難しくてもいいから

明確にして与えてやる、そういうエンジニアリング・マネジメントとが必要だと思います。

それをしっかり実行してもらいたいし、もしもそれがなければ、とにかく人を雇わなくて

はいけないから採った、というだけのことになってしまう。 

 私は正確に中身を知っているわけではありませんが、例えばシャープさんが例のフラッ

トテレビの超大画面をやろうと決めたときに、「ブラウン管を全部駆逐するんだ」と言っ

ていました。必ずしも駆逐できないかもしれませんが、それは壮大な考え方ですね。それ

は失敗するかもしれないけれども、「これで行くんだ」と言って、しかもそのために、亀

山工場みたいに新しい概念を持つ工場をつくる。こういうところだったら、若い者も目標

がはっきりしているから、頑張るんじゃないかと思うんですよ。私はそう思っています。 

(2) 中村正和 

若者の技術離れの問題ですが、一言で言ってしまうと、若者というよりは経営者の問題

だと思っているわけです。 

10 年以上も前の話ですが、新日鉄の現役の人と現場実験に向かって歩いているとき、今

度リクルートに行かなくてはならないと言いました。それは課長以上のかなり年配の男で

すが、普通リクルートというと大学卒業して数年経った人が自分の研究室に行って後輩を
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勧誘するというのが普通だったでしょう。入社して何年か経った人が研究室に戻って、「う

ちはいい会社で、こんな面白いことができるから来い」といえないと言うんです。 

 私とその話をした課長クラスの人は昔のよき時代を知っているわけです。現状は別とし

て、ある意味で現場に夢と希望をもたらす何かがなくなっていると思います。現場実験に

もいろいろな制約があり、我々の頃は高炉一つを潰す恐れのある計画でも許してくれまし

たが、今では多分何もやらせてもらえないと思います。 

 だから若者に何か一声かけてという問題ではなく、構造的に若者が活躍できる場を経営

に係わる人たちがどれだけ用意できるか、そのような問題だと思っています。 

(3) 田島重信 

現在は研究開発テーマを見つけることが難しくなっているとよく言われます。しかし対

象は違っても、もっと今流の対象があるんじゃないでしょうか。コンピュータの世界だと

か、生命あるいは宇宙の世界だとか。ただしもっと大がかりな仕組みの中で仕事をしなけ

ればならないということにはなるのでしょうが。だから本当の身近さというのはなかなか

感じないでしょうが、しかし数学をやったり、物理をやったり、飛行機をやろうとしたり

すると、そういう世界は対象こそ違えあるように思います。だからそういうところにすっと

導いてもらえるような周りがあるかどうかということかもしれません。 

科学技術をおもしろいと教えてくれる人がいなきゃいかんと思います。そういう意味で科学

博物館なんかでいい模型で実験をして、そういうところへ子供たちを連れていって体験させる

とかが大事なことだと思うのです。 

(4) 田中健治郎 

「足元を見ろ」と言うことでしょうか。それは信念に従うことと同じですよね。自分自

身の思ったことをやらないと、それをいつも人が言ったからといって他人の責任にしてい

たら、思った人生なんてありません。上手くいかなくて元々だからです。無鉄砲かもしれ

ませんが、思ったとおりのことをやる。ただし基本には誰々のためとか、人のためにとい

うのが常にあって、それで思ったとおりのことをやってだめだったら自分が悪いんだと潔

く認める。そして体得したものは生きている間に世の中にお返しすること。私は以前から

そのように心がけてきました。  

去年、一昨年にかけて大学で教えるためのコンクリートの教科書をつくってきましたが、

それは日本コンクリート工学協会という協会のためにつくったものです。まだ学者的だ、

もっと解りやすくしなきゃいけないというのが本当です。浜田先生の言われた解りやすい
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工学という意味までブレークダウンし、かつできるだけ少ない内容にしなければいけない

という課題があります。分かりやすくて少ない内容にするというのはものすごく頭を使う

ところです。 

 

４． まとめと今後の課題 

 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。以来十余年を経て、わが

国社会・経済情勢は大きく変貌し、若者に関わる 大の課題が NEET(Not in Employment, 

Education or Training )となっていることに隔世の感を禁じえない。 

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。と同時に聞取り対象者に見られる勤勉・意欲・情熱の中に

近代日本台頭の源流を探る鍵が潜んでいることを感じる。 

  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、聞き取り対象者の数

は本年度分を加えると 94 人に達する。その成果は関係者から高く評価され、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したほか、各種の雑誌や報告書に纏め

られて活用されている。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、林雅一氏（自動車用超小型ターボチャ

ージャの開発）には北海道札幌琴似工業高等学校電子機械科 2年生を対象に講演をお願い

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。また、百瀬孝夫氏（大

容量乾燥装置と応用食品の開発）には、昨年に引き続き埼玉県入間郡大井町立西原小学校

6 年生を対象に、フリーズドライ食品技術の話を自身の開発体験を交えて分かりやすく講
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話していただいた。 

また 2005 年１月 18 日放映の NHK プロジェクトＸで、平成 12 年度聞き取り調査で対

象となった岡本三宣氏（スエード調人工皮革エクセーヌの研究開発）の業績とそのエピソ

ードが紹介され、改めて聞き取り調査の意義を確認することとなった。 

 今後はこの間の成果物である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 も効果的な対策となるよう努力したい。 

 本年の成果を総括するに当り、聞き取り調査に快く応じて貴重な資料や論文をご提供く

ださった諸先生方、並びに繁忙な業務の合間を厭わず聞き取り調査し、報告書を纏め上げ

た委員の皆様と陰で本事業を支えてくださった事務局関係者の皆様に心よりお礼申し上

げます。 

（文責 黒木正章） 
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シリコントランジスタの実用化開発 

川名
か わ な

 喜之
よしゆき

 

インタビュアー：黒木正章、永田宇征、唐澤英安（記） 

日 時 :平成 15 年 11 月 5 日 14：00～ 於：研究産業協会 

 

プロフィール 

1932 年 3 月 1日 千葉県市原に生まれる。 
1954 年 東京大学工学部冶金学科卒業 

1957 年 東京大学大学院化学系研究科冶金学専攻修士課程修了      

1957 年 東京通信工業株式会社に入社 

1975 年 ソニー半導体開発部次長、CCD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

1978 年 ソニー半導体開発部長、半導体事業本部、副長 

1982 年 ソニー半導体事業本部、副本部長 

1986 年 ソニー中央研究所、副所長 

1992 年 ソニー定年退職、日本 MRC 上級科学顧問。 

2000 年 サクセスインターナショナル(株)を設立社長。2002 年辞任、取締役として現在に至る。

受賞歴 

1976 年 5 月、日本発明協会発明賞、「シリコンへの不純物拡散法」 

1982 年 6 月、日本発明協会発明賞、「SIPOS 技術」 

主な業績 

 川名喜之（かわな よしゆき）は、ソニーによってゲルマニューム・トランジスタが実用化

されて間もない 1932 年からシリコン・トランジスタの実用化開発に取り組み、独自の多くのテ

クノロジー・イノベーションを重ねその夢を実現した。それは、当時アメリカで生まれたトラ

ンジスタのアイデアを、ポータブルラジオのためにゲルマニューム・トランジスタの実用化開

発の成功に続く、マイクロテレビのためにシリコン・トランジスタの実用化開発を目指したも

ので、“トランジスタが製品を変える”というソニーのテーマの一環でもあった。川名の功績は、

アメリカで次々と生まれたシリコン・トランジスタの“二重選択拡散型”から、“エピタキシャ

ル・メサ型”、さらに“エピタキシャル・プレナー型”等の各段階の基礎技術を見極め、その上

に数多くの重要な発明を重ね、“実用型の構成法と量産化プロセス”の開発をし、その実用化開

発を果たしたことである。 

テレビ回路側の要求に応えるため二重拡散で苦しんで居た時、選択拡散のアイデアを知るや、

世界に先駆けてそれをエミッタに応用し、同時にその電極の櫛型化を開発する。加えてコレク

タの中ぐり法を開発して、世界初のオールトランジスタテレビの実現を果たす。それに引き続

いて“エピタキシャル法”という気相反応を使うプロセスの発見を伝えた新聞記事を見て、中

ぐり法を凌ぐ技術であることをソニーの関係者と共に理解した。直ぐ仲間と一緒に開発に取り

組み、わずか 2 ヶ月くらいで実現に成功する。その開発されたトランジスタには発明したベル

研究所が驚いた。それは非常に広く使える新しい実用的なデバイスだったからである。それに

よってソニーは次々にマイクロテレビの新製品を開発してゆく。さらに、川名は、エピタキシ

ャルプレーナの技術の優秀性を見て、その実用化のための重要な発明を重ねる。それは高耐圧

化のために必要なガードリング法、ガスソース型燐拡散法など、その後の半導体の発展に大き

く貢献する技術であった。これらの成功によって、トランジスタに関し“アプリケーションの

要求に沿った構造とプロセスの設計を同時に開発する方法”を確立することになった。 

ソニーは、それらの技術によってオーデオからビジュアルに領域を広げ、やがてその上に CCD

等も開花させる。この一連の技術のブレークスルーは、20 世紀の半導体の大きな発展における

重要なマイルストーンと重なる連続したイノベーションであった。 
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1.はじめに 

1）生い立ち 

 川名喜之（かわな よしゆき）は、昭和 7 年（1932）3 月 1 日、現在の千葉県市原市海

保（かいほ）160 番地で生まれた。村の東海尋常高等小学校から、昭和 19 年（1944）千葉

中学校に行ったが戦争が終わって、昭和 23 年（1948）中学 4 年を卒業した。同時に新制

高等学校の県立千葉高等学校に途中から編入になり、翌々の 25 年卒業した。そしてすぐ

に東京大学の理科 1 類に進んだ。文科のほうも好きだったが、理科でも数学が好きだった

ので、自分は理科に行くんだと何となく決めていた。 

父親が小学校の先生で、その後に中学校の先生になったが、川名少年に算数や何かを教

えるのが好きだった。また、野口英世の本などを読んで、本からもいくらか影響を受けた。 

大学は、旧制大学と新制大学を切りかえるところで、駒場の寮でも旧制高校から来た人

が非常に多かったし、勉強もあまりしていなかったが、本郷の学部に移るときに工学部の

冶金学科に行った。冶金学科では、本当に冶金をやった。29 年（1954）に卒業し、大学院

に行き 32 年（1957）修了した。そのとき橋口隆吉（はしぐち りゅうきち）先生が、日本

では初めて「ディスロケーション・セオリー（結晶格子欠陥）」というのをやり始めていた。

ダイナミクスをいろいろ研究はされていたが、実際にディスロケーションだというのを見

た人はいなかったので、それまでは仮説だった。もともと冶金は、結晶とか物質の強さを

検討するうちに、どうも普通に計算したらそんなに弱いはずはないということで、ディス

ロケーションというのが関与しているだろうということから始まった研究だった。 

その頃、三鷹に航空研究所というのがあったが戦争が終わって航空研究所が飛行機の研

究をやらなくなって、運輸省の技術研究所になった。電車のほうは鉄道研究所というのが

あり、テーマとして車と船があったが、川名は船の溶接をやることにした。そのころ船の

溶接というのは問題が多く、タイタニック号の遭難など、よく北の海で沈んだりして、寒

くなると壊れる“低温脆性”の問題があった。それを強くて、なおかつ鉄板が薄くて溶接

しても壊れない材料を研究ということで溶接に関するテーマを卒論や修士論文とした。そ

れが、まさに運命的な出会いで、半導体の仕事に深く関係をしてくることになる。 

2）ソニーに入社して直ぐシリコントランジスタの開発に取り組む 

川名は、卒業して、直ぐに東京通信工業(後のソニー)に入社した。ゲルマニウムのトラ

ンジスタの開発が始まるようになってからは、ゲルマニウムのトランジスタの特性はやは

りディスロケーションに依存するところが非常に大きく、だんだんディスロケーションと
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いうものの実態が判るようになってきた。後にソニーの社長になった岩間和夫（いわま か

ずお）さんが、トランジスタをこれからしっかりやるので、理工系の学生をたくさん採用

したいと橋口先生に依頼があった。先生から「東京通信工業というのは、大会社に比べた

ら本当に小さいけれども、でもトランジスタについては日本で一番だ。これからも発展す

る可能性のある会社だから、いいと思う」という話を聞かされた。しかし、そのころは本

当に小さな会社だったが、その後発展して、本当に幸いだったなと思っている。 

修士を出た 32 年（1957）、東通工に入社した。しかし、早く仕事になれる方が良いだろ

うということで、その年の 1 月からアルバイトという形で品川の東通工に通った。その前

年の 12 月頃、教授から岩間さんのところに行ってこいよと言われ、御殿山に行ったところ、

岩間さんが案内してくれた。トランジスタラジオのいろいろな機種が大分できていた。「こ

れからはシリコンとか、化合物半導体の時代になるんだ。だから今、ゲルマニウムでラジ

オを作って儲けているのは、金のためじゃなくて、次の研究開発をやるための資金を得る

ためにやっているんだ」と言われた。それは今から考えても、かなり先駆的な考え方で、

おもしろいなと思った。 

3）いきなりシリコントランジスタの実用化開発を始が始める 

配属は、半導体部の研究課でアルバイト先と同じだった。そこの人数はそんなに多くな

かったが次の世代のトランジスタの研究開発をやっていて、非常に優秀な人たちが多かっ

た。課長は岩田三郎（いわた さぶろう）という、非常にできる人だったが、その下に、

前年にソニーに来ていたちょっと若い江崎玲於奈（えさき れおな）さん、同じ 3 月、後

にベル研に行かれた三沢敏雄（みさわ としお）さんも松下中央研究所でゲルマのグロー

ンをやっていたが、引き抜かれて来た。また福井初昭（ふくい はつあき）さんも居られ

たが、彼もその後間もなくベル研に行かれ、ベル研で非常にいい仕事をされた。全部で女

性も含めて 30 人以下くらいだったが、目標は二つに絞られていた。一つは、高周波用トラ

ンジスタ、当然ながらテレビのチューナーをにらんでの高周波トランジスタをどうやって

つくるかということ。2 番目がシリコン、この二つだけだった。高周波トランジスタには

いろいろな種類があって、その後活躍するゲルマニウムのメサトランジスタが一つ。それ

に並行して、ソニーはグローンという成長型のトランジスタで非常に成果を上げていたの

で、そのグローン型トランジスタの改良をどうやってやるかであった。シリコンも、すで

に、テレビのパワートランジスタをめがけて、その準備を始めていたがゲルマとは格段に、

温度も純度もプロセス技術も、レベルが違うことを理解し始めていた。 
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当時、新日本窒素肥料という会社が北朝鮮から引き上げてきていて、向こうではカーバ

イド等をやっていたが、日本では肥料の仕事を始めていた。その 31 年、中ごろ井深さんは

知り合いだった同社社長の白石さんに、「これからシリコンの時代になるから、あなたとこ

ろでシリコンの材料から結晶作りをやりませんか。出来る限り応援しますが。」と提案され

た。白石さんは窒素の肥料部長だった前田一博（まえだ かずひろ）さんに検討を命じ、

その同じ年の 12 月に、井深さんと岩間さんを訪ね、「受けさせてもらいます」と回答した。

ちょうど、川名は、ソニーに岩間さんを訪ねていた頃のことである。ソニーは、既にその

31 年の内に、社内でもシリコンの結晶の引き上げをやろうということを決めており、独自

に引き上げ装置の設計もやって、西口の守衛所の横にある、旧館と言われた建物のところ

で、結晶の引き上げが始めていた。そこを前田一博さん達が見に来られて居た。 

そしてシリコンをやるので拡散が必要だということで、天谷（あまや）さん等が拡散炉

だけを買ってきて、その準備も始めていた。拡散炉といってもただの普通の炉で、温度が

1250 度まで上がればいいというようなものと、他に買った装置は真空蒸着装置だけだった。

シリコンの結晶の引き上げはやっていたが、まだシリコンの拡散プロセスの開発はやって

いなかった。 

その翌 32 年（1957）、川名が入社し、三沢敏雄さんも 3 月から入社して、ちょうど良い

から、この 2 人にやらせようということで、4 月 1 日からそれを始めた。その年の初めか

ら川名は、実習で江崎玲於奈さんの助手をやっていた。江崎さんは、当時流行的な研究と

なっていたゲルマニウムの表面物性を研究していた。 

4）シリコントランジスタの実用化開発の 3 つのマイルストーン  

それ以来、川名が手がけて発展をさせたシリコントランジスタの実用化開発に関する業

績は、主な 3 つのマイルストーンとして取り上げることができる。 

その第 1 番目は、「選択二重拡散型のシリコントランジスタの実用化開発」である。そ

れは、このタイプでは、世界で初めてのシリコンパワートランジスタであるが、アメリカ

のベル研で発明された二重拡散方式を発展させたもので、これは、初めてシリコンで実用

的なトランジスタを開発したというものである。これを実用化するために、やはりベル研

で発明された選択拡散方式を、エミッタ選択拡散に応用し、それをさらに櫛型エミッタ方

式として発展させ、さらに幾つかの発明を重ねて実用化開発の実現を果たした。それによ

り、ソニーは、世界初のオールトランジスタテレビが開発できたのである。 

その 2 番目は、「エピタキシャル・メサ型のシリコントランジスタの実用化開発」であ
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る。それは、やはり、アメリカのベル研究所で発明されたエピタキシャルの技術を応用し

たものであったが、テレビ特有の要求特性に合わせ、エピタキシという画期的な製造プロ

セスを 適にする方法を開発するということで、実現したものである。これも、エピタキ

シャル・メサ型のシリコントランジスタの実用化としては、世界で初めての成果で、その

発明をしたベル研自体がびっくりしたと言うほどの出来映えであった。そして、これによ

って、ソニーは、本格的なオールトランジスタのマイクロテレビが開発でき、会社として

の本格的な発展の軌跡に載せることができたのである。 

そして、第 3 目のマイルストーンは、「エピタキシャル・プレーナ型のシリコントラン

ジスタの実用化開発」であった。これも、アメリカのフェアーチャイルド社のプレーナの

発明を基にして、テレビ用に耐圧を上げるための幾つかの発明を重ね、その実用化に成功

したものである。この型のトランジスタは、その後、パワー半導体の基礎となり、ソニー

のトリニトロンカラーテレビの信頼性を上げ、オールトランジスタの高級オーデオと、ビ

ジネススケールとしてそれを凌ぐ一般のデスクトップ・オーデオの市場を開拓する基礎と

なった。さらにエピタキシやプレーナのプロセス技術はソニーが、バイポーラ IC で世界を

リードし、世界初のポータブル・ホームカセットビデオレコーダ、ベータマックスの開発

を実現することに繋がって行ったのである。 

 

2.パワー用シリコン・トランジスタの実用化開発・・・第 1 のマイルストーン 

1）目標は“世界初のトランジスタテレビの開発”を目指せ 

ちょうど川名が入社したとき、ソニーは、その 2 年前の昭和 30 年にオールトランジス

タのポータブルラジオという画期的な商品を開発し、それを成功させつつあった。しかし、

井深さんは、「ラジオの次はもうテレビだ」と次の意欲的製品開発の目標を決めており、そ

のために、キーデバイスとしてのトランジスタの材料をゲルマニュームからシリコンに切

り替えることを決め、その開発を進めていた。その開発商品の目標は、「世界初のオールト

ランジスタのテレビ」で、そのためのプロジェクトが、川名が入社した翌 33 年に、始まろ

うとしていた。従って、商品開発よりも、キーデバイスの開発が先行していたのである。 

当時すでにアメリカでは、昭和 29 年(1954)頃からベル研究所で、J.Moll がシリコント

ランジスタ技術の開発に大きな力を傾注していた。そして、川名が入社する前の年の 31

年（1956）1 月にベル研究所から初めて、二重拡散型のシリコントランジスタの論文が発

表された。その月に、ベル研究所は「拡散シンポジウム」を開き、いわゆるライセンスを
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受けている会社の人たちを集めてその内容などを発表した。半導体部長の岩間さんは、将

来シリコンをやる布石を打とうというつもりで、課長の岩田三郎さんを連れて行った。そ

の年の 6 月ごろ、井深大（いぶか まさる）さんも含めて、とにかくテレビをやるために

はシリコンのトランジスタが必要だと決めており、目標は、世界初のオールトランジスタ

テレビだった。 

昭和 31 年の暮れ、川名が入社を決め、新日本窒素がシリコンの結晶に参入を決めたこ

ろ、すでにソニーは、シリコンの結晶の引き上げを始めており、拡散炉の準備を進めてい

た。そして、翌年春、川名と三沢さんが入社をした 4 月 1 日から、シリコントランジスタ

の実用化開発が本格的に始まったのである。 

まず、シリコンである程度プロセスができるようになってきたら、世界初のオールトラ

ンジスタテレビとしての 8 インチのためのパワートランジスタに絞ってやろうということ

になった。目標は、テレビの水平偏向回路用のシリコンパワートランジスタで、33 年

(1958)6 月に、川名と三沢さんの 2 人に任された。電流も食うし、温度も上がる、耐圧が

一番高く厳しいし、信頼性的にも非常に大事なところだから、ゲルマよりも融点温度が高

く高温に強いシリコンでやれと。 

トランジスタと言うのは、エミッタに入力した電流が、ベースに入力された電流でコン

トロールされて、コレクタに出力される。このエミッタ、ベース、コレクタの 3 つの電極

を持つデバイスである。機能は真空管と似ているが、真空管と違って、全体が多層の複雑

な金属相を含むシリコンの小片でできており、その構造が破壊しないで大きなパワーを持

った電力を流したり、止めたり制御するためには、その材料と構造が問題であった。入力

された電流は、内部での損失が少なくて出力されないと金属の層を溶かしたり壊してしま

う。まず、ベースのコントロール用電流を少し動かしただけで、できるだけ出力が増幅さ

れて欲しい。大きな電流を入力し、出力をそのまま出せれば、 大の出力は大きくなる。

しかし、ベース電流をゼロにして、出力をゼロにするときは、加わる電圧は全てコレクタ/

ベース接合で堰き止めなくてはならない。そのために高い電圧を取り扱う場合はベースの

耐圧強度を強くしておく必要があり、そのためには、増幅の感度ある程度低く抑えなけれ

ばならない。一方、アメリカのベル研で発明されたトランジスタは、基本的な構造やプロ

セスはいち早く実現したが、民生用に使うためにはどう作ったらよいかという研究は全く

していなかった。ラジオを作ることは高周波特性が悪いので 初は断念していた。 初ア

メリカはどのようなトランジスタ技術の特徴が、民生用として利用することができ、それ
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が民生を含む産業としてどのような価値を社会に実現できるかという開発をほとんどやっ

ていなかった。次第に技術の進展とともにアメリカでもラジオやテレビの応用を検討する

ようになったが、それでもまだ局部的であった。シリコンをテレビに使おうという考えは

まだ現実的には捉えられていなかった。当時ソニーは、トランジスタで、ポータブルなラ

ジオを開発して、一つの有力なその技術的な方向性を示したばかりであった。 

しかし、川名自身、トランジスタは始めてだったし、ソニーの中でさえも、パワートラ

ンジスタはもちろん、拡散技術というのを知っている人も居なかった。 

ベル研究所の昭和 31 年(1956)発表のシリコン 2 重拡散型トランジスタはベースもエミ

ッタも選択拡散方式ではなく、すべて全面拡散で、ベース電極はアルミニュームをシリコ

ン表面からエミッタを貫通させてベースに到達させるものであった。アルミニュームは金

属マスクを通した真空蒸着によるのであった。これは何度繰り返しても結果としてのトラ

ンジスタ特性が出なくて苦しんだ。 

一番初めにつくったのは、チップサイズが非常に大きく、一辺が 13 ミリ掛ける 6.5 ミ

リ位の、おばけのような大きなトランジスタだった。パワーを取るので巨大なトランジス

タが必要だと思い込んでいた。そのころ、シリコンのウェハーというのは、直径が 20 ミリ

で、始めはアメリカのデュポンから、金よりも高い値段で買った。しかし、チップはよう

やくそれから、2 つがようやく採れただけであった。それが、21 世紀には、300 ミリのウ

エハーができ、そのお化けサイズのチップがその上で一度に 500 個もとれ、その大きさの

チップ一枚にトランジスタが何億個も載る時代が来ようとは、全く想像できない頃だった。 

そのころ、ソニーもちょうど GE と技術提携していて、GE からサンプルをもらったが、

それがとてもできそうもない。しかも、GE のトランジスタの特性をはかってみると、とて

もこれはテレビに使えるような代物ではないということがわかった。 

2）セロハンテープで実現した選択二重拡散法 

そこからああでもない、こうでもないと始まった。1956 年の二重拡散トランジスタの論

文はベル研究所から発表されたけれども、それはまだ、いわゆる酸化膜マスクを使った選

択拡散ではなく、ベースとエミッタの全面拡散だった。どうしてそれが、トランジスタに

なるかというと、エミッタから金・アンチモンか何かで抵抗接続を取り出すものだった。

ベースはその下にあるので、その上にアルミを厚くつけて合金にして、エミッタを突き抜

けてベースまで到達させろ、というのがベル研究所の論文だった。これはものすごく難し

くて、初めはできなかった。まだ、選択拡散も、写真技術による選択拡散のアイデアも無
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かった時代だった。実は、酸化膜マスクというのもベル研究所は知っていたが、まだ、だ

れにも教えなかった。だから、ベル研究所の 1956 年の発表の時には、フォトリソグラフィ

ーも選択拡散も何もない。エミッタとベースのベタの全面拡散方式だった。 

初めはできなくて、何でできなかったのかわからなかったが、1 ヶ月程度でできるよう

になった。ベル研究所が「PNPN」を発明したのは、そこから始まっている。要するに Al

がベースに届かないから、届かないと PNPN になってしまう。それで、サイリスタができる

ようになった。しかしなんとか遂にその年の暮れに、入力した電流に対し、出力電流が 10％

か 20％得られる位になるものができて、大いに喜んだ。しかし本当は、95％位まで行く必

要があった。後に、その３年前に当たる 1954 年の暮れ、ベル研究所の N.Holonyak は同様

の経験をしたと述懐している。アルミニュームの厚さとエミッタ拡散深さの関係という大

変微妙で制御が難しい問題があった。 

できるようにはなったが、突き抜けるとか突き抜け過ぎないというのはうまくいかない

し、量産は難しい。うまくいってもそれでは十分な特性が出ななくて、とてもテレビ用に

使えるものにはならない。川名はどうしても選択拡散をやらなくてはだめだ、と思った。

当時はまだ、フォトリソグラフィーのアイデアも技術もなかったけれども、どうしても選

択拡散方式でやろうと思った。 

川名達が苦しんでいた、昭和 32 年(1857)9 月にベル研究所が初めて、選択拡散法を明ら

かにした。そのベル研究所での大発明は、酸化膜保護による選択拡散技術で 1955 年 Frosch

の発明である。ベル研究所はこの技術の重要性を認識し、この時までこれを秘密にしてい

たのである。しかし、ライセンスを受けていたソニーにも報告があり、川名もその情報を

見た。川名はそこから、これで“エミッタで選択拡散”をやろうと決心した。ベルが発表

した情報の中には、そのことが入っていなかったが、川名はすぐ気がついた。これは当然、

選択拡散法でエミッタをつくろうと。それをつかって、GE の真似なんかやめて、これはも

う自分たちだけでやろうと、昭和 33 年(1958)6 月から選択拡散法に絞って試作を始めた。 

しかし、大きな 13 ミリ掛ける 6.5 ミリのチップを拡散炉の中で、選択二重拡散でエミ

ッタを作ったがとても漏れ電流が多くて、耐圧どころではなかった。まあ当然だが、そん

な大きなものに拡散をやって、当時の技術では PN 接合がきちんとは、とてもできない。や

ってもやってもできない。当然、 後はメサエッチというエッチングをする必要がある。

メサエッチのマスクはどうやってやるのかも問題だった。 

これは他の会社もみんな苦労したようだが、三沢敏雄さんはセロテープで行こうと考え
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た。セロテープを張って型をつくり、医者の使うメスを持って来て切る。切って、ピンセ

ットではがす。そうするとマスクができる。これは非常にうまくいった。拡散するところ

だけ、はがす。その後、弗酸で洗えば、そこのところの酸化膜がとれる。その前に全面に

酸化膜をつけてあり、その後でセロテープを張る。弗酸液で洗うと、その表面は溶けるが

糊が残り、その他の不要なところは酸化膜がとれてパターンができあがる。どういうセロ

テープがいいのかは判らなかったので、まあスコッチテープがいいだろうと。それは、そ

の糊が利いているということが、やってみて判った。しかし、トランジスタのチップを 1

個 1 個こうやってセロテープを手作業で切らないと駄目で、とても量産にならなかった。

それで樹脂のコーティングをどうやってやるかということでいろいろ考えて、 終的には

スプレー方式にした。メタルでマスクをつけておいて、その上からスプレーで樹脂を着け

てやる。乾燥させて弗酸で洗うと、レジンは固まっているから取れないという方法ができ

たが、そこに行くまでが大変だった。 

この生産体制を固めるべく、昭和 34 年春、吉田進(よしだ すすむ)さんの製造技術課

に異動した。そして翌 35 年（1960）には量産でき、その年発売された 8 インチの世界初の

オールトランジスタのテレビを実現させたのだった。 

3）櫛型電極方式の開発 

開発当時のシリコンは金よりコストが高かった。更に重要なことはチップが大きいと指

数関数的に漏洩電流が増大し、耐圧が取れないのである。現在では結晶を含む欠陥密度に

よることが分かっている。そこで、できるだけチップを小さくする設計をした。そのため

には、酸化膜マスクや、メサのマージンを減らす、精度を上げる必要があった。しかし、

エミッタ面積が小さくなり過ぎても電流が取れなくなる。また、当然ながら電流をたくさ

んとるためには、エミッタの面積をただ大きくするだけでもだめだった。エミッタとベー

スの、いわゆるペリフェリという境界線を長くしなくては電流は取れない。開発の過程で

は多くの人が協力してくれた。この“くし型電極”のアイデアは仕上げ工だった井上大三

郎さんが出してくれた。 終的には、電極のストライプをたくさん作ってペリフェリを稼

ぐアイデアで、ベースが 3 本、エミッタが 2 本のストライプにし、横方向が 3.8 で縦が 6

ミリのチップに落ちついた。そのために治具の精度をどうするか等の困難もあり、また高

いプレスの技術も非常に要求された。しかし、こうして遂に、金属マスクとレジンとで選

択二重拡散を実現して、それを利用してさらに、「櫛型電極方式」というブレークスルーを

実現することができ、シリコントランジスタで、ようやくパワーのある電流がコントロー
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ルできるようになったのである。 

4）合金化電極法の開発 

 これで、トランジスタの基本的な構造はできたが、もう一つは、これにどのように電極

をつけて外部と接続をするか、これを空中配線も含めてどうやってやるかというところが

大変難しい問題だった。トランジスタへは、外部の回路とつないで電力が出入りする電極

がエミッタ、ベース、コレクタの 3 つある。川名は、この前者の 2 つの電極を作るのに、

金と銀を蒸着して、金とシリコンの合金を作って付けるという方法を考えた。金と銀を連

続につけて、金は薄くてもいいが銀は厚くつけて、その後、熱処理をして合金化すると金

とシリコンの合金ができる。そうすると、オーミックコンタクト(抵抗性接続)が実現でき

る。銀を厚くつけた理由は、それをハンダづけにもって行こうと。ハンダづけするために

は銀は厚くなくてはいけないということで、金と銀の二層構造にしてハンダづけしようと

いうことにした。二層構造にしてから炉に入れ合金化する。その後ハンダをあらかじめ盛

っておいて、このヘッダーにそっと載せて熱処理をすると、このハンダが溶けてコンタク

トが同時に、オートマチックにできあがるという方法が完成した。 

 5）中ぐり法の開発 

 もう一つの問題は裏側の表面をどうやってやるか、それは、コレクターという出力の電

力が集中する電極の構造の設計の問題であった。やっぱり金と銀で行こうじゃないかと思

い、金をアロイして合金化して、オーミックコンタクトをとった。実際に生産的にやると、

なかなかうまく行かなくて失敗することも多かったが、生産に入ってしばらく経って工程

を少し変えた。金銀の間にチタンを入れるとか、バリアを入れるというのをやって生産性

をあげた。これは生産現場のエンジニアの開発だった。 

遠藤浩（えんどう ひろし）さんのグループは、TV の水平偏向回路に使うためにはどう

いう特性が必要かという要求を明確にしてくれた。同時に開発中のトランジスタの特性評

価を担当し、厳しい注文をつけて解決を求めた。ソニーでは、半導体であれ、磁気記録で

あれ、ブラウン管であれ、常に、このようなキーデバイスとアプリを結ぶ評価部隊に優秀

な人材が配置される。しかし、この遠藤さんが要求したトランジスタスイッチのオン特性

は、8 インチテレビでは 後まで満たすことができなかった。それはチップサイズを小さ

くしたいという私の要求と相反する要求だったからである。私は頑固だった。そして遂に

1960 年、TV8-301 がこのトランジスタを搭載して発売されたが映し出される画は満足でき

るものではなかった。遠藤さんの言うとおりで、テレビにしたときのテストパターンが丸
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くならないのである。画がどうしても右側に少し伸びてしまって、丸くならない。それが

悩みだった。 

悩みに悩んで 後に到達したのが、「中ぐり」法だった。「中ぐり」というのはチップの

断面を見ると、普通は平らだが、裏側の中央のところだけ薄くしてしまえと。薄くすれば、

エミッタとコレクタ間の厚さが減り、当然ながらその抵抗分が減る。 

これを考えたのは 8 インチのテレビが発売されてからの昭和 35 年だった。テレビが発

売されたのに、どうも画がよくなく、丸いテストパターンがおにぎりになってしまい、こ

れは迷惑をかけて申しわけないなと思っていた。ケチケチしないで、もっとチップを大き

くしてパワーが出るようにしたらどうかとも言われた。しかし、チップを大きくしたら、

生産ができない。また、裏側のコレクタの抵抗が大きいと、回路でいういわゆる時定数が

大きくなって、電流がポーンと立ち上がるとき応答が遅くなってしまい、直線性が悪くな

る。コレクタ抵抗を下げるためには、その厚さを薄くすればいいのは判っているが、それ

までも限界に薄くしていた。さらにそれ以上チップを薄くしたら、割れてしまって生産に

ならないのは判っている。今ではもう非常にその技術が進んで、本当に薄いぺらぺらのウ

ェハーでもハンダづけできるように生産技術もできているが、当時はそうでは無かった。

みんな手作業でピンセットでやっているので、とても物にならない。ベース拡散をやるの

も、その前に洗浄したり、エッチングしたりするのも、ウェハーのままでやる。なおかつ

片面の全面を、ウェハーの状態のままでエッチングしなくてはいけない。あまり薄くする

と、どうしてもウェハーが割れてしまう。仕方が無いのでチップにしてから薄くする。そ

の方が薄くできるが、それでもまたあまり薄くするとチップが割れてしまう。それで、チ

ップの額縁部分を残しておけば、チップのフチの内側は薄くして、外側の縁の部分は厚く

残しておけばうまく行くのではないかと考えついた。しかし、それではハンダづけすると

きに、下がヘッダーだから内側に空洞ができてしまうのではないかと。この空洞ができな

いためにはどうしたらいいか。これをまたいろいろ考えて、これはチップをひっくり返し

ておいて、ハンダをここに必要量だけを入れて、一たんプレメルトする。そうすると、完

全にこれが埋まる。それをヘッダーに載せる。そうしたらもう完璧にできあがる。全体の

厚さが 200 から 250 ミクロンぐらいで、100 ミクロンあるいは 80 ミクロンで半分ぐらいに

えぐった。その効果はそれはもう絶大だった。 

思いついたのは、仕事を終わって、会社の帰り道を反田駅に向かって、どうしたらいい

かな、どうしたらいいかな、と繰り返し考えながら歩いていた時だった。ただ、そう考え
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付いたものの、工程増加の問題もあるし、でもやるしかないだろうと。こうやってやれば

できるはずだと、つくっている人たちには迷惑をかけるかもわからないけれども、これし

かしようがないじゃないかと思ったことを覚えている。 

翌日、自分で途中工程を全部やって、測定評価の遠藤浩さん達に渡した。それは、劇的

な効果があった。“まあ、これで何とかこれで多少は救われた”と思った。これによって、

次のマイクロテレビでは、おにぎり型の画が丸く映るようなテレビができるようになった。 

6）銅ヘッダーへの直付け法の開発 

トランジスタをその基盤となる銅のヘッダーに直接取り付けるという方法も当時は無

かった。それまでは、パワートランジスタのヘッダーとシリコンの間にもう一枚、メタル

の板を敷かなくてはいけない。このメタルの緩衝層へ緩衝板を入れ、その板の熱膨張係数

が、シリコンと近いものでなければならないと言われていた。これは現在でも、大型には

必要で使われているが、チップサイズを小さくしたために、それをやめてもう“直付け法”

を考え出したが、成功した。今でもチップサイズが小さいものは、この方法を使っている。

それによって、熱抵抗が少なくなりトランジスタの発熱を抑えられる。トランジスタが熱

くなると、いわゆる熱暴走現象を起こしトランジスタそのものが壊れてしまう。中ぐり法

によって、直接付け法は、格段とやりやすくなった。そうした電極の構成法は、特性の改

良にも繋がり、また、量産を可能にし、小型化にも貢献して、コストダウンを実現した。 

こうした現在でも使われているいくつもブレークスルーを通して、シリコンがようやく

パワー電力をコントロールできる実用的なトランジスタとなって行ったのである。 

これらのシリコンの実用化を達成したトランジスタの、型名は２SC41 シリーズ、種類は

“エミッタ選択拡散による二重拡散型メサトランジスタ”、昭和 33 年 6 月試作開始し、昭

和 35 年 4 月本格量産に入り、それを 初に搭載したのは、世界初のトランジスタテレビ

TV8-301 で、昭和 35 年 5 月に発売されたのだった。 

川名は、シリコントランジスタを実用化開発で数多くの技術を開発し、特許をとった。

ソニーには、特許表彰制度があって、川名は表彰も幾つかもらった。“櫛形電極”の特許で

井深さんから 1 級の表彰で、“一番儲かった特許である”と言われたことが、一番記憶に残

っている。このとき開発された、オーミックでコンタクトをとりそれとシリコンとの電気

的特性を確保して、なおかつハンダづけしたときにこの膜が破れないという構成とプロセ

スの概念は、現在では多少やり方が違っているが、技術的には同じ思想のものである。 

このトランジスタは、8 インチのテレビから、5 インチに続き、12 インチ、さらにその
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先まで、少しづつ改良を加えながら、昭和 47 年（1972）まで使われた。こうした初期のシ

リコントランジスタの幾つかのブレークスルーが、世界初のオールトランジスタテレビを

実現し、その次のマイクロテレビの爆発的発展に繋がって行くのである。 

 

3.エピタキシャル型シリコン・トランジスタの実用化開発・・・第 2 のマイルストーン 

1）新聞でエピタキシャルトランジスタを知り試作して驚いた 

ちょうど世界初のトランジスタテレビが 8 インチで開発できた昭和 35 年（1960）5 月、

アメリカからのトランジスタの新しいニュースが飛び込んできた。それは、またもベル研

究所からの“エピタキシアルトランジスタ”の開発の発表記事で、Electronics News とい

う新聞に載ったのである。これを岩間さんと塚本さんとが一番初めに見た。すぐに実験す

ることが二人の間で決定された。新聞には、詳しいことは載っていなかったが、中ぐり法

などで苦労していた川名達もそのアイデアに驚いた。 

当然ながらそれに必要な装置は無かった。三沢敏雄、三沢昭の二人が、急いで自分達で、

エピタキシャル用に必要な設備を全て用意して取り掛かった。そして、間もなく、その３

坪位の小さな部屋で、エピタキシで結晶をつくり、川名のところに持ってきて、「これでト

ランジスタをつくってみてくれよ」と言った。「それではやりましょう」とトランジスタを

つくってみたら、すごいトランジスタができた。もちろんエピタキシーの結晶だから、耐

圧は出なかったが、それは従来自分達がやっていたランジスタとは、もう似ても似つかな

いような大きな電流をコントロールできるトランジスタができたので、みんなびっくりし

た。その間わずか、1 ヶ月か 2 ヶ月位の間のことだった。 

それはもう、電流がびっくりするほどたくさん採れた。例えば、入り口と出口に電圧を

一定に 10 ボルトをかけ、それを制御するためにベース電流を一定量入れたとき、従来は

10 アンペアの電流が得られたとする。このベース電流を 2 倍、3 倍と増やして行く。する

と従来のものでは、このベース電流をいくら増やしても、直ぐに出力電流は飽和してしま

い増加しなくなる。ところがエピタキシーを使うと断然違う。それがどんどん伸びてきて

動作領域がびっくりするほど広くなった。いわば、それまでは、いくら水道の栓を捻って

も、10％か 20％と、ちょろちょろとしか出なかった水が、どーと、90％以上も勢い良く出

て来るようになったようなものだった。 

2）テレビの要求仕様規格 

テレビは、電子ビームを水平に偏向させながら、同時に垂直に偏向して画面をスキャン



 36

して行く。その間に電子ビームの点を強弱に点滅させながら、画面全体を撃って、1 秒間

に 60 枚の画を作って行く。その電子ビームの偏向には、大きな銅線をぐるぐる何千回も巻

いた偏向ヨークというコイルに、パルスのような急激に変動する電流波形を作って流す必

要がある。その電流を制御する偏向回路用トランジスタは、水平偏向用でも垂直偏向用で

も、ゲルマでもシリコンでも、何でも電流電圧特性さえ出れば良い。ただ、その変化への

制御や追従特性、動作範囲の大きさ、放電に対する強さなどその要求の種類も多く、また

それぞれがぎりぎりの限界での兼ね合っており、ようやく何とか、その用途に合った半導

体を、その時そこで物にする。こちらを立てればあちらが立たずというような状況で、と

ても全てを満足させる汎用のトランジスタというものはできなかった。それはまさに、回

路側の要求条件を手がかりにしながら半導体の理論を使った知的モデルを育て、実際の結

晶を造るプロセスの 適化設計の問題であり、そのため試作による現実のデータを頼りに、

評価活動を繰り返す作業を通して開発となったのである。動作領域が広がるということは、

いろいろな条件が一気に緩和されてくる。 

初の 8 インチテレビの時は、水平用の方は、川名達が開発した普通のシリコンのウエ

ハーの結晶から切り出した選択二重拡散方式で完成していた。一方、垂直のほうはゲルマ

ニウムでつくっていたが、それが、パワー不足で、問題であった。これは使っていくうち

にトランジスタの特性の劣化が起こり、画がひしゃげてしまう。いわゆるテストパターン

が、ぐちゃっとなって、結局 後は見えなくなってしまうという。これが 大の弱点だっ

た。ラジオだとトランジスタが悪くても音がひずむぐらいで済むが、テレビだと形に見え

てしまう。丸いテストパターンが、丸く写らない。もれ電流が増加し、耐圧が低下して直

線性が悪く、あまり有効な電流範囲がとれなかった。ゲルマニウムのパワートランジスタ

は、チップそのものも大きく作るのも難しかった。やはりシリコンに替えなくてはいけな

かった。それに加え、ブラウン管の放電による破壊現象という、さらに大きな問題が隠れ

ていた。ブラウン管には、6000 ボルトという、当時の半導体では、想像もできないような

電圧が掛かっており、それが、抵抗の少ないトランジスタに直接、落雷するような電気的

衝撃を与え、破壊する事故が多発していたのである。 

3）マイクロテレビ開発という親プロジェクトが引っ張った 

ソニーは、コレと決めたら、成功するまで失敗を続ける。また、常にスジの良いキーデ

バイス群の開発とスジの良いアプリケーション製品群の開発を同時進行形で、相互作用的

に進める創発的思想を持っている。世界初の 8 インチのトランジスタテレビは、品質も、
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信頼性も十分でなく、短命で終わった。主な問題点は、①画が暗く、フォーカスが甘い。

②感度が悪く、同期が乱れる。③丸くなるべき画がおむすびのように歪む。そして④信頼

性が悪く壊れる、の 4 点だった。これらの多くが、半導体のデバイスにも責任があった。 

しかし、その時すでに、それらの幾つかの問題点を克服して、大量に売るべく、5 イン

チの後に“マイクロテレビ”と命名される強力な親プロジェクトが、コードネーム、SV―

17 として、極秘裏に展開を始めていた。そこへ、ちょうどシリコンのエピタキシーの技術

が発表になり、それが即座にパワー用に優れた特徴として確認できたのである。川名達は、

この 5 インチの垂直偏向用のパワー半導体を目がけて、エピタキシーを使って一気に開発

を始めた。 

8 インチの画面が暗く、フォーカスが悪いのを改善するため、ソニーは、吉田さんのと

ころで独自にブラウン管という新たなキーデバイスの開発にも挑むことになった。蛍光面

にかける高圧を 6000 ボルトから 8000 ボルトに引き上げることを目標とした。そうなると

偏向用のトランジスタの負担はますます大きくなる。そこで、それを担当した大越さんは、

業界を指導していた NHK の枠をはみ出し、ブラウン管の電子銃を包むネックの直径を、36.5

ミリから 29 ミリと細くした。しかし、それによって、トランジスタに掛かる負担は、ネッ

ク径の 2 乗で利くので 2/3 に軽減され、消費電力も 19 ワットから 13 ワットに軽減できる

ようになった。しかし、高圧の上昇による放電破壊のリスクは、次第に大きくならざるを

得なかった。ラジオに比べ電圧は 1000 倍になり、電力もラジオではミリワット表示で済ん

でいたのに比べ、桁違いに大きくなっていた。 

実験ではエピタキシは、3 坪ぐらいの部屋でごたごたとつくっていたが、本格的にトラ

ンジスタの開発をやろうということで、翌 36 年(1961)年の 2 月頃には量産用の設備ができ

上がった。エピタキシアル結晶製造は塚本課長、その下の星金治(ほし きんじ)さんと三

沢昭（みさわ あきら）さん分担し、川名は相棒の宮岡千里(みやおか せんり)さんとト

ランジスタの開発を担当した。 

必要性能規格は遠藤浩さんの担当で、マイクロテレビの回路設計との仲介役を務めた。

回路設計は、沖栄治郎(おき えいじろお)さんで、そのグループとも連携を取っていた。

沖さんは、ソニーで半導体を開発したとき、それを何に使うかの検討段階からその応用開

発に取り組んだ一人で、テープレコーダの始めてトランジスタ化も一人で取り組んだり、

昭和33年(1958)の正月 初の8インチのテレビの開発命令を井深さんから直接受けた一人

でもあった。そこからは、和泉沢政人(いずみさわ まさと)さんなどがしばしば来て、テ
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レビ側の要求仕様を明確にし、ブラウン管の放電破壊対策を練り、親プロジェクトとも同

期をとって、進行していった。沖さんの所からは、ブラウン管の開発部隊の大越さんの所

にも、鈴木忠彦(すずき ただひこ)さんが派遣されて、開発全体の同期が取られていた。 

8 インチのテレビのいろいろ問題を、次の 5 インチでは、垂直偏向の特性や、耐圧、電

流等がどれだけ必要か、そのために必要な抵抗率、厚さは幾らあれば良いか、それらを詰

めて行った。このトランジスタは、5 インチのテレビの垂直偏向のために、その要求仕様

を固めて行きながら、それに合うように構造を開発して行った。 

 4）エピタキシーの目標とプロセスを合致するように 適化する 

エピタキシーという製造プロセスは、蒸着ではなくて、いわゆる気相成長と言うもので

ある。高温の真空中でガス状態の 4 塩化珪素という分子から分解したシリコンのアトム（原

子）が、一つづつシリコンウェハーの表面に着いてくるのを待つのである。1100℃~1200℃

程度に加熱された炉の中にシリコンと水素の原子が化合した分子のガスが入っていて、こ

れがシリコンの表面につくと水素がなくなって、シリコンの原子だけがシリコンウエハー

の上に積み重なって結晶となりきれいに並らんでくれる。エピタキシーというのは下地と

同じ結晶が成長すると言う意味で、従来の約 300 分の 1 位に非常に抵抗率の低い基板の上

に高抵抗率の結晶を成長できる。 

それまでは、その 2 センチぐらいの直径のシリコンのウェハーの結晶をからチップを切

り出してきて、その表面を酸化させ、その一部にエッチングで窓を開け、そこに別の原子

を蒸着等で付け、それを内部に拡散するようにしてトランジスタをつくっていた。今度は、

ガスの充満した炉の空間中で、ウエハーの上に、シリコンを降り積もらせて結晶の層を作

って行く。しかもウエハー全体で加工できるので、非常に薄くできさらに抵抗は低くでき

る。必要な厚さだけを見切って構成すると、「中ぐりも」もはや全く必要がなくなる。そう

なると、トランジスタの抵抗は少なくなって、特性はもう格段によくなる。 

しかし、逆にエピタキシーの抵抗率を、高くするということは、そう簡単にはできない。

そのため、非常に高電圧のものをエピタキシアルでつくるということは、現在でもなかな

か困難なのである。それは、エピタキシアルの結晶は気相中でつくるが、周辺から蒸発し

てくる不純物があって、それがこの中に入ってしまい抵抗値を下げることになり、高い抵

抗にすることは難しい。 

従って、結晶をつくること自体が大事な仕事で、どうやって厚さ、抵抗率をどうやって

コントロールするのか、あるいは測定はどうやってするのか。また結晶欠陥というのがい
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っぱいできてしまうが、それをどうやったら減らすことができるか、そういう基本設計が

非常に大事な仕事だった。そして、その目標に合うように、エピタキシーの結晶を作るプ

ロセスで、厚さ、抵抗率、均一性、欠陥などを正確に制御するのは、なかなか大変だった。 

川名は、トランジスタが要求する結晶構造設計を担当し、エピタキシ結晶担当の星さん

たちがその要求に従った結晶を造り、川名はそれを使ってトランジスタをつくった。そし

て「これの抵抗率はこれじゃだめだよ」とか「欠陥が多過ぎる」とか、評価した結果を、

星さん達にフィードバックした。 

オールトランジスタでテレビを開発するときの 大の問題は、ブラウン管の放電ショッ

クでトランジスタが壊れることだった。そのためにはもうコレクタ抵抗を下げるしかない。

必要な電圧を保つため一定の抵抗は必要だが、それでもブレイクダウンを起こしても、抵

抗が低いために壊れないようなものにしようとすると矛盾した特性のバランスの問題にな

った。限界的に抵抗率と厚さを、その目的に「 適に合ったものに設計する(オプティマイ

ズ)」ということになる。しかし、同時に川名としては、前から考えているとおり、できる

だけチップサイズは小さくしたい。小さくすれば、一枚のウエハーから一度の処理で取れ

るチップの数が増やせるだけでなく、欠陥が減って歩留まりも上がるし、リーケージ（漏

洩電流）も減少できる。しかし、チップサイズを小さくすれば、放電耐圧はやはり難しく

なる。所要の特性を出すためには、厚さと抵抗率をオプティマイズするといっても、同時

にチップサイズとの関連があった。チップサイズをどういうふうにして、厚さを幾らにし

て、抵抗率を幾らにすれば、我々の目標とするものに達成するかどうかということが基本

設計の問題であった。 

これをうまく設計できたとしても、それが製造プロセスで実現できなくてはどうしよう

もない。トランジスタの特性を、プロセス担当者に、結晶の抵抗率や厚さなどの方向に翻

訳し、フィードバックして、プロセスの条件を追い込んで、オプティマイゼーションを続

けていった。こうした特性は、チップサイズと構成パタンが決まれば、あとは厚さや、結

晶の抵抗率できまるのである。抵抗率のコントロールは、ガスの中に不純物を入れる。し

かし、一方では、その基板からも不純物がついてしまう。また、あまり薄くし過ぎて、あ

る限界のところまで行くと、裏側からの別の原子の拡散とか、あるいは放出ガスの影響が

支配的になったり、供給ガス成分の方が支配的になる、といった微妙なことがいろいろ出

てくる。当時は 4 塩化珪素というガスで、この非常に純度の高いガスを用意しておいて、

それを流量計ではかりながら、ボンベの中から水素で薄めたものをして出していって、エ
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ピタキシャルを造った。エピ層の抵抗はステップ的に変わるわけでないことは理解してい

たが、現在のように解析的に測定する技術はない。そこで、エピ結晶技術者、星さんとの

共同開発となった。様々な条件でエピを作り、トランジスタを試作して評価するという人

海作戦的な開発を続けた。ショックに対する強さはやはりコレクタ抵抗を如何に減らすか

ということであり、それはエピ界面のなだらかな不純物曲線を利用した極限設計になった。

現在ではコンピュータシミュレーションの技術があるので開発は、はるかに容易になって

きている。ただ、このような開発姿勢であるので、開発に時間が掛かったが、その年の半

ば以降には基本的な開発を終了し、生産に向けて準備を進めるようになった。しかし、メ

サ形成工程による問題、フォトリソグラフィーの量産技術の問題などやはり大変であった。 

そして幾つかのブレークスルーができた。これにより、コレクタ抵抗を激減させ、ブラ

ウン管の放電に耐える TV 用の Tr が開発できた。このように、エピタキシーで、トランジ

スタのモデルを開発し、必要とするトランジスタ機能に必要なエピタキシ構造とチップ面

積を決め、プロセスを制御し、特性を測定し、開発を進める、本格的シリコンエピタキシ

ャル Tr.の開発プロセスを確立したことだった。 

これらによって、まさに目的に合った、エピタキシャルメサ型のシリコントランジスタ

の実用化開発ができ、世界初のオールトランジスタテレビが、「マイクロテレビ」として

が完成したのだった。 

5）本家が驚いた 

それを塚本さんが、ベル研に逆に持って行った。塚本さんは、従来のトランジスタの特

性とエピタキシーの特性の両方を持って行った。「うちはこんなのができているよ」と、ベ

ル研究所でエピタキシーをやっている人に話したら、非常に驚かれた。「じゃあ、これで」

と帰るときに、エレベーターに乗ろうと思ったら廊下まで出てきて、「さっきのデータをコ

ピーさせてもらえないか」と言われた。彼らは本当にびっくりしたようであったが、とて

もこんな特性のものができているとは思わなかったのであろう。塚本さんも、「おれたちが

先輩のベルよりいいものをつくったのかな」と大変喜んだ。 

この開発によって、量産法も確立することができた。それまでは、チップを一つづつ作

っていたが、原子を一つづつウェハーに降り積もらせるとはいえ、ウェハーごとに一度に、

ドーンと大量にできるようになった。しかも、抵抗が小さくなり、ウェハーのプロセスと

なったので、薄くもできて、チップサイズも大体 1.4 角ぐらいに小さくできるようになり、

どんどん量産ができるようになったのである。 
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6）明確な目標が差を生んだ 

エピタキシャルを先に考え出したベル研ではそういう特性が出ていなかったのに、ソニ

ーでは何故出たのだろうか。川名は、「これはやっぱりエピタキシーの厚さと抵抗率のオプ

ティマイゼーションです。それはトランジスタの特性に対して、どれだけ詰めてやるかど

うかということです。ベルは、きっとやっていないと思う。こっちは、そこのところだけ

を一生懸命やっているということですね。」と述べている。 

そして、もう一つ、それは川名と星さん達と連携作業の勝利であった。「そうです、連

携です。もうこっちは限界的にチップサイズも小さくしたいし、抵抗値も下げたいし、ブ

レイクダウンしても壊れないようにしようとか、そんなことが目標でしたからね。そうい

う問題意識は、ベルにはないはずですよ。」とも言う。まず目的意識がまず違う。テレビを

つくるということがないから。ここ一点に絞って。ベルはきっと、それはやっていない。

「我々はそれが目的ですから。構造のオプティマイゼーションと、それに合うようなプロ

セスのオプティマイゼーションと。そういうものが要求特性に対して、プロセスとして一

貫して追求した」と。だから、できたものを見たら、初めて「ああ、こんなものができる

のか」と、ベルはきっとびっくりしたのだろうと川名は言う。まず目的が明確で、それゆ

えにまた、そのためにプロセスと設計の協力関係ができたことがその違いとなったのであ

ろう。 

これができて大量生産ができるようになった。マイクロテレビなるものが世に出た。例

えばニューヨークでも、5 番街のショールームに 2000 人も集る。大量に売れる、大量につ

くれる。初めてシリコンが、ある意味では本格的に大量生産、大量使用、大量消費、それ

でインパクトを与えられるような商品の基礎をつくった。そういう意味では、シリコンの

エピタキシアルトランジスタというのは、ソニーにとっても非常に大きな一つのステップ

となったのである。 

また、放電に対しての耐圧も、ゲルマニウムのトランジスタに比べ、雲泥の差で強くな

った。これで、5 インチのマイクロテレビは非常に安定した。このテレビは、「トランジス

タがテレビを変えた」とのキャッチフレーズと、マイクロテレビというペットネームがつ

いて、大変好調で、どんどん売れたが、トランジスタもどんどん生産できた。ソニーは、

丁度その直前に、日本企業として始めて、外国で株を販売したが、ニューヨークでのショ

ウルームの客寄せ戦略も当たり、資金も潤沢となり、生産展開もスムースに拡大を続ける

ことができた。それが、次のソニーのユニークなカラーテレビ、トリニトロンの開発と、
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ベータマックスへ開発への道に繋がって行った。 

このトランジスタの型名は、2SC140、種類は、二重拡散型エピタキシアル・メサ・ト

ランジスタ、昭和 35 年(1960)6 月開発開始、昭和 36 年 2 月量産開始、 初に搭載した製

品は、5 インチテレビ TV5-303, 昭和 36 年(1961)4 月発売だった。この形式では世界に先

駆けたトランジスタで、低コレクタ飽和抵抗、低消費電力、小チップサイズで目標を TV

の垂直偏向回路に絞り、コレクタの高電圧大電流が流れても破壊しないように、ロスを

小限にするエピタキシアル構造で、目標性能を追求した。 

それを昭和 35 年(1960)の秋の電気学会に、日本で初めてのエピタキシアル・トランジ

スタとして発表した。しかし、そのシリコン・エピタキシャル・メサも、次の世代のエピ

タキシアルプレーナに、次第に取ってかわって行った。そのプレーナがいよいよ、登場す

る。半導体は、またまだ、発展途上にあったのである。 

実は、オールトランジスタテレビを開発するのに、困難な課題は、川名の担当した水平

用や垂直用のパワーの他にもいくつかあった。一つはチューナ等の信号系を扱う高周波ト

ランジスタ、もう一つビデオの出力用だった。特にビデオの出力というのは、それほどの

パワーではないけれども、ある程度の電圧が必要で、低周波から 3.5 メガヘルツの高周波

まで、周波数特性も非常に幅が広く必要で、ダイナミックレンジの広いトランジスタが必

要だった。放電にも強くしなくてはいけないということで、これは非常に困難なトランジ

スタの一つだった。それを初めに試みたのも、シリコンのグローントランジスタだった。

これは信頼性的に問題があり、途中で敗退した。結局、シリコンのダブルディフュージョ

ンの本流に返そうということで、ダブルディフュージョンのメサトランジスタを使った。 

  

4.エピタキシャル・プレーナ型シリコン・トランジスタの実用化開発・・・第 3 のマイル

ストーン 

 1）もめたフェアーチャイルドの特許 

それまでのエピタキシャル・メサ型で、放電耐圧が改良されたとはいえ、それまでブラ

ウン管の管内放電によるトランジスタの破壊という故障の発生は、テレビの大型化や、や

がて始まるであろうカラーテレビのオールトランジスタ化を達成しようとするソニーのプ

ロジェクトの前に大きな壁となって立ちはだかっていた。 

ソニーの 5 インチのマイクロテレビの発売発表は、競合他社とわずか数時間差というき

わどいものであった。競争の激しい日本の家電業界にあって、まだ零細企業だったソニー
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は、このブラウン管による放電でトランジスタが故障するという問題が他社に気が着かれ

ない様、注意をしていた。この対策として開発されたそれ専用の特殊デバイスやその対策

回路も、修理用のマニュワルからさえ全て削除して印刷した位、徹底したものであった。

その頃になると、ソニーの新製品は、発売されると直ぐ数十台ほどが、競合他社から購入

され、修理用マニュワルも一般のお店に配られると直ぐに、他社に渡っていたからである。

競争他社に対し、この放電破壊対策法はもちろん、これをソニーが 大の問題としている

ことも、この放電破壊現象の存在することすらも他社が気がつくのが一刻でも遅くなるよ

う、会社の 高機密事項扱いで伏せていたのである。“創業者利潤”を如何に守るか、それ

が、時間と信頼性であり、零細企業が大企業と戦うための唯一のコアコンピタンスであっ

た。ソニーは、井深さんや岩間さんが特に信頼性のマネジメントにも関心があり、二人は、

アメリカの信頼性に関する年度毎の論文集には、目を通していた。ただ、井深さんは、そ

の中のプロジェクトマネジメント論に次第に関心を寄せていった。 

しかし、その頃になると井深さんは、もうマイクロテレビからクロマトロンのカラーテ

レビに関心を移していた。ちょうどその頃、ソニーは、世界初の電子式卓上計算機をソバ

ックスと称して発表していた。しかし、ほぼ同時進行していたシャーも、ソニーも、共に

その信頼性には、手を焼いていた。ソニーは、ハイブリッドの IC を使っていて、まだ他社

よりもましだったが、それは惨憺たる信頼性であった。晩年の井深さんとは違い、その頃

の井深さんは、コンピュータに全く関心を持っておらず、カラーテレビの開発に全勢力を

集中させて行った。そしてそれは、オーデオから始まったソニーのビジネスドメインをビ

ジュアルに拡大するためのキープロジェクトであった。そして、それまでキーデバイスと

して半導体と共に磁気記録という 2 つのキーデバイスに、ブラウン管というもう一つのキ

ーデバイスを追加して、3 頭立ての馬車とすることを狙っていた。さらにソニーの次世代

の経営者達のために、発祥のドメインであったオーデオ記録再生ドメインから、オーデオ

ビジュアルの総合記録再生ドメインへのビジョンとロードマップを描いていたのである。

カラーテレビプロジェクトへの資源の集中は、そうしたソニーの経営資産を集約した成果

を家庭用ビデオ記録機器のプロジェクトにつなぐ戦略に必須の条件であった。 

カラーテレビでは、もっと高圧が高くなり、また、放電現象も増加する。川名には、テ

レビに使うためには高耐圧でなくてはいけないという気持ちがずっとあった。プレーナと

いうのはもちろん画期的なプロセスなので、何とかこれを使ってパワー的なものができな

いかということを狙っていた。しかし、ソニーは、その特許の導入に遅れを取った。しか
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し、川名は、結局、エピタキシアル・プレーナ・トランジスタをと思い定めて始めること

ができたのだった。しかし、その開発には実際には、何年もかかることになった。 

シリコンのエピタキシャル・メサ型にとって替わるプレーナ型もアメリカ発で、今度は

フェアチャイルド（FAIRCHILD）社のハーニーの発明による特許であった。ノイスはその社

長であったが、後に独立してインテルと言う半導体の 大の会社を創業することになる。

そのノイスと NEC の長船（おさふね）さんが話し合い、他社に先んじてライセンス契約を

結んだ。しかし、初めは 5％のロイヤルティーで、いかにも高く 4.5％からスタートした。

そうしたら日本ではみんな怒って、「こんなものはだれが使うか」ということになって、ソ

ニーも、東芝も、日立もやらないと言い出して、それで大騒ぎになった。 

2）岩間さんのつぶやき 

しかし、川名達は、プレーナは本流だからやらなくちゃだめだと思っていた。そんな中

で、また岩間さんは、「これで究極のプロセスが現れたことになるかな」とつぶやいた。そ

して、岩田三郎さんの課を再編成して、その課だけでやれと指示を出してくれた。しかも、

それは量産するかどうか決めたわけではない。まあとにかく研究だけをやれと不思議な指

示だった。そのプレーナをやる仕事を川名がチームリーダとしてやる事になった。矢木肇

さんや、宮崎正義(みやざき まさよし)さんなどがメンバーであった。後で朝比奈秀郎(あ

さひな ひでろう)さんが加わった。川名はずっと偏向回路ばかりをやってきていたので、

プレーナでは、小信号と、ミディアムパワーと、この二つ両方をやりたいと思った。エピ

タキシアルプレーナでチップサイズを小さくして、やはり画期的に良いトランジスタをつ

くりたいと思っていた。小信号は、チップが小さいから簡単にできる。だけど、ミディア

ムパワーとなるとそうはいかないので、「これはおれがやる」と言って始めた。小信号プレ

ーナトランジスタは宮崎さんが担当し、また彼はフォトリソグラフィーの担当でもあった。

矢木さんは FET やセンサーの開発も行った。FET はソニーの有名なコンデンサーマイクの

誕生につながった。 

しかし、やってみると、トランジスタの試作はできるが、歩どまりが非常に悪い。もう

一つの問題は、メサトランジスタに比べたら断然耐圧が低かった。その取り組みは、37 年

(1962)に始めたけれども、試作品できたもののなかなか量産的にできなかった。あるとき

岩間さんから電話がかかってきて、「ちょっと来いよ」と言うから行ったらあの人の悪いく

せで、机の上に足を投げ出して、「おまえは、うちの半導体で何が一番大事だと思うか」み

たいなことを言ってね。何を言われているんだか。突然、何だろうと思って、でも「生産
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技術が大事なんじゃないですか」と。そのころは厚木でも生産は歩留まりがよくなくて、

四苦八苦していた。シリコンのプレーナもまだやっていないし、その辺のところをしっか

りやるという、生産技術が大事ではないかなという意味を含めてそう言った。そうしたら、

「あ、そうか。おれもそう思うよ」と言って「だったら、おまえ、厚木に行ってくれない

か」と。だまされた。それで厚木に行くことになりました。岩田三郎さんという課長は、

私が「岩間さんに呼ばれて、こう言われました」と言ったら機嫌が悪くて、「うちの部長は

だから困るんだ。おれを抜きにして直接部下に命令するから」と言われました。それは 38

年（1963 年）年ごろの話だった。何とか物にしようというつもりで、10 月頃そのデバイス

開発の仕事を持って、半導体の製造が集中し始めた厚木工場に異動になり、そのあたりか

ら少しずつ生産的な対応ができるようになった。 

 3）ガードリンク法とはみ出し法の開発 

 拡散で PN 接合をつくると、その構造が急角度で変化するその曲がったところに電界が集

中する。そうすると、ブレークダウン現象という絶縁破壊現象がそのエッジで起こってし

まい、耐圧が高くならない。メサ型にくらべプレーナ型では、半導体の表面は格段と安定

して信頼性が非常に良くなる。しかし、プレーナで高耐圧をやろうと思うと、なかなかで

きない。ブレイクダウンが必ずそのエッジの電界解の集中したところで起こる。そのため

に耐圧が上がらない。これをどう改善したらいいかということで、随分考えた。そこで、

ガードリンクをエミッターの外側に入れることを思いついた。そうすると、電圧が 2 分さ

れるわけで、これが三つあれば三つ、四つあれば、どんどんどんどん電圧が降りてくるか

ら、耐圧がプレーナでも上げられるだろうと。これは現在でも、プレーナ高耐圧デバイス

では、世界中で使われる様になった発明であった。 

川名は岩田三郎さんと共願で、特許を出した。そうしたら仲間で矢木肇（やぎ はじめ）

さん達が、「電極をつけるなら、それをちょっと延ばしてやればいいんじゃないか」と、酸

化膜の上の境界を超えて電極を延ばしてやれば良いということを考えた。そうすると、そ

こに受ける電界を改善することができ、耐圧を上げることになる。これは「はみ出し電極」

と言うことにした。こうして、2 つの方法が現在でも使われている。 

 4）塩化燐によるガス拡散法の開発 

もう一つの問題は、プレーナにするとメサより、非常に歩どまりが悪くなるという問題

があった。それはエミッタ拡散で燐の拡散をするとき酸化膜に微小な異物があると、そこ

を核にして、燐のデポジションが始まる。これが酸化膜を突き抜けて下のシリコンに局部
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的燐拡散を起こす。これが不良の原因になる。当時はいくらやってもなかなか解決できな

かったので、コントロールできる燐拡散をやらなくてはいけないのではないかと考えて、

燐の塩化物を気化して炉に導入するいわゆる「ガス拡散法」を開発した。そのときに酸素

を加える方法を発明し、特許となった。これをやりましたら、大変コントローラブルにな

った。それまでは五酸化燐を気化して使っていたが、それは非常に吸湿性が高く、いくら

気をつけてやってもたちまち水を吸収してしまって、蒸気圧が変化してうまくいかなかっ

た。酸素を加えるところが大事で、コントロールができるようになるだけではなく、若干

の洗浄作用がある。というのは塩素が入っているので、塩素が表面の洗浄作用があるとい

うことで、非常に改善された。しかし、依然として生産が難しくて苦しんだが、それはク

リーンルームも十分でないし、ウェハーの現在のような洗浄技術ができていなかったから

であった。しかし、それもだんだん良くなって歩留まりが上がるようになった。 

5）その後の発展・・・ソニー 

こうしたいくつかのブレークスルー、つまり耐圧を上げるためのガードリング法やはみ

出し電極法、現在でも広く使われている塩化燐による拡散法などのいくつかの技術的ブレ

ークスルーがあり、エピタキシーのため電流がかなりとれる上、そのトランジスタは耐圧

も高く、信頼性的にも非常に改善された。こうしてエピタキシャル・プレーナ型のシリコ

ントランジスタの実用化開発ができたのである。 

これを川名が、アメリカに行くときに持って行った時、やはり大変びっくりされて、「す

ごいトランジスタだな」と言ってくれた。 

このトランジスタの型名は、2SC291、種類は、二重拡散型エピタキシアル・プレーナ

型 トランジスタ、昭和 37 年(1962)5 月試作開始、昭和 40 年(1965)頃量産開始、 初に

搭載した TV：不明、但し TV120（昭和 39 年 10 月発売）の後半には使われた。その後も

次第にテレビに多く使われるようになった。さらに、これを改善して 75 シリーズという

のができた。これはパターンもちょっと違ったが、エピタキシーの抵抗をさらに下げた。

したがって電流能力が増大、電流がたくさんとれるようになり、その後も次々とモデルチ

ェンジが成され、さらにもっと電流がとれるようなモデルに進化して行き、ソニーは、こ

れをコアにして高級オーデオをも立ち上げていった。 

そして、その後ソニーがバイポーラの IC で業界のリーダーとなり、トリニトロンや、

世界初の家庭用のビデオカセットレコーダ、ベータマックスを生みだす基礎となっていっ

たのである。また、オーデオのビジネスを、“ホーム・オーデオ”の高級音響と並んで、ラ
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ジオやウオークマンなどの“モバイル・オーデオ”と、そしてそれらをビジネス的には凌

駕する“パーソナル・オーデオ”を 3 つの柱としてを立ち上げていった。パーソナル・オ

ーデオは、出井伸之(いでい のぶゆき)さんや諏訪寿志(すわ ひさし)さんなどによる、半

導体に加え、その応用でもある CD という新たなキーコンポーネントの組み合わせ製品の

開発の成果でもあった。 

こうして、プレーナの実用化開発で発明された拡散技術はあらゆるところに使われ、

近では CCD の立ち上げにまでも使われたのである。ただ、残念ながら、その間、ソバッ

クスというアプリケーションを失ったワンチップ MOS－LSI は、後一息のところで、プ

ロジェクトの中止の涙を呑み、その後、他社の後塵を拝する道を歩むことになった。ただ、

CCD のプロジェクトに掛けた思いのみが、その細い糸をつないだ。 

しかし、 近はだんだんイオンインプランテーションのハイドーズインプラとなり、エ

ミッタとかソースドレインまで、みんなインプラでやるようになってきた。しかも 近で

は燐ではなくて砒素を使うようなことが多くなってきたので、この拡散技術そのものを

MOS トランジスタの主プロセスに使うということはなくなったが、現在でもパワーデバ

イスではこれを使っている。この技術は、結晶中の不純物を吸い寄せるゲッタリング工程

にも使った。非常に効果があり、そのために大問題だった CCD の初期の歩どまりが画期

的に上がるようになり、実用化するのにも貢献した。 

やがて、このトランジスタは、外販も行われるようになり、ライセンスの導入では遅れ

をとったが、他社よりも優れたエピタキシの技術とアプリプロジェクトに恵まれ、大変良

い評判をかち得て、発展を遂げることができた。 

 

5.無限に発展してゆく半導体と今後への期待 

1）その後の発展・・・半導体 

エピタキシャル・プレーナの技術が IC, LSI への引き金になった。プレーナ法を用い

た IC 特許は Fairchild の Noyce のもので、プレーナを発明した Fairchild だから出来た発

明であった。IC の発明は TI の J.Kilby（ノーベル賞受賞）が行ったとされているが、現在

の IC,LSI は Noyce の発明に基づくものである。またエピタキシアル技術は、当時ソニーが

リードしたバイポーラ IC を構成するための基本技術だった。また、それなしには有効な

IC（bipolar IC)は出来なかったといっても良い。その後MOS ICの時代が始まりまったが、

現在の MOS LSI はほとんどエピタキシアル構造を使っていない。それはバイポーラと動作
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原理が異なるからである。しかし、エピタキシアルは現在でも極めて重要で、bipolar IC

だけでなく 先端の Si/Ge の IC や strained Si を用いた MOS LSI などはエピタキシアル技

術を使っている。また化合物半導体はすべてエピタキシアル技術の上に構成されているか

らである。 

フェアチャイルドがプレーナを考えついたニーズというのは、信頼性の問題であった。

当時、トランジスタはそのころメタル間で、ハーメティックシールを電気溶接でバシッと

やっていた。その溶接で火花が出ると、メタルそのものが熔融して酸化して、半分酸化し

て細かい粉になって飛び出す。それがメサのところにくっつくと、ショートしてしまう。

フェアチャイルドは、この問題の解決のために、いっそのこと全部、酸化膜で覆ってしま

えば、パーティクルが飛んできたって大丈夫ではないかと、ハーニーという男が考えた。

でも基本的に選択拡散の技術というものがあって、酸化膜をそこに残せばいいだけの話で

すから、もともとはベル研究所がオリジナルです。だけどそれをベル研究所は、そこのと

ころに気がつかずに特許にしなかった。これができて半導体缶やガラスで封じが要らなく

なって、樹脂で固めることで済むようになった。 

逆に、ソニーでは、そのガラスの封じ等を担当していたエンジニア達が「ガラ研」とい

うソニーの内でマイクロテレビの開発部隊の母体となるゼミをつくって、半導体からマイ

クロテレビへ、またトリニトロンカラーテレビまで生み出していった母体になったという

背景もある。 

2）発展を続けた半導体 

こうした 3 つのマイルストーンを踏んで、シリコンのトランジスタは、その実用化開発

を実現させて行ったのである。 

半導体は、いろいろなステップを踏みながらだんだん応用範囲を拡大して、大電流、高

周波数、大量生産できるものができて行った。この技術は”スジがいい“と、井深さんは

言っていた。それはトランジスタを発明してノーベル賞をもらったバーディーンも、半導

体がそんなふうにまで発展するとはとても思っていなかったであろう。バーディーンが井

深さんのところに来た時、井深さんが「感謝する」と言ったら、逆にバーディーンから「そ

れはこちらの言うことです」と言われたという。あの頃、トランジスタラジオを始めたい

と言って、基本特許だけのライセンスを取ったとき、それは無理と言って笑われたのを、

井深さんがやって、トランジスタを本物にしたということをバーディーンは特に評価され

たように思う、と川名は言う。ベルではその後も、エピタキシーも親会社のウエスタン・
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エレクトリックという会社で開発と生産をずっとやっていた。 

そもそもベル研でショックレーらがトランジスタを始めたのは、所長のケリーは、大き

な方向性を出して、「これからは増幅はトランジスタだ。真空管ではだめだ」と言って始め

させたというのであったが、そのときはケリーにしろショックレーにしろ、明確な目標は

あったが、それは電話の交換機だったり、当時ソ連との冷戦の 中、ミサイル、人工衛星

そのためのコンピューターもあったし、ショックに強い半導体は、シリコンも含め一生懸

命だった。いろいろ用途はあったけれども、ただ、民生用としては、ホビー用と、補聴器

以外はほとんどやっていなかった。 

シリコンの生産と輸入のデータの年表がある。川名の作った水平の 8 インチのテレビが

始まるころに、ようやくシリコンの生産が始まる。そして 5 インチのテレビができた 1962

年に、いきなり 10 倍になり、年間 100 万個ぐらいに日本の生産がふえて、次の 63 年に 9

インチのテレビの頃は 4 倍の 400 万個になって、次の 64 年に 12 インチが出てこれで 800

万個になっている。そしてその次に、またけたが違ってきて、いきなりオーディオとかマ

イク、19 インチのモノクロがテレビが出る頃になると 2500 万個、そして翌年の 66 年には

1000 万台に近づいている。ラジオが多いからゲルマはまだまだ多いが、シリコントランジ

スタも急速に増えて、まさにトランジスタの世の中になってきている。 

 ラジオから白黒テレビ、そしてカラーテレビ、オーディオ製品、さらにその先アプリケ

ーションとそれを支える基礎技術の、ゲルマとかシリコンとか、ある意味では非常に絵に

かいたような相互発展的で創発的とも言える成功のプロセスだった。 

3）開発のモチベーションと保護者 

川名が一貫して、シリコンの技術開発に取り組んだモチベーションは、ソニーが全社を

挙げてテレビをやるので、何かそれに役に立つことをやりたいなと思ったことにある。テ

レビをやるとすれば、ゲルマニウムではとても駄目で、もうシリコンでやるしかないだろ

うと思っていた。岩間さんは、技術の専門領域とその専門となる人間を見ておられた。岩

間さんが、厚木から外れて、本社の専務になるという時、お別れ会があった。工場長や塚

本さん以下何人も居なかったが、そのとき川名に、「おれ、首になったんだよ」と言われた。

まあ残念だったんだろうと思うし、あとは頼むよという意味もあったと思った。 

川名はその一連の開発活動の中で 1 つやると、次に新しい世界が 1 つずつ開けて行って、

新しい目標が出てくる。すると次から次へとアメリカから新しいアイデアが出てくる。そ

の技術の選択が全部そのときの目標に合っていて、目標が現実になっていくというステッ
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プを踏んで行くことができた。アメリカからのそうゆうアイデアがなければそういうこと

もできなかったし、そういう目標がなければそういうステップを踏めなかった。 

岩間さんは、技術とそのための人を見ていてくれた方であった。 

岩間さんは、また、フィギャーオブメリット(figure of merit)と言う言葉を使って、

開発の方針と評価を明確にしていた。この言葉はもともと半導体で使われ、ベル研究所で

は特に高周波トランジスタの特性を議論する時に使っていた。岩間さんは、多様な要求特

性に対する成果満足度を、個々の良さではなく総合して優れているのかどうかを示せ、プ

ライオリティを確り把握せよ、という意味で使われていた。半導体という内部構造が目に

見えず、その働きのメカニズムも見ることができないものを、複数のパラメータを使って

モデル化し、その開発成果を評価し、優先順位を明確にして行ったのであろう。 

バイポーラ IC で圧倒的に強かったソニーが MOSIC で後れを取った理由は、そのアプリ

ケーションをソニー止めたからであった。またバイポーラ IC が強くてこれで半導体のビジ

ネスは万全だと思っていた人もいた。しかし、プレーナと同じく MOS に対する強い牢固た

る拒否反応もあったのである。しかし、岩間さんはプレーナや IC をやらなければならない

と言う強い危機感を持っていた。川名がエピタキシアルプレーナトランジスタの開発が出

来たのは全く岩間さんの配慮によるものだった。また、MOS が本格的にやるようになった

のは岩間さんがアメリカから帰国されてからで、CCD プロジェクトは遅れてしまった MOS

を盛り返したいという岩間さんの悲願が込められていたと川名は思っている。 

4）後輩に送る言葉と技術マネジメントのフィロソフィー 

川名は仕事について、次のように語っている。「やはり私はもともと冶金屋でもありま

したし、金属だけではなくて、ほかの材料を含めて、ベーシックデバイスといいますか、

トランジスタもそうですし、あるいは 近では光デバイスもあるし、そういうものをしっ

かりやるというのは、エンジニアの本当の仕事ではないかと、私はそう思っているんです。

日本はアイデアを出すだけだというふうな風潮がこのごろひどくなってきて、それは日本

にとって良いことではなかったのではないかと思います。」また、「ぜひ一つここで頑張っ

て、“ものづくりの日本”というものをもう一度つくり直してもらいたい」、と。 

 「ベーシックな技術で、ベーシックなデバイスというものをつくる。ベーシックなデバ

イスを基礎にして応用製品を目指すということ」。「そのニーズに合うように 適化して、

カスタマイズして、その形のプロセスをつくる、プロセスもデザインする、デバイスもデ

ザインする。その応用商品の要求機能を満たす。それ全体がものづくり」。「今は LSI がシ
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ステムになってきていますから、昔の概念と変わってきている面も大いにあると思います。

あるとは思いますが、でも一方において、ますますシステムは半導体の中に凝集されてく

るわけです。しかも、そのシステムというのは一体何かというと、結局は差別化を図ろう

と思うと、やはり商品技術そのものをもっと他よりも良いものを造っていかなくてはいけ

ない。それは一体何かというと、それを LSI の中に入れなくてはいけないのです。LSI を

造るということは、新しい商品を造ることと同一です。そうなれば、当然ながらそういう

ものを新しいプロセス技術も含めて、設計とアプリケーションと一体になって、早く物を

造っていくというのが日本の立場だろうと。だから、大変苦しいですけれども、それを第

一線のエンジニアに期待したいなと思います」。  

「2SC41 シリーズの開発に当たっては、会社が今までで世の中に存在しなかった製品を

世に出そうという挑戦をしている。それに応えるのはエンジニアとしての責務ではないか。

そして、シリコンのトランジスタを生産化するために TV 用として満足な性能と生産性を達

成するのは私の責任である。という気持ちだったと思います」。 

「省みて、会社の方針、戦略が１エンジニアの強いモチベーションを引き起こしていた

ことが思い出されます。2SC140 シリーズもしかりです。2SC291 シリーズでは新しい技術の

大きな潮流の中にあって、エンジニアとしてこの潮流の中でその先端技術で優れたトラン

ジスタを造って会社に貢献したい。それが喜びであったと思っています」。 

「井深さん、岩間さんの慧眼とそういうテーマを与えてくれたことを 1 エンジニアとし

て改めて感謝しています」。「今の若いエンジニアに期待したいこともあるが、やはりも

っと大事なことはマネジメントです。目標をしっかり与えてやれば。しかも、いいかげん

ではなくしっかりとした考え方に基づいて、ある程度難しくてもいいから、ちゃんとした

目標を与えてやれるか、そういうエンジニアリング・マネジメントといいますか、それを

しっかりしてもらいたいなと思います。若い者も目標がはっきりしているから、頑張るん

じゃないかと思うんですよ」。 

「私は全く幸運だったと思います。私は本当にたまたまそういう時期に遭遇したという

ことだと思います。しかも、それを私に担当させてもらえた、ソニーが私に仕事をやらせ

てくれたというのは、ソニーに対しても感謝していますし、そういうチャンスに遭遇した

ことが非常に幸せだったと思います」。これが、シリコンのトランジスタを本物にし、その

後の ICT の発展に貢献した一人の技術者としての川名喜之の言葉である。 

（文責 唐澤英安） 
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取材を終えて：左より 永田委員、唐澤委員、川名氏、黒木委員長 
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塩ビモノマー重合技術の開発 

田
た

 島
じま

 重
しげ

 信
のぶ

 

インタビュアー：黒木正章、小林英明（記） 

日 時 :平成 16 年 10 月 26 日 13：00～ 於：信越化学本社（東京都） 

 

プロフィール 
1936 年 7月 21 日  福井県丹生郡清水町に生まれる 

1960 年 3月    金沢大学理学部化学科卒業 

1960 年 4月    信越化学工業株式会社入社 

1960 年 6月    直江津工場塩ビ課 

1961 年 11 月    化学工学研究所 

1963 年 11 月    直江津工場第二製造部技術課 

1974 年 4月    南陽工場技術課長 

1975 年 9月    技術部 

1976 年 6月    ｼﾝﾃｯｸ ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ工場技術部長 

1980 年 6月    海外事業部 

1982 年 9月    鹿島工場環境保安部長 

1989 年 9月    磁性材料研究所所長 

1993 年 11 月    技術部 

1996 年 6月    取締役待遇 

2000 年 6月    技術顧問  現在に至る 

 

受賞歴 
1975 年          全国発明表彰（経団連会長発明賞） 

  

主な業績 

3 大プラスチックスの１つである塩化ビニルは、世界で約 2,700 万トン（2002 年）生

産されているが、信越化学工業（株）グループが世界最大の生産会社である。 
信越化学は国内において 1957 年に他社から技術を導入して最後発組として塩化ビニ

ルの生産に参入した。その後、1970 年に鹿島工場（茨城県）において当時としては超

大型の年産 20 万トンプラントを建設・稼働した。また、1978 年には自己技術による米

国シンテック社との合弁生産会社の設立などを行い、現在では日米欧 3 極に生産拠点を

構築している。 
田島氏は、同社鹿島工場で 1970 年に稼働した超大型塩化ビニル重合プラントの技術

開発を指揮されて、当時としては業界共通ともいえる難題－重合熱の除去法の効率化、

スケール付着防止法、重合釜のスケールアップ手法－を独創的な手法で解決されるとと

もに各種プロセス機器、制御システムの設計基準を確立された。その後、より大型の重

合釜が他社で稼働しているが、田島氏の開発した技術という魁があってこそ生み出され

た技術であることは否めないと思われる。 
田島氏の創出された技術は、信越化学の塩化ビニル事業が「世界の信越化学の塩化ビ

ニル」となった発展の一翼を担い、現在も技術の礎として光輝を放っていると言っても

過言ではなかろう。 
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１．プロローグ 

 塩化ビニル樹脂（塩化ビニルと略称。モノマーとポリマーを区分する場合にはモノマー

を塩ビモノマー、ポリマーを塩ビポリマーと記載）は、国内においてその優れた物性、加

工性、経済性から 1955 年頃から急速に使用される量が増えてきた樹脂である。その用途は、

パイプ、フィルム・シート、電線・ケーブル、床材、窓枠・外壁材（北米に多い）など多

岐にわたる。塩化ビニルは塩素を含んでいることから、ダイオキシン問題の元凶であると

の誤解を招き、一時環境問題として取り沙汰されたが現在では正しい理解も浸透してこの

問題も鎮静化している。むしろ限りある石油資源の持続的な活用という観点から、塩化ビ

ニルはその分子量の約 60％が食塩からの塩素が占めているので、他の樹脂に比べて重量当

たりの石油使用量が少なく、環境への貢献度が高い省石油型の樹脂という非常に大きな利

点もある。 

世界における塩ビポリマーの生産量は、2002 年で約 2,700 万トンとポリエチレン、ポリ

プロピレンとともに 3大プラスチックスといわれる生産量の多い樹脂である。国内では世

界生産量の約 8％にあたる約 220 万トン生産されている。 

日本における塩ビポリマーの生産は、第 2次世界大戦以前から小規模な生産が乳化重合

法で行われていたが、1950 年以前は年産 1,000 トンにも達しない小規模生産であった。そ

の後 1951 年に鐘淵化学（現カネカ）と新日本窒素肥料（現チッソ）が自社技術で懸濁重合

法による生産を開始した。また、1952 年にモンサント化成工業（現ヴイテック）がモンサ

ント社（米国）から、日本ゼオンがグットリッチ社（米国）から懸濁重合法を技術導入し

生産を開始したが、両社製品の品質が優れていることに注目した他社は、1950 年代に自己

技術ないしは導入技術で相次いで懸濁重合法への転換ないしは新規参入し、10 数社による

生産体制となった。その生産量も1960年には約26万トン、1969年には100万トンを超え、

その後も塩ビモノマーの発がん性の問題やオイルショックなどの影響による一時的な生産

減があったものの生産量は順調に伸び、1997 年には 250 万トンを超えた。 

しかし、その後は国内生産の空洞化、環境問題などで生産量は若干減少傾向にある。 

このような生産量の増大を技術開発の側面から見ると、1970 年に信越化学がそれまでの

技術を革新して塩ビポリマー年産 20 万トンという大型のプラントを建設したことが大量

生産の嚆矢となり、さらに他社の技術開発のきっかけ、追随となったことがあげられる。 

一方、世界の生産量は増大の一途をたどっており、特に北米とアジアでの生産の増大が

続いている。 
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現在、信越化学は日米欧に生産拠点を有する世界最大の塩化ビニル生産会社である。 

信越化学の塩ビポリマーの大型設備を用いた生産技術の開発は、1965 年から開始した田

島重信氏を中心とした技術開発陣の頭脳と汗の結晶で、1970 年に鹿島工場において実プラ

ントとして結実した。 

田島氏は 1978 年まで技術開発を指揮され、その後米国塩化ビニル生産子会社のシンテ

ック社などにおいて技術を指導されるなど、粉体を取り扱う技術開発を多年にわたり指導

された。1996 年役員待遇、2000 年技術顧問に就任されている。 

以下、信越化学の塩ビモノマー重合技術の開発経緯について、田島氏の声を通して追っ

ていく。 

 

２．生い立ち－化学との出会い 

 田島氏は、1936 年 7 月に福井県清水町で誕生された。清水町は戦国時代には朝倉氏、江

戸時代には 8代将軍吉宗の最初の領地でもあったところで、現在は稲作を中心とした農業

地帯であり、福井市のベッドタウンとなっている町である。子供の頃は、野山を駆け回り

遊び、そして川の中の生き物や野に咲く草花を観察するのが大好きであったと回想されて

いる。1955 年地元の高校を卒業後、金沢大学理学部化学科に入学された。化学科を志望さ

れた理由を、「技術のことをしたいと思っていたが、算数が弱かったので」と話されている

が、後の技術開発成果は数学が弱くてはとても出来ない発想と実行力であることを考える

と素直には信じ難いことである。父親は建築業に携わっていたので、「建築科に行け、行け」

と言われたが断って、化学科に進学された。大学ではたんぱく合成を専門とされる教授の

下で、アミノ酸の合成や重合の研究をされた。 

就職に当たっては、地元に就職したいということと石油化学に携わりたいとのことから

地元（武生市）に工場があった信越化学に 1960 年 4 月に入社された。信越化学とは以前か

ら縁が深く、小学校の時に信越化学の前身の大同化学で液体空気を見学されてもらって、

「おもしろいものだなあ」との印象を持たれたり、さらには大学時代には学生実習を信越

化学直江津工場でされたりしている。 

  

３．信越化学に入社して 

（1）塩化ビニルとの出会い 

信越化学に入社されて、直江津工場の塩化ビニルの製造現場に配属されたが、半年後に
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は技術課に転属になり、塩ビモノマーの重合技術の改良に携わることとなった。田島氏の

塩ビモノマー重合研究はこの出会いから約 18 年に及ぶこととなる。 

田島氏が入社された当時、信越化学直江津工場では 1957 年に新日本窒素肥料から技術

導入したアセチレンからの塩ビモノマーを懸濁重合法によって重合する塩ビポリマーの生

産を開始していたが、上記したように日本では海外からの技術導入ないしは自社技術での

塩化ビニル生産への参入が相次いでおり、その中にあって信越化学は最後発組であった。

また、太平洋ベルト地帯における石油コンビナートが次々建設されて、塩ビモノマーの原

料もアセチレンからエチレンに置き換わった時代である。信越化学はグッドリッチ社から

その技術を導入している。 

 

（2）化学工学を学ぶ 

田島氏は、技術課で塩ビポリマーのグレード開発に従事された後、1961 年 11 月東京・

大森に新設された「化学工学研究所」で化学工学を学ぶこととなる。化学工学研究所は、

自社で化学屋をいろいろな製品のプロセスを工学的に理解し、設計できる化学工学屋に育

成するもので、自社の先輩エンジニアが先生となって、実践教育を行うものであった。 

田島氏はここで 2年間、各種設備についての工学的な手法を学ばれた。プロセス改良は従

来から化学の発想で薬の調合をするようなやり方が多かったが、「もっと系統がわかるよ

うなやり方があるのではないか」と思われていた、そのようなものの考え方をここで身に

つけられた。 

田島氏は、その後信越化学が塩化ビニル技術を輸出した合弁会社のシスレ社（ポルトガ

ル）に 2ヶ月程技術指導に行き、現場での体験から、工学的な発想で「おかしいと思った

ことを追求しなくてはいけない」ということと、「五感で感じ取る」ことが重要であること

を実感されたと述懐されている。これは先の化学工学研究所で学ばれたことの実践であり、

観察好きの性格が発露されたものと思われる。 

 

（3）失敗からの貴重な知見・体験 

（連続重合の研究） 

田島氏は、1963 年 11 月直江津工場技術課に戻り、塩ビモノマーの連続重合研究のチー

ムリーダーとなる。連続重合をチューブラー型、撹拌槽型の 2種類の反応器で行ったが、

フィッシュアイといわれる粒がいっぱいできて、フィルムにするとその粒があるところか
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ら裂けてしまうようなポリマーしかできず、連続重合は高活性の触媒があれば可能かもし

れないが、そういう触媒のない当時では諦めざるをえなかった。 

この研究から、連続重合でフィッシュアイができ易いのは連続重合の場合、先に仕込まれ

たモノマーが重合してポリマーとなり、そのポリマーがあるところへさらにモノマーが供

給されて重合するので、スケールの付いている回分式反応釜で重合するとフィッシュアイ

ができ易いという現象と類似ではないかということを実証したのだと考えるようになった。 

また、先輩が「きれいなポリマーを作るためには、とにかく反応釜をスケールのないきれ

いなものにしなさい」と言われていたことの反証でもあった。 

さらに、この失敗からスケール防止をまずやって、回分法で大きい釜を作ろう。高性能な

釜を作って量産効果を上げようと考えるきっかけを掴んだと言われている。 

 

（乾燥機の経験） 

乾燥機の熱原単位を下げるために、熱効率がよいとされるロータリードライヤーの検討

を行い、実機規模の装置でテストした。しかし、伝熱パイプのわずかな不均一な熱膨張と

乾燥水分中に含まれる極微量の塩素イオンによる応力腐食割れが起こり、その手直しに大

変苦労されたそうである。 

「機械というものについてもっと勉強しないといけない」という経験をされたと言われ

ている。同様な工学的な知見の重要さを水平流動乾燥機の多孔板の設計においても経験さ

れた。 

 

４．塩ビモノマーの大型重合プロセスの開発 

（開発の背景） 

信越化学は、需要の要請に応えるべく新立地の鹿島コンビナートに塩ビポリマー年産 20

万トンのプラントを建設する計画を打ち出した。それに伴って、1965 年頃大型重合プロセ

スの技術開発に着手した。当時の塩ビポリマープラントの規模は、数分の 1以下のプラン

トが多く、この信越化学の計画は画期的なものであった。また、技術的にこの規模に見合

ったプラント技術を有するところは国内外ともになく、実現は技術の自己開発に委ねられ

ていた。 

このような状況であったので、ブレークスルーすべき技術課題は大型重合釜を始め、乾

燥機、原料タンク、製品サイロ、製品輸送設備などのすべてのプラント設備にあった。 
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その中でも、次のような従来からの根本的な技術課題の解決が先決事項であった。 

・除熱方法の改良 

・スケール（付着物）防止方法の開発 

・重合釜のスケールアップ技術の開発 

これらの課題解決に田島氏をリーダーとするチームが果敢に挑むこととなった。 

 

（除熱方法の改良） 

重合熱の除去は従来からジャケット冷却のみで行うことが常識であった。それは、外部

熱交換器が使用される例はあったが、重合釜の内部に冷却コイルなどを設置するとスケー

ルが付いてその掃除により手間取る弊害があって見送られていたし、懸濁重合ではコンデ

ンサーによる除熱をしてはいけないと信じられていた（酢酸ビニルの重合では溶液重合で

あったが、コンデンサーによる除熱が行われていた）。 

この定説を打ち破って、コンデンサー除熱を提案したのは、田島氏の重合現場での貴重

な体験から発想されたものである。 

その発想内容を田島氏の言葉で綴ると、「これは現場で試作をしている時に、夜の寒い時で

も重合釜の横で寝なければならないんです。見ていないと、その頃の計器はすぐ壊れます

ので（笑）。寒いものですから釜の傍で寝ていますと、てっぺんの釜ところ（重合釜の蓋の

付近）がホカホカと暖かい。考えてみると『暖かいというのは何だこれは』というふうに

思いまして、これは熱が大気に放熱しているからだと。それなら、中は高圧ガスの沸騰状

態ですから、当然そこでは大量の蒸発と凝縮でコンデンサーのように雨が降っているだろ

う。それならば、コンデンサーと一緒ではないかということを、この現場で寝ていた時に

思っていたわけです。『だから、コンデンサーでいい』と提案しました。」 

この提案は、多くの方が反対したが、上司が「それをやれ」との決断で、パイロットで

試験したら好結果が得られ、それまでのコンデンサーは使えないという常識が覆ることと

なった。 

 

（スケール防止方法の開発） 

当時、塩ビモノマーの重合釜は、品質を維持するために壁や撹拌翼に付いたスケール（付

着物）を重合の後は毎回除去しなくてはいけなかった。この作業は重合釜の中に作業員が

入り、非常に高温多湿で高い足場の上での危険作業で、労働衛生面から避けたい作業であ
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った。また、スケールが付かないようにする技術があれば、除去時間分の効率化ができ生

産性の向上になるし、スケールによる除熱効率の低下を防げるのでスケールの付いていな

い時と同じ除熱速度が確保できる。このようにスケールが付着する状況で重合釜を大型化

すると、その除去作業は困難を窮めるばかりか、スケールによる品質上の欠陥が発生した

場合にその損失は小型の釜に比べて比例的に増大するので、スケール防止方法の開発が大

型化する場合の重要課題の１つであった。 

田島氏らは、数多くの議論の中から、釜に付くスケールについて付く場所とその原因の

関係を細かく調べようということで、1立方米の釜でテストを行うことになった。 

釜の壁に区分けのマーキングをして、重合反応を行った後に内部のスケールの付き具合を

調べていて、マーキングをしたところがチカチカ、ピカピカと光っていてスケールがつい

ていないことを発見した。「それはいい。これやろうよ」ということになった。 

後で調べたら、マーキングに使ったものに含まれるニグロシン（アジン系化合物）とい

う黒色の染料が付着防止に大きな効果があることがわかった。 

その後、各種の薬剤を調べていったら各種のスケール防止効果があるものが見つかって

きたが、ニグロシンは一度塗ると 10 回はスケール落としをせずに重合してもよいほどで、

これ程の寿命の長い薬剤は他にはなかった。しかし、白い製品（塩ビポリマーの粉末）の

中に、塗った黒い薬剤が混入したら大変なことになるということで、この薬剤の使用につ

いて社内では大問題となった。議論は尽きなかったが、黒い薬剤を使っても使い方を間違

わなければ、品質上のトラブルを防げる方法を見出して使用することとなった。 

このような重合釜の壁面に特定の物質を塗って、スケール防止をするという発明は、世

界初めての斬新な発想のものであった。 

 

（重合釜のスケールアップ技術の開発） 

1960 年代の塩ビモノマーの重合釜の大きさは 30～50 立方米であった。除熱とスケール

防止の課題に目途がついたので、重合釜をもっと大きなものにして生産効率の増大を図り

たいが重合釜を大型化する設計基準（スケールアップ則）を開発する必要があった。 

それまで化学的な処方箋の研究は数多くあったが、スケールアップのルールとして数値

化されたものを作る課題に田島氏らは挑んだ。 

そのルールを作るのに、田島氏らはスケールダウン実験を行うという手法を取った。す

なわち、現場の 20 立方米の重合釜と実験室にあるような 1リッターのオートクレーヴ（高
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圧反応器）とで全く同じ品質のものができるように、1 リッターでの撹拌翼などの形状や

撹拌数などを数値化して設計基準を開発する試みである。これは、まさしく先に化学工学

研究所で学んだ化学工学的手法の適用であった。 

この検討に着手する段階では、1 リッター位の重合釜でできる塩ビポリマーの品質は、

20 立方米の現場の重合釜でできるものに比べて、格段に劣るものしかできないというのが

当たり前であったという。 

これらのことから考えると、上記の試みは革新的であったといえよう。 

その頃発売された耐圧ガラス製の内部が観察できる 1リッターのオートクレーヴが入手

でき、このオートクレーヴを使った撹拌回転数についての試験では、それまで 100 回転／

分位で撹拌していて、ポリマーの塊ができてしまうのが常であったが、ウェーバー数とい

う無次元数（界面張力と撹拌の力を含み、液滴の挙動や安定性を表す無次元数）を基準に

するというスケールアップ則で行うと、20 立方米の釜で作ったものと変わらないきれいな

ポリマーができるようになった。その時の回転数は 1000 回転／分と予想外の高回転数であ

った。さらに、このオートクレーヴで内部の様子を観察してみると、例えば撹拌混合の様

子や伝熱係数の変化と内部の様子との相関などが克明に解明できた。このことが「非常な

助けになった」と田島氏は述べられている。 

 

（大型重合プロセスに対応する技術の確立） 

これまでに述べた課題解決手法や重合停止技術の開発、新規な洗浄設備の導入、付帯設

備の設計基準の検討、自動化・制御システムの開発などが相俟って、重合釜を中心とした

各種設備のスケールアップに必要なルールや各種の設計データが取り揃えられ、それまで

重合釜の大きさは 30～50 立方米までであったものを数倍以上の大きい重合釜を中心とし

た効率良く、品質の良い塩ビポリマーを作るプロセス技術を確立した。 

1970 年（昭和 45 年）に鹿島コンビナート地区で、年産 20 万トンという当時としては超

大型の塩ビポリマー設備で、世界で初めて 130 立方米という大型の重合釜が稼働した。 

 

５．成功に導いたもの 

1）支援者がいた。信頼された 

化学工学を理解し、先見性のある上司、いろいろな試験を支えてくれたチームメンバー

の存在があってこその技術確立であったと述懐されている。特に、いろいろ失敗をしても、
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信頼してそれを乗り越えるだけのチャンスを与えてくれた上司に恵まれていたことが大き

かった。 

2）技術だけの力ではない 

信越化学は現在世界最大の塩化ビニルメーカーとなっているが、田島氏らの大型重合プ

ロセスの開発が先ずその第一歩であるとすると、それと同等にビジネスチャンスを捉えて

いい技術を生かす場所を作り得たことも重要な要素であって、技術の力だけでは成し得な

かった。 

3）何故かと考える、直に見る 

「おかしい」と思ったことを追求する、起きている現象を直に見る、起こっている現場

で見ながら考えるということが重要です。（3現主義（現場で、現物で、現実に）の実践） 

4）期待に応える、 仕事をおもしろいと思う 

仕事は辛いことが多いものだから、何とかしておもしろいと感ずるようにして、任され

ている信頼、期待に応える気概がなくてはいけない。 

 

６．若者、ものづくりへのメセージ 

1）若者は自分の仕事を誇りに思ってじっくり取り組む姿勢が大切である。また、若者を教

育するのに、もっと興味が得られるような教育の仕方が重要ではないか。勉強することが

楽しいと思える教育でなければならない。科学技術にもっと興味を持たせて欲しい。 

2）子供たちがもっと自然に直に触れる環境を作って、自然現象を直に観察して感じて、そ

こから何かを感じ取ることも重要ではないか。 

3）若者がしなくていけないテーマがたくさんある。コンピュータ、生命、宇宙とか我々が

やったのとは違う分野のことに興味を持たねばならないし、興味を持つように導くことも

大事です。 

 

７．エピローグ 

第 2 次大戦後（1945 年以降）、科学技術の進歩によって人類はそれまで手に入れられな

かったものを次々と生み出してきた。その成果の一端は、石油の生産増大と石油化学技術

の進歩に負うところが非常に大きい。日常生活の中で使われる商品を見た時、石油化学か

ら生み出されるプラスチックスが材料として際だって多いことに気付かれるはずである。 

また、プラスチックス製の袋は、我々の生活に便利さを大いに提供しているが、通称とし
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て「ビニール袋」と言われる（現在ポリエチレン製が多くなり「ポリ袋」とも言われるが）。

これは、戦後セルロイドに置き換って最初は驚きとともに使用されるようになり、国内で

遍く普及したのが、このテーマの主題である「塩化ビニル」だからである。 

田島氏の技術開発の苦労談をお聞きして、多様な発想と実行力による大いなる成果がな

ければ、到底大規模生産にはならなかったであろうし、当然低価格での消費とはならずに、

良い物性の特殊プラスチックとなっていたことと推察される。現在の塩化ビニルの生産法

は、当時（1970 年頃）に比べて一段と合理化、高度化されているが、田島氏らの当時の技

術開発がその魁となって発展してきたことは万人が認めるところであろう。 

田島氏の困難に立ち向かう不屈の闘志と謙虚にして誇らない語り口は、古武士の趣を感

じさせるところがあったと筆者は思うが、いかがであろうか。 

（文責・小林 英明） 

【参考文献】 

1. 塩ビ工業・環境協会「ホームページ：PVC Fact Book 第 6 章塩ビ工業の歴史とデータ」 

2. 新エネルギー・産業技術総合開発機構（委託先：(社)研究産業協会）「平成 10 年度調査

報告書 産業技術歴史・継承調査」Ⅰ第 4章大型重合器による塩ビ重合技術の開発」 
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コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発 

田中
た な か

 健
けん

治郎
じ ろ う

 

インタビュアー：黒木正章、小林英明、村井豊、大熊謙治（記） 

日時：平成 16 年９月７日(火)14：00～  於 (社)研究産業協会 

プロフィール 
1942 年 10 月 28 日 群馬県桐生市に生まれる 
1966 年３月 東京理科大学工学部建築学科卒業 
1968 年３月 東京大学大学院工学系研究科 

建築学専門課程修士課程修了 
1971 年３月 東京大学大学院工学系研究科 

建築学専門課程博士課程満期退学 
1971 年４月 東京理科大学理工学部建築学科 助手 
1973 年４月 ㈱熊谷組入社 技術研究所第 5 部 研究員 
1980 年６月  同             課長代理 
1983 年６月  同             課長 
1987 年６月  同    材料研究部    次長 
1988 年６月  同             部長 
1994 年４月  同    材料系研究開発部 部長 
1999 年４月〔参与〕   本社技術本部   副本部長 
2001 年４月〔上席参与〕 技術研究所    副所長 
2004 年３月 ㈱熊谷組 退職 
表 彰 
1999 年 （社）建築業協会・功労者表彰 
2003 年 （社）建築業協会・功労者表彰 
2004 年 （社）新都市ハウジング協会・功績賞 

      その他、社長賞等社内表彰計８回 
主な業績 

田中氏は、「泥水固化工法」「特殊配筋無防水床工法」、「材料分離抑制シュート」、「マ

スコン用高流動コンクリート」「透水型枠工法」等コンクリート品質向上のため各種工

法・新材料開発等数々の開発を手がけてきた。中でも田中氏の開発で代表的業績は、コ

ンクリートの表面品質改善と耐久性を著しく向上させた「透水型枠工法の開発」である。

本工法を適用したコンクリートは、中性化理論に基づく試算によれば、従来工法で施工

したコンクリート（寿命約 60 年）と比較して、約９倍の 540 年の耐久性を持つ。また、

表面性状も気泡あばたがなく、見栄えも良く、タイルの密着性も優れている。開発から

約 20 年が経過したが、内外企業により、類似工法は 10 種類開発されている。本工法関

連の工法は世の中に大いに普及した。 
1983 年（昭和 58 年）～2002 年（平成 14 年）まで、本社、支店の技術研修会講師とし

て土木・建築両分野の技術系職員に対してコンクリート技術教育を実施している。その

受講者は延べ 4,200 名に達する。（社）日本コンクリート工学協会、（社）日本建築学会、

（社）土木学会等対外的な委員会活動も積極的行っている。また啓蒙的な講演活動も行

っている。「30 代～40 代は会社のために、50 代からは社会にために」が田中氏の考え方

である。 
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【プロローグ】 

「おっ、水が出てる。堀家さん、これはすごいよ。」 

1983 年(昭和 58 年)、訪れていた弘前の浅瀬石川ダム現場の工務課長堀家茂一氏（現、

愛知工大学教授）に向かって田中氏が発した言葉である。 

当時、そのダム現場では傾斜した土壁面の崩れ防止のため、表面にコンクリートを打つ

保護工事を行っていた。普通、傾斜地の土留め壁工事では表面にコンクリートを吹き付け

たり、斜めの型枠を設置してコンクリートを打ち込んだりする。しかし、そのダム現場で

は、土壁表面に白い大きな布製シートをかぶせ、その布をワイヤで適当な間隔で抑えてシ

ートの内側にコンクリートを流し込む布型枠工法を採用していた。その工法は堀家氏らが

独自開発したものであった。 

布型枠シートの表面から透明な水が染み出しているのを発見した田中氏は直感した。 

「これは絶対にいける」と。 

コンクリートの表層品質向上のための「透水型枠」のアイデアが浮かんだ瞬間である。 

 透水型枠工法とは簡単にいうと、「型枠全面からコンクリートの余剰水を自然排出させて 

コンクリート表層部の品質を画期的に向上させる技術」のことで、コンクリート構造物の

革新的な品質向上技術として世界的成果の一つに数えられるものである。 

ここでは、その透水型枠工法を開発した元熊谷組のコンクリート技術者田中健治郎氏の

人となりと、その開発経緯を辿る。 

 

１．田中氏の人となりの形成 

【幼少時代から少年時代】 

田中健治郎氏は、戦時中の昭和 17 年、群馬県桐生市の疎開先で生まれた。父親の実家

は、江東区木場で大きな材木問屋を営んでいた。関東大震災の時、木材が高騰した折、不

幸にも盗難に遭った実家は倒産してしまった。昭和 19 年、父親が他界した頃は、母と兄と

共に東京中野に住んでいたが、その後すぐに母親の実家のある神奈川県逗子に移り住んだ。 

母方の祖父が大工の棟梁であった関係で、家の隣は木材加工場であった。そこは、終戦直

後の頃で遊ぶものなど何もなかった時代、田中少年にとって恰好の遊び場であった。「木片
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や大工道具をいい遊び道具にしていたんです。」田中氏が、後に建築関係に進む遠因の一つ

がここにある。 

「自分の部屋の壁に、墨入れしたビルディングのパース（設計図）が飾ってありまして、

まだ、物心のつかない時からそれをじっと見ていたんです。そのパースは、母親の弟が工

業高校(現、横浜国立大)の卒業設計で作成したものらしいのですが、『そうか、建物という

のはああやって描くんだな』というイメージがかなり強められました。」 

そんな環境もあって、高校生の初め頃には建築家になるという将来像が固まっていた。

しかし、その後、大工の棟梁の一言がきっかけで建築家になることを諦め、土木関係へ軌

道修正が行われることになる。 

ちなみに田中氏の進んだ高校は、ノーベル物理学賞を受賞した東大名誉教授小柴昌俊氏

の出身校神奈川県立横須賀高校で、小泉現首相の１期後輩にあたる。 

「高校時代は受験というのが相当の重荷で、楽しかった思い出というものは何もありま

せん。高校の３年間は自分の人生の中でそのまま消し去っても全くさしつかえないぐらい

に何も覚えていないですね。大学に入ってようやく何か自分を取り戻したところがありま

す。」と田中氏は高校時代を語る。 

 

【大学時代】 

（東京理科大学建築学科第１期生に進学） 

1962 年（昭和 37 年)、田中氏は工学部が新設されたばかりの東京理科大学工学部建築学

科に第１期生として進学した。創設当初の建築学科の教官は、国立大学を 60 歳で定年退官

されたばかりの錚々たる教授陣であった。「東大を定年退官された浜田稔先生、東工大にお

られて建築学会の会長をされた二見先生、東大同期の先生方で建設分野の錚々たる巨星が

教授として集まったんです。だから私たちも運がよかったんだと思います。」 

「私の場合もそうですけど、定年で企業を離れるとか大学をやめる時期の頃には自分の

過去を振り返り、人生で何が大事であったか何がよかったかを思い返すのが還暦だと思い

ます。その時点からは、人生の再スタートで気持ちも新たになる。先生方の教育の仕方が

とてもよかった。教育項目そのものはそんな多くないですが、重要ポイントについては現

実に起きるいろいろな話題を盛り込んでくださる。そういう話題は教科書には載っていな

いので夢中で筆記しました。本に書いてあることは、ほとんど覚えなかったですけど、冗

談話とか、世の中の話とか、私はそういうものばかりノートにとっていました。それがあ
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とですごく役に立ったような気がします。」 

田中氏は大学時代、授業を一度もさぼらなかった。 

（１年生から実験室に入り浸り、大学がいわば遊び場だった） 

田中氏は、１学年の時から実験室に入り浸りであった。「校舎ができたばかりですし、

いろんな新しい試験装置が入るから、何だって面白くてしょうがなかった。」 

当時、新しい校舎の建設工事が行われていたが、建築学科の学生には工事記録を映画に

する課題も与えられた。10 人程度のグループで１年間、建設現場の基礎工事から仕上がり

工事までを全部追って映画作成をした。「学校全部が遊び場だったんですね。高校時代とは

えらく違いました。」大学に入り、高校時代とはうって変わって田中氏の毎日は生き生きし

たものの連続であった。 

教授陣も学生もともに第１期生で、当時はいつも同期会のような雰囲気であった。 

「第 1 期生という立場は面白いもので、先生は我々の同期生だと言っていた（笑）。ですか

ら、我々が２年になった時に入ってきた新しい先生方は後輩ということで、学生が新入り

の先生方をおごったり、歓迎会を開いてあげたりしました（笑）。」 

（コンクリート工学の権威者故浜田稔教授との出会い） 

そんな大学時代、田中氏の将来に大きな影響を及ぼすことになるのが、コンクリート工 

学の権威者故浜田稔教授との出会いであった。 

田中氏が浜田先生から受けた講義で今でも強く印象に残っているのは、「工学はものづ

くりの学問だから、頭の中でどんな難しいことを考えても、 後はそれを理解してものづ

くりに生かされなければいけない。」ということであった。 

田中氏は、浜田教授が提唱したコンクリートの中性化理論を例にそのことを簡単に紹介

してくれた。 

「中性化理論というのは、ｙ＝ａｘ2、ｙ:耐用年数(年)、ｘ:かぶり厚さ(cm)」という単

純な二次式です。コンクリートの耐用年数はかぶりの厚さの 2 乗に比例することを表しま

す。中性化によるコンクリート劣化速度が遅ければ遅いほどかぶりによる鉄筋の保護効果

は長く保たれ、耐用年数は長くなります。その目安を与える式です。『この式は厳密な意味

では必ずしも正解とはいえないが、実用的にはこれだけを知っていればいい。』と浜田先生

は言っていました。」 

田中氏も現在の研究や工学の進み方はものごとをわざと複雑にして分かりにくく教え

ている印象が強いと言う。研究者仲間によく言っている。「複雑な理論を展開しても誰がそ
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れを使うのかを考えなければいけない。工学理論は現場の人たちの判断材料となりやすい

もので、骨格がみえる単純な式でなければだめだ。あとはばらつきという概念で要所・要

所を抑えていけばいい」と。 

もう一つ浜田教授の話として強く印象に残っているのは、日本は先進国の技術ばかり入

れているけど、これからの日本は独自技術の開発を目指さなければいけないということで

ある。田中氏自身も自ら研究開発を進める場合の姿勢として他人を模倣せず、常に原点に

戻って行うのは、浜田教授のその教えが生きているからである。 

 

【大学院時代】 

（恩師浜田教授の薦めで東大大学院に進む） 

東京理科大学でそのような大学生活を過ごした後、東大大学院に進む。恩師浜田教授か

らの薦めによるものであった。田中氏自身は、当時まだ大学院でこんな研究をしたいとい

った特定のテーマを持ち合わせていなかった。しかし、コンクリート工学に徐々に興味を

覚え始めていたのは確かであった。「浜田先生からコンクリートというものは一見分かって

いるように見えて実際には分かっていない。日本のコンクリート技術は欧米にまだ相当遅

れをとっている。研究することがまだまだ沢山ある。『大学院へ行かんか』と言われた時、

至極自然に『はい』と答えました。」と。学費のことが多少心配ではあったが、母親も兄も

反対はしなかった。 

当時、私立大学でも学費はそれほど高くなかった。奨学金と二つの家庭教師のアルバイ

トで、授業料、生活費を含め、学費は十分に賄うことができた。 

（「 高の教育とは何も教えないこと」、学生時代からの哲学） 

田中氏の大学院時代の家庭教師に関する面白いエピソードがあるので、ここで紹介する。

二つの家庭教師アルバイトのうち、一軒目は週２日で月謝３千円とごく一般的なものであ

った。もう一軒は月謝が通常の５倍の 1 万５千円だった。ただし、「うちは日本で一番お金

を出すから、 高の教育をしてほしい」という条件つきであった。田中氏は当時から「

高の教育というのは教えないことだ」という考え方を持っていた。そこで、その家庭教師

先の生徒には、「問題解決能力を身につけ自立させることが大事だ」と何も教えなかった。

しかし、２年ぐらい過ぎた後、「あまりに高度過ぎる」ということで、先方から断られてし

まった。その生徒の成績はあまり変わらなかったのである。一方、月謝３千円の生徒は、

それなりに成績が上がり、両親から大いに感謝された。 
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「 高教育なんて言わなければ私はそれなりに一生懸命教えたのですが、私もへそ曲が

りなものですから、何も教えないで自立させることが 高教育だと主張を通しました。」と

田中氏は笑いながら語った。田中氏のひととなりの一端を示すエピソードである。 

（つわもの田中氏の形成） 

さて、もうひとつ大学院時代の田中氏のつわもの振りを示すエピソードがある。 

田中氏が指導教官に研究テーマの相談にいった時の話である。自分は材料の破壊工学を

やりたい、壊れにくいものをつくるには破壊現象を科学することが大事だ、と指導教官に

説明した。しかし、「破壊の研究なんて金にならない。」ということで、結局取り上げても

らえなかった。この時、指導教官に対する田中氏の気持ちは完全に切れてしまった。 

当時はまだ材料の破壊工学は話題にも上っておらず、各所で研究が始まったのは、それ

から 4～５年経ってからである。そういう意味では田中氏には先見の明があったのである。 

「もう少し私に根性があれば、反対されても研究をしていたのでしょうが、まだまだ未

熟でしたね。」と田中氏は当時を述懐する。 

そのことが契機となり、大学院生時代は指導教官から専門分野のことは一度も教わらな

かったという。教えられなくても先生より自分の方がよく勉強しているという自負心はか

なり強かった。「誰がみても生意気で可愛くなかったでしょうね。でも今になってみると、

あの頃の自分はあれでよかったんじゃないかと思いますよ。」と田中氏は語る。 

自分がやりたい研究が拒絶され、研究費も出ない。そこで、お金の掛からない研究とし

て誰にも相談せず、コンクリートの自然癒着の研究を始めた。人の骨は折れても時間が経

てば自然に癒着するが、コンクリートにもこれと似た現象がある。打ってからまだあまり

時間が経っていない時に圧力を加えひび割れを生じさせたコンクリートは、きちんと湿潤

養生すると自然に癒着して、載荷履歴のないものより強度が増すのである。そんな研究で

面白いデータが得られたので、早速、「これで研究発表したい」と指導教官に伝えた。する

と「自分と連名にしろ」と言われた。しかし「先生との連名ならお断りです」と答えた。 

田中氏は指導教官の言うことを全く聞かなかった。研究テーマを勝手に変え、挙句の果

てには博士号も取らず満期退学した。田中氏はこれまで博士号何本分にも相当する素晴ら

しい業績を挙げていながら、現在でも博士号を取得していない。 

 「博士号を取らないのは夏目漱石の生きざまから学んだ私の信条なんです。」と田中

氏は笑いながら語った。 
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【東京理科大学助手時代】 

（学科教授とうまく行かず） 

東大大学院博士課程を満期退学し、田中氏は東京理科大学理工学部の材料分野の教授の

助手になった。指導教官には建築関係の大手企業を推薦されたが、指導教官との腐れ縁を

早く切りたかったため、就職面でも素直に従わなかった。しかし、材料分野の世界とは狭

いもので、その東京理科大学教授と田中氏の指導教官にも繋がりがあった。２年後にそこ

の助手を辞めることになるが、それというのも、材料教育に関してその教授を真っ向から

批判してしまったことが大きな理由の一つであった。 

大学を辞めたもう一つの理由は、当時就職幹事の教授の代理として４年生の就職の世話

をした際、大学紛争に関わった学生たちもその他一般学生と同様に就職させたことである。

そのことで学科の先生方の反感を買ってしまった。 

「私が勤めていた２年間は、ちょうど東京理科大も大学紛争中でした。大学紛争の終結と

ともに辞めたものですから、私は紛争始末人みたいな感じがしました（笑）。『あれは学生

の熱病みたいなもので、すぐ冷めるから構わないんじゃないですか』と言った。その後、

それが原因でいろいろ問題になってしまった。でも後になってそのときの卒業生がみんな

感謝してくれましたから、悪いことじゃなかったと思うんですけど。」と田中氏。 

 

２．コンクリート研究者としての確立 

【大学助手を辞め、熊谷組へ】 

（運命の皮肉か、また大学院時代の指導教官と対峙） 

そんな事情で大学を辞めた田中氏は 1973 年、熊谷組に入社した。入社時点では建設需

要は頂点だった。建築・土木の各企業は、のどから手が出るように技術者が欲しかった頃

である。入りたい企業にはどこでも入れた良き時代だった。田中氏が熊谷組を選択した理

由は建築との縁の薄い土木系の会社というものだった。当時、熊谷組は建設の機械化をい

ち早く進めた土木の会社として名が通っていた。 

しかし、熊谷組は田中氏が入社した頃から建築分野への進出に力を入れ始め、３年目ぐ

らいから田中氏も建築関係の大きいプロジェクトに関与することになった。その時、技術

委員会の 高技術顧問として招聘されたのが、田中氏の大学院時代の指導教官であった。

運命の皮肉というか、またまた指導教官と対峙しなければならない状況になったのである。

「先輩にコンクリートの専門研究者がいなかったので、否応無く私もその委員会に加えら
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れました。いやでしたねぇ（笑）。」 

定期的に開催される技術委員会では、様々な問題について 高技術顧問が「これはこう

しなさい」「あれはこうしなさい」と示唆を与えた。田中氏に言わせれば、それら示唆のい

ずれもあまり実務的なものとはいえなかった。これはまずいと思った田中氏は、顧問が帰

った後、もう一度関係者を集め、「先生の指示をＡ案として、もっと実務的なＢ案について

も検討しましょう」と提案した。結局、ほとんどの工事はＢ案で進められた。もちろん、

顧問の顔をつぶさないように、Ａ案で工事を始めたら少し問題があったのでＢ案に変更さ

せてもらったというような理由をつけた。「先生の示唆を鵜呑みにして工事を行っていたら、

おそらく大きい支障を来たしてしまったと思うんです。だから変なところで先生を助けて

いた部分もあるんです。」と田中氏は笑った。 

大学院の指導教官と田中氏は、まさに因縁の仲である。 

（ゼロからのスタート、どんな仕事にも真摯に対応） 

さて、入社時に話を戻そう。田中氏は技術研究所の第５部に配属された。上司は土質・

基礎構造が専門の増澤鯱男部長だった。 初１年間は試用期間ということで、与えられた

仕事は構造計算や配筋図書きなどであった。大学の助手経験者の田中氏であったが、入社

時はゼロからのスタートという気持ちで、専門外の仕事でも抵抗なくこなした。 

１年間一生懸命やってきた努力が認められ、１年後に給料が５割もアップした。「もと

もと 初の給料の決め方が『幾ら欲しいか？』、『大学でこのくらいでしたからそのくらい

でいいです』ということで決めたのですから、会社もいい加減だったんですね。あの頃は

民間企業と大学で給料が３割ぐらい違っていたでしょう。１年で５割も上がったので、何

となくプロスポーツ選手のような気にもなって嬉しかった。」と田中氏は笑った。 

（工学理念の実践の場であった勤務時間外の現場まわり） 

 入社２年目頃から、田中氏は研究業務の傍ら自発的に建設実務を学ぶため、平日や土曜

日の業務終了後や日曜日に、首都圏の建築・土木の多くの現場を巡り歩いた。建設現場の

実務実態と大学の専門教育との間に大きい乖離があることを知った。この自発行動は自己

責任が絶対条件で、常に適度の緊張感があった。 初、「何だ。この若造」といった雰囲気

であったが、現場から受けるどのような技術相談にも真剣に対応したことでどの現場も、

田中氏の助言をよく聞き入れ実践してくれるようになった。そしてその現場は田中氏の工

学理念の実践の場となった。また、多くの人的なネットワークもこの現場まわりによって

築かれた。 
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そして田中氏が開発したさまざまな工法や技術が現場に即した発想からきているのも、こ

の現場まわりが原点になっているのである。 

（初仕事の「泥水固化法の開発」に成功－自由放任の良き上司増澤部長との出会い） 

そんな入社２年目の夏、コンクリートの研究実績が認められ、上司から「泥水固化工法」

（正式名称「地中溝掘削の際に用いる土壁安定液（ベントナイト泥水）を現位置で固める

ための材料開発」）が与えられた。この研究課題に挑戦し、セメント急結剤の先行投入とい

う独創的なコンセプトで材料開発に成功した。溝中泥水の現位置攪拌法（エアブロー法）

は増澤鯱男部長の発案によるものであった。泥水を少ない固化材で固めるというベーシッ

クな技術であったため、この工法を応用した多くの地下工法が開発された。 

 この泥水固化工法は、地中に深い溝を掘る際に使用する泥水を溝の中でそのまま単純に

固めるだけの技術だが単純であるが故に用途が非常に広がった。溝を掘りコンクリート板

や矢板を埋めたり、管を埋める工法など応用工法だけでも 10 種類ぐらいできた。 

 増澤部長は田中氏にこの開発テーマを与えたとき、フランスでの先行研究の存在を田中

氏に伝えなかった。田中氏は白紙の状態から試行錯誤の末、苦労して解決策を見出したの

である。 

 田中氏は、「増澤部長が先行研究の存在を教えてくれなかったことがかえってよかった。

もし、先行研究の存在を知っていたら、その研究に引っ張られ、自由な発想で研究が出来

なかった」というふうに語っている。 

（幸運の女神がほほ笑み続けた時代－手がけた仕事がどれも成功） 

泥水固化工法の開発に成功した後、田中氏は、透水型枠工法の開発に至るまで、いくつ

かの仕事に携わっている、本人も「幸運の女神がほほ笑み続けた」というようにやる仕事

やる仕事すべて成功を収めた。 

その概要は次の通りである（詳細はインタビュー記録を参照）。 

－高靭性トラス配筋工法の開発－ 

1975 年、米国から導入された「床スラブのリング配筋法」をいくつかの現場に適用し、

鉄筋コンクリート断面内における引張応力変換メカニズムに強い興味を抱き、1977 年には、

応力変換を平面から立体へと発展させて、新たに「高靭性トラス配筋工法」を開発した。 

同工法を熊谷組の自社施設の無防水屋根スラブおよび壁の開口部補強へ適用し、期待通

りの効果を実証した。 

－高所圧送されるコンクリートの高品質化の達成－ 
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1977 年、人工軽量骨材を使用した軽量コンクリート高所圧送で、流動化コンクリート技

術を適用してコンクリートの単位水量を大幅に低減し、当時、日本一の高品質を達成する。

本工事に関する投稿論文は日本建築学会「ポンプ工法指針」の付録に、そのまま収録掲載

される。 

－急傾斜地用コンクリートオープンシュートの開発－ 

1983 年、傾斜角 48℃、高低差 200ｍのダム導水路工事に適用するオープンシュートの

開発に参加する。コンクリートの流速をコントロールする緩衝板として曲面板を用いるこ

とを提案し、流下中のコンクリートの材料分離を完全に抑止できることを実証し、本採用

されている。 

 

３．透水型枠工法の開発 

冒頭に述べたように、弘前市のダム現場での堀家氏との出会いが、透水型枠工法の開発

のアイデアの源泉であった。その開発成功に至る経緯を説明する。 

（透水型枠工法開発の遠因と動機） 

透水型枠工法開発の遠因は、東京理科大学の学部３年在学中の 1964 年（昭和 39 年）に、

浜田教授から学んだ次のことにあったと、田中氏は述べている。 

(a)過去の大火の経験から、わが国は都市の不燃化が急務であり、そのためにはコンク

リートが不可欠な材料であるが、数次の戦争による空白があったため、まだまだ多

くの研究が必要である。 

(b)鉄筋コンクリート構造物の耐用年数は、コンクリートの中性化速度から算定される.

長期耐久性確保のためには、鉄筋を保護する所定の「かぶり厚さ」を確保すること

が重要である。 

(c)わが国の技術分野における特許出願件数は急増しているが、収支はまだ導入技術に

対しての支出が圧倒的に多い。これからは、諸外国が注目する「独創技術」の開発

に努めなければならない。 

直接の動機は、1976 年、竣工後 15 年を経過した港湾構造物の塩害調査を行った際、か

ぶり厚さの不足箇所に生じた全面的な鉄筋の腐食消滅という著しい劣化現象に大きい衝撃

を受けたこと。それは設計者・監理者・施工者あるいは維持管理者の手抜きというより、

もっと根源的な問題で、当事者の誰もが「かぶりコンクリート」の重要性をほとんど認識

していなかったことに因るものと気付き、技術者教育の重要性を痛感したこと。そして、



 73

コンクリート研究者として、「かぶりコンクリートの品質向上」が重要なテーマであると自

覚したことである。 

（透水型枠工法開発の契機） 

1980 年頃は、鉄筋コンクリート構造物の早期劣化が問題になりつつある時期であった。 

コンクリート専門技術者としては、かぶりコンクリート品質向上技術のブレークスルーへ 

の思いが昂じ始めていた。それは、次のような建設業界を巡る事情に起因していた。 

 1960 年代から経済の高度成長により、大都市圏では未曾有の建設ラッシュが続き、工事

は大規模化の一途を辿っていた。当時の建設技術者たちは、十分な実務教育も施されるこ

となく現場に配属され、大量の建設需要の消化に奔走することとなった。当然のことなが

ら、現場の上位技術者の多くは経験が浅く、コンクリートの品質を慎重に省みる余裕も能

力も持ち得なかった。河川砂利などコンクリート用良質骨材が枯渇化し、砕石・砕砂や海

砂を使用せざるを得なくなっていた。現場では施工の急速化が 優先の課題とされ、生コ

ンとポンプ車が全国的に急速に普及していった。コンクリートの新たな要求性能としての

ポンプ圧送性の確保が絶対の要件となり、それが個々の現場技術者の工夫に委ねられたた

め、コンクリートの「単位水量」は歯止めなく増加していた。 

（透水型枠工法開発の発端） 

そんな折、1983 年、ダムコンクリートに使用する粘土鉱物含有骨材の問題で相談を受け、

浅瀬石川ダム作業所に出向いた。現場では技術発想力が豊かな堀家茂一工務課長（現、愛

知工大教授）に原石山やプラントに案内されて事情説明を受けた。 

その途中で堀家課長らが新開発した「布を使用する新しい法面保護工法」（ジオテキス

タイルを法面にワイヤ止めしてコンクリートを充填する工法）の現場にも案内された。そ

の時、布の表面から透明の余剰水がわずかに浸み出しているのをみて、これは大変な発明

になると直感した。型枠にセメントフィルターシートを取り付ければ余剰水が自然に排出

される。コンクリートの表層品質改善対策としての「透水型枠」のイメージが完全に固ま

った。 

 まさに冒頭に述べた場面である。 

この時点で堀家課長らはすでに布型枠からの空気の排出に注目して、さまざま工夫を試

みていた。傾斜したコンクリート表面に現れる大径の気泡あばたは、古くから解決が困難

とされている現象であるが、この現場では骨材に問題がありコンクリートの凝結が著しく

速く、その現象が特に顕著に現れたため、現場では気泡あばたの低減のためにさまざまな
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実験を試みていた。ところが堀家課長は思わぬところで抜本的な解決策を発見した。布型

枠が破れた箇所で観察されたコンクリート表面には気泡あばたが、全く認められなかった。 

（透水型枠の開発） 

1984 年、熊谷組技術研究所の田中氏と浅瀬石川ダム作業所のグループとの間の透水型枠

の共同開発が開始された。型枠に取り付けるフィルター材料の織布開発は、繊維土木開発

㈱梅本社長の協力を仰ぐことになった。試作した織布は 40 数種類に及んだ。 

透水型枠によるコンクリート表層品質の改善は、小型の模擬部材（壁 50mm 厚、300mm

高）実験ではフレッシュコンクリート中の余剰水の絶対量不足でうまく進まなかったため、

大型模擬部材（壁、200mm 厚、2000mm 高）の転用型枠を田中氏は自費覚悟で製作し、

フィルター材料の性能を直接的に評価することにした。 

研究開発費の申請をしたが当時の技術担当専務の「そんなものは効果がはっきり分かっ

てから作ればいい」の一言で稟議承認が得られなかったため、田中氏は、「こんな分からず

屋に説明しても埒が明かないから自分でやってしまおう。」と独断で型枠を設計して 400

万円の契約で工場に発注してしまった。 

「まだ独身でお金があったからです（笑）。透水型枠の性能試験は小さい型枠ではだめ

なんです。コンクリートの品質を変えるのはブリーディング水ですから、小さい供試体で

はその水の絶対量が少ないですから、大きい試験型枠が必要だったんです。」 

その後、工法開発が順調に進んだことで開発が承認されたため、個人負担の必要はなくな 

った。 

「いや、独身時代が長いとそういう時もある」と田中氏は笑った。 

1984 年末に転用可能な透水型枠のプロトタイプを完成した。85 年には７回の型枠転用

実験でも品質改善効果が維持されていることを確認し、経済性の問題もクリアできた。 

開発時の呼称は「ポーラスフォーム」、「繊維型枠」などであったが、商標登録は「テキ

スタイルフォーム」に決定した。 

 

【透水型枠工法の説明】 

 ここで、田中氏が開発した透水型枠工法の内容を説明する。 

(コンクリートから余剰水を抜く発想は古くからあった) 

コンクリートの場合、まだ固まらないうちに（フレッシュコンクリートという）余剰水

を絞り出せば強度が高められることが古くから知られており、半世紀前からさまざまな試
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みがなされてきた。1910 年～40 年に開発された遠心脱水法、真空脱水工法、加圧脱水法

等である。この中で実用化した技術は、コンクリート部材全体に圧力をかけて強制的に余

剰水を絞り出すという方法しかない。しかし、それも特殊な型枠が必要な上、一般の構造

物には使えないため、それらの適用部位は限定されるものの、現在でも活用されている。

どこでも使えるようにするには、普通の型枠が使えなければならない。それを可能にした

のが透水型枠工法である。 

コンクリートの耐久性という観点からみれば、中性化や化学的侵食などの劣化現象は

コンクリートの表面から内部へと進行するものであり、透水型枠が開発される以前にも、

表層部（かぶりコンクリート）が改質強化できれば構造物全体の耐久性を確実に向上させ

ることができるのではないかと直接的に型枠に細孔を施して、フレッシュコンクリートの

余剰水を自然排出させる方法を試みた先達の技術者たちがいたが、その方法は悉く失敗に

終わっていた。 

表面脱水法として唯一実用化しかけたものに、1950 年頃米国で開発された吸水紙の型

枠裏張り工法があり、過去にわが国のダム工事でも試験施工が行われたことがセメント・

コンクリート誌に紹介されている。しかし、降雨・多湿の日本では、コンクリートを打設

する前に型枠に貼り付けた吸水紙が水を吸って効果が低下してしまうため、それ以上の展

開をみることはなかった。 

（鉄筋コンクリート工事標準仕様書「型枠からは水漏れがないこと」逆転の発想から成功） 

現行の土木・建築両学会の標準仕様書では、「コンクリート用型枠は有害な水漏れを生

じさせないこと」と規定している。型枠から水漏れ水があるとコンクリートの表面に部分

的に砂縞ができて粗面になったり、色が変わったりするのでよくないからである。水が全

面から均質・均等に抜けるならそのような問題はないが、型枠前面から均等に排水させる

ことは困難だったのである。そのため、セメントフィルターを全面取り付けることは、革

新ということだったのである。田中氏が行った「水を抜く」というのはまさに逆転の発想

であった。仕様書の規定を度外視し、型枠面からの水抜きを考え続けていたために、ダム

現場で布から染み出すわずかな水を見逃さなかったのである。 

（透水型枠の排水メカニズム） 

まず、透水型枠の排水メカニズムについて説明する。コンクリートはある軟らかさを持

たないと施工ができない。その軟らかさを付与するには、練り混ぜる水の量で調整する。 

普通使われているコンクリートの練混ぜ水の半分は、セメントの水和反応に寄与しない余
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分な水で、コンクリートを打ち込んだ後にその余分な水は少しずつ上昇し、表面に水が浮

き出てくる。この余剰水の浮き上がり現象をブリーディングという。これはいわば短所が

あるが、その水を逆利用し浮いてくる水を横から引き出せば、ブリーディング水の移動方

向が変わってくる。それらの短所が表層品質の改善に有効に働くことを発見したところに

透水型枠の排水メカニズムの面白さがあるのである。図１は、透水型枠に向かって余剰水

が移動する様子を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 透水型枠に向かって余剰水が移動する様子 

 

（透水型枠の設計） 

「型枠から水を抜くには、せき板に穴をあける」という発想は誰でも考えつく。たいて

いはそこで発想が止まってしまう。水だけを排出させるには穴はできるだけ細かい方がい

いため、15 ミクロンぐらいの細かい穴であればセメント粒子がせき止められて水だけが出

る。それは現在でもトンネル型枠に使われている。しかし、水の出があまりよくないこと

や、型枠を転用するときに、その狭い穴の目詰まりの掃除の問題が発生し、期待したほど

うまくいかなかった。型枠の小孔が目詰まりしやすいことは、普段のコンクリート工事で

も釘穴などからはほとんど水漏れしないことで経験的に分かっていた。それは、穴をあけ

ても「セメントのノロ」ですぐに塞がってしまうためである。 

「型枠全面から水を抜く発想自体が誤っているわけではない。そのことはいつも頭から

離れていなかった。思考がいつも同じところをぐるぐる回っている状態だった。私がダム
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現場で思わず叫んだのは、型枠に布を被せてフィルター替わりに使えばいいんだ。」と思い

ついたからである。 

（透水型枠による表面品質改善） 

水が移動するときには同時に細かい固体粒子も一緒に運ばれるので、それが次第に表層

部分に溜まって組織が非常に緻密になる。それが表面品質改善のメカニズムである。 

20 センチぐらいの深さまで水が型枠の方に動くということが、これまでの研究で分かっ

ている。さらに、微細粒子が溜まって組織が緻密になるのは表面から３センチぐらいの深

さまであり、特に表層部分に近いほど顕著であることが実験して分かった。 

その理由は、水が抜け出る際に布のフィルターの存在によって表層組織が緻密化してい

き、それによってコンクリート表層部が二次フィルターの作用をするようになるのである。

写真１に示すように型枠近傍に二次フィルターの薄い層（色が濃くなっている部分）がで

きているのが分かる。このフィルター層は水圧差が大きく、水の流れが速ければ早く形成

され、水の流れがゆっくりであれば層の形成が遅くなる。単位面積あたりの排水量として

は全体的にバランスがとれており、ほとんど均質な面が得られることがわかった。 

写真１ テキスタイルフォーム工法と従来工法との比較 

    ガラス玉を骨材（砂利、砂）とした模擬コンクリートの断面写真で、 

型枠の種類の違いにより、表層部組織の変化が見られる。黒っぽい部分 

が２次フィルターの形成。 
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 もう一つ重要なことは水が全体に均質に抜けるのかということである。コンクリートを

あるレベルまでずっと打ち上げてくると、下の方ほど内部間隙水圧は高くなる。上の方は

水圧が低く、水圧差の違いがあるため、全体的な品質改善のバランスがとれるのかが問題

であったが、不思議なことに 上部の 10 センチほどを除けば品質がほとんど均質になった。 

空気の残留によるあばた（ブローホール）が全くなくなり、表面強度が強くなることで

耐久性も向上した。 

普通のコンクリートの表面によく見られる気泡あばたは、垂直の壁や柱では少なく、斜

めの壁では大きいものが沢山出る。斜めの部材にコンクリートを打つと、空気はみんな垂

直に上昇する。それが斜めの型枠で遮られて表面に溜まるため、すごく大きいあばたにな

る原因であるが、透水型枠を使うとそれが全くなくなる。このことは、土木工事で大いに

歓迎され、その効果が期待されよく使われるようになった。写真２は、透水型枠による気

泡あばたの低減効果を従来の合板型枠と比較したものである。 

写真２ 透水型枠による気泡アバタ発生の低減効果 

（開発初期に行った模擬部材試験の写真） 

「気泡あばたの低減効果も大事だけど、コンクリートの表層品質が向上して耐久性が大幅

に向上することの方が大きい。耐久性の場合、気泡あばたのように目に見えないからなか

なか一般の方に理解してもらえない。」と田中氏は当初からの主張を語った。 
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(型枠の構造と布の素材) 

テキスタイルフォームの型枠素材は、合板、鋼板、プラスチックでも何でもかまわない。

布の素材繊維はポリプロピレンやポリスチレンで、表と裏が粗と密の二重織りとなってい

る。せき板の表面にこの特殊な布製フィルターを取り付けた（図２参照）。 

 

図２ 透水型枠の構造 

 

「この布もメーカーの繊維土木開発の梅本社長が熱心に協力してくださってできた賜

物なんです。」と田中氏。 

透水型枠の基本的な三つの要素は、コンクリートに所定の形をつくる型枠とセメント

を透過させないフィルターと水が、スムーズに抜け出すためにフィルター背面に適当な

ドレーン・スペースが必要である。 

穴の配置は、型枠が小さい場合や型枠を転用しない場合は不要である。型枠は転用す

ることを前提としているので、穿孔は必要となる。普通は５回から７回ぐらい転用する

ことを基本としている。田中氏らが開発した透水型枠では、穴を 10 センチから 15 セン

チぐらいの間隔で設けた。水みちが長くなると繊維の中にどうしても微細粒子が溜まり、

フィルター効果が少しずつ低下してくるので、適当な間隔に穴を開けることでその水み

ちを短くしている。型枠の加工手間でいえば穴は開けない方が安く、理論的にはこの穴
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はごく小さくていい。実際に流れる水量は、１平米で２リットル程度、１時間半でその

程度が排出され、穴１個では 20cc しか流れない。しかし、何枚もの板を一挙に穿孔す

るので、その容易さから径３ミリから５ミリぐらいにしている。 

 

【効果の確認と展開】 

（関西電力のコンクリート品質管理委員会で評価を受け、全面採用） 

 透水型枠工法による品質向上の効果とは、まずコンクリートの耐久性の向上であり、も

うひとつは、コンクリート表面の見栄えがよくなること、それは、タイルを張る場合の接

着性が向上することである。 

 透水型枠工法による耐久性向上効果は、小型の模擬部材実験の時点ですでに確信を抱 

いていたため、当時、委員をしていた関電大飯 3、4 号プロジェクトのコンクリート品質 

管理委員会へ透水型枠工法を独断で提案した。工法は、まだ開発途中だったが、田中氏に 

は絶対の確信があった。 

同席した自社の原子力担当部長は「大丈夫か。できるのか。失敗したらどうするんだ。」 

と心配した。しかし、結果は、原子炉建屋への適用を意図した実大模擬部材実験の実験承

認を得たのである。実験で確認された効果は、期待以上であり、促進中性化試験、塩分浸

透抵抗性試験の結果は在来の型枠使用に比べて１／３程度となり、中性化式に基づく耐用

年数換算では在来型枠比９倍注）の長期に及ぶことが分かった。 

そして、関電大飯３、４号の２基分の工事全部（１基が 9000 平米で、トータル 18000

平米の規模）に採用された。 

一方、コンクリート表面の気泡あばたも、在来型枠比 1／10～1／100 以下となり、土木

工事では目で見えるこの成果が高く評価され、適用事例が著しく増加していくこととなっ

た。 

1990 年代半ばまでの 10 年間の適用実績は、正確には把握されていないが、テキスタイ

ルフォームのシートの販売実績だけでも 500 件を超えている(熊谷組の透水型枠テキスタ

イルフォームの販売実績のデータによると、1994 年までの 10 年間で 588 件)。 
 

注）コンクリートの中性化理論によると耐用年数は理論的には深さの二乗に比例する。透水型枠を使う

と在来型枠の３分の１の深さまでしか中性化が進まないということは、耐久性が３の 2 乗の 9 倍にな

ることを意味する。在来型枠で 60 年なら透水型枠では理論上は 540 年もつことになる。 
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日本では透水型枠のもつ気泡あばたの顕著な低減効果に対する関心が特に高く、本工法

の開発後の展開はその目的で急速に拡大することとなった。田中氏が開発当初から主張し

ていた透水型枠によるコンクリート構造物の耐久性向上効果に対する適正な評価は、残念

ながら後発のドイツ、オーストラリアに先を越された感がある。 

 

【透水型枠工法の派生効果】 

テキスタイルフォーム工法の公表により、同業他社の研究開発が一挙に活性化した。 

「現在では 10 種類を超える類似工法が開発されており、海外でも使われていますから、

透水型枠全体となると、どのくらい使われているのか想像できまません。」 

と田中氏は誇らしく語った。 

また、1986 年、テキスタイルフォーム工法はコンクリート構造物の耐久性向上技術とし 

て NHK およびテレビ東京の技術トピックニュースで報道された。さらに、海外では 1987

年にベルサイユで開催された IABSE（国際橋梁構造学会）シンポジウムで成果発表された。

帰国後、早速、ドイツより資料請求があり、それに基づいて透水型枠の研究開発が始まっ

たものと思われる。その翌年にはイギリスの材料メーカーも当社を訪れて、本工法の説明

を受けた。それにより外国での透水型枠（Controlled permeability formwork）の成果報

告が３年後の 1990 年頃から増え始めた。 

「彼らは私に直接データを求めてきたのにもかかわらず、私の報文は、彼らの論文に引

用文献として取り上げられていませんでした。先進国の研究者たちも了見が狭いと感じま

した。」と田中氏。 

ドイツの大きな化学メーカー（チバガイギー）が透水型枠用のフィルター材料を市販し

始めている。 

一方、田中氏自身も 1990 年に透水型枠工法の発想から、コンクリート打継ぎ面のレイ

タンス除去という汚れ作業を不要とする「高吸水性繊維シートによる水平打継ぎ面の処理

工法（吸着脱水工法）」を開発した。これによって、コンクリート構造物の全ての外周面の

品質改善が可能となったと田中氏は確信した。 

 

【透水型枠工法に対する評価】 

「透水型枠工法については、私自身の思い入れは強かったんですが、開発途中にこの成果

を巡っていろいろなことがありました。ですからあまり話はしたくなかったんです。」 
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と田中氏は語るが、田中氏の透水型枠工法の開発成果は、世界的な発明である。田中氏ら

がこの工法を公表してから既に 18 年になるが、公表後、さまざまな類似工法が開発され、

その実績も増えてきている。 

1987 年、テキスタイルフォーム工法は（社）国土開発技術センターによる一般土木工法

技術審査で第１号審査証明（第 6201 号）を受けた。また、1994 年、Concrete International

誌 10 月号で、オーストラリアの材料技術者が 21 世紀に展開が期待される 4 つの

High-Performance Concrete 技術を取り上げ、その 1 つに透水型枠 Controlled 

permeability formwork(CPF)liner が紹介されている。 

2002 年、日本コンクリート工学協会透水・脱水研究委員会で、透水型枠に関するこれま

での研究論文や開発工法が取りまとめられることとなった。本技術に関する論文数は国内

外で 300 編を超えていた。2004 年 9 月、２年間の活動報告がなされた。引用文献のトップ

に田中氏らの名前が掲載されている。 

 

４．コンクリート研究者田中氏を形作ったもの 

 コンクリート研究者田中健治郎氏を形成する上で、影響力を持った人やものがある。

も大きな影響力となったのは、東京理科大学の恩師故浜田稔教授の存在である。 

東大大学院の指導教官も、ある意味ではコンクリート研究者としての田中氏を形作る上

で影響を及ぼしたといえる。 

 田中氏がコンクリートの専門家のいない熊谷組に入社したことも、その大きな要因のひ

とつである。そこで、大学や大学院で学んだコンクリートについての知見を活かし、数々

の開発に成功したことが、何よりも今日の田中氏を形成している。 

そして、田中氏が携わった具体的な研究開発では、それを支えたキーマンが必ず存在し

ていた。泥水固化法開発では増澤鯱男部長、透水型枠の開発では堀家茂一氏、繊維土木開

発㈱梅本社長である。その他、コンクリート研究者田中氏を支えてきたキーマンは数えき

れない。 

 以下、コンクリート研究者田中氏を形作ったものについて述べる。 

（恩師浜田稔教授） 

東京理科大学建築学科第１期生 80 名の同級生中、現在でもコンクリートの研究を続け

ているのは２、３名だという。田中氏はその中の一人である。まさに、田中氏は、東京理

科大学浜田稔教授の薫陶を受けたコンクリート研究者の一番弟子であるといっても過言で
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はない。 

浜田教授は、学生に夢を与え、考えるきっかけを与えるような講義を行った。その講義

は田中氏の琴線に触れ、それが見事に共鳴し、今日の田中氏を形作ることになった。浜田

教授は一体どんな講義をしたのだろうか。 

「例えば、コンクリートの圧縮試験用供試体、コンクリートを強く押し潰すと 57 度ぐ

らいで斜めにひび割れを生じて、せん断破壊を起こすのですが、『57 度ぐらいで割れるこ

とは分かっているんだけど、何でそうなるのかはまだ分からないんだよね』と学生に語り

かけるのです。」 

「おー、面白いな。何でだろう。」と、学生たちは引き込まれてしまう。 

「それはもしかすると石灰の結晶の形が基本になっているんじゃないかとか、砂利のアー

チングかもしれないとか何でもいいんですよ、あとで確認して正しければ新発見になる。」 

浜田教授は、学生たちの目線とか目の輝きとかを完全に把握していた。そして学生とい

うのはどういうことに興味を持つかということを分かっていた。 

「どんな現象も当たり前と思って見ちゃだめなんです。当たり前のことが何故であるか

というふうなものがみんな夢になるのですよね。その一つ一つに意味があるということは、

やはり還暦過ぎてからの教育に意味があったのかな（笑）。」と田中氏は語る。 

また、田中氏が浜田教授をすごいなと思ったのは、60 歳を過ぎているのにもかかわらず、

その日の講義で説明する計算問題などは全部ご自分で解いてから教室に出られているとこ

ろだった。決して中途半端な講義はしなかったのである。 

（上位に同じ専門家がいない気楽さと厳しさ） 

「熊谷組に入ってよかったのは、上位者に自分と同じ分野の専門の人がいなかったとい

うのが 高の平和でした。」 

その反面、厳しい面もあった。企業の研究所では、毎年それなりの成果を上げるために

どうしても上位者がある程度研究の方向付けすることになる。しかし、田中氏には上位者

がいなかったので、全て自分で考えなければならなかった。会社にとって今何が大事で何

をしなければならないのかを自分なりに考えて自分で実践することになった。 

「 初から『この道を行きなさい』と言われて素直に従っていたら、やはりある程度偏

向した専門家になってしまう。その辺りが企業の研究開発やマネジメントのすごく難しい

点である。私の場合は、 初に与えられた泥水固化工法の研究開発が幸運にも成功してし

まったことで上位者から全信頼が得られ、その後は私のやることは一切フリーにしていた
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だけた。それは大変ありがたかったんです。」 

上位に同じ専門家がいない気楽さと厳しさ。これが今日に田中氏を形作ったもう一つの

面である。この経験は管理者としての田中氏の後進の育成にも生かされている。 

（田中氏の研究を支えた「夢・才ノート」と「記憶不可ノート」） 

田中氏は現役時代、Ｂ５サイズの２種類の大学ノートを常にかばんに入れて持ち歩いて

いた。それらを「夢・才ノート」（むさいのーと）、「記憶不可ノート」（きおくふかのーと）

と呼んでいた。前者は、若手研究者であった頃から大小様々な夢の課題を記載したもので

あり、そのいくつかは実現し、未だ夢のままに残っているものも多い。 

「何か夢に見た時、その夢の内容を書き込んでおいたのが、「夢・才ノート」で、真剣

にものを考えている時に見る夢は、結構、現実に近いものなのです。」 

一方、物覚えが悪いため作ったものが、「記憶不可ノート」であり、自分はコンクリー

トをこうしたい、コンクリート構造物をこうしたい、今現場で困っているからこうしたら

いいのではないかと、その時々思いついたことを忘れないように書き込んでおいた。 

そのノートは、テーマに関係する情報などいろいろな紙を張りつけたりして結構分厚く

なっている。ノートに記したメモが、しばらく経ってから使いものにならないアイデアで

あると分かった場合バツをつけるのだという。 

これらのノートの存在もコンクリート研究者の田中氏のこれまでの研究開発を影で支

えてきたものの一つである。残念なことに、退職時の大引越しで紛失してしまった。 

「夢じゃなくて『「無（む）才能』、才能がないというふうに読んでもいいんですけど。

『記憶不可ノート』は、もう記憶が不可能（不可ノー）ということです。まあ半分冗談で

生きてきたみたいなものですから。」と田中氏は笑った。 

 

５．研究者から後進の指導者へ 

(社内教育) 

田中氏が、研究開発に没頭したのは 30 代から 40 代の半ばぐらいまでで、40 代の半ば頃

からは教育の方が主となっていった。 

 社内のコンクリート教育に関しては、既に入社５年目の 1978 年頃から、支店単位で自

発的に開始した。1982 年には、その必要性が本社人事部に認められ、人事部主導の技術系

職員の定期研修に組み入れられるようになり、退職までに延べ 4,200 名の職員が受講した。 
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（若手社員の指導） 

若手社員の指導は自らが入社当時の上司増澤部長から受けたように、基本的には本人の

意志を尊重し、自由放任を基本としていた。あまり細かい指示や方向付けを行うと、結局、

指示した通りのことをやりさえすればいいとの甘えが出てくる。研究テーマを与えたら後

は自分で方針を決めさせ、部下の計画書はほとんどの場合フリーパスとした。ただし、部

下が工程表で矢印を指しながら、「ここからここまでは忙しくてできません。」と説明した

時など、「うーん、目が悪くなったから君が実線で書いたところがみんな点線に見えてしま

う。」とわざととぼけて答えるようにしていた。本来、研究業務の時間の４割程度は、フリ

ーなはずだというのが田中氏の考え方で、実線で描かれた工程表の中でもいろいろなこと

が出来るはずだと部下に伝えたかったのである。 

実際に部下にやらせてみると大体出来てしまうものだった。これが、田中氏流の部下の

指導法であった。 

１本の線の話については、若い頃に別な意味での苦い体験があった。田中氏が木造住宅

の設計図面を大工の棟梁にみせた時、「あなたは簡単に一本の線を引いているけど、入り組

んだ軒の線を一本にするには、それぞれ屋根の勾配が変わるから大変なんだ。」と言われた

ことだった。「そこで悟ったんです。」と田中氏は言う。 

当初、建築家を目指していた田中氏は、その棟梁の一言で建築家への道を諦め、コンク

リートの専門家になることを決意したのである。 

（40 代までは「会社のため」、50 代からは「社会のために」） 

40 代末ぐらいから、田中氏の仕事は社外の仕事がほとんどになった。これは、よい意味

で後進の指導や社会貢献をしたいと思ったからである。コンクリート関係はもとより、種々

の学・協会の委員会で、これまで 39 の委員会に参加してきている。一つの委員会の任期は

2 年平均であるため、1 年間で平均 13 研究委員会に参加している勘定になる。 

「それらの委員会開催が毎月あったりすると、もう本当に死にそうになる。でも、社会貢

献は自分で勝手に決めたんです。40 代までは会社のため、50 代はすべて社会のためにと。」 

企業に勤める人は誰にでも、「自分のために」、「会社のために」、「社会のために」とい

う、仕事配分のバランスがあるが、年代ごとにその切り口の比率が変わってくるものだと

田中氏は言う。会社のために本当に一生懸命やるのは 40 代まで、50 代になっても「会社

のために」だけというのは、会社が社会に支えられて存在できているということを忘れて

いるからだという。 
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「50 代はすべて社会のためというのは、私のロマンの世界ですから（笑）。」 

 

６．技術者としての田中氏の信条 

（工学研究は、世の中に役立つことが基本） 

実用的でない大学の工学研究に対して田中氏は手厳しい。「研究というのは『何のため

に』を放っておくと、どんどんエゴになってくる。基本的に社会のためとか、会社のため

という、そういう大義名分を持っていると方向を大きく間違えることはない。今の大学を

見ていると、自分の専門研究にひとりよがりになっているのが目に付きます。実務とほと

んど関係ない研究をして、毎年たくさんの発表論文が出ているけど、あまり世の中に役に

立っていないなというのが実情です。」 

工学研究は、「世の中の役に立つことが基本」という恩師浜田教授の教えがコンクリー

ト研究者田中氏の中に生き続けており、技術者としての信条となっている。 

（「名利を捨て去ること」「信念に従うこと」「世の平和を願うこと」－3 つが私の信条） 

大学から企業に移った時、田中氏は３つの信条を挙げた。 

「名利を捨て去ること」、「信念に従うこと」、「世の平和を願うこと」である。 

（名利を捨て去ること） 

田中氏は、博士号何本分もの業績を持ちながら、未だに博士号を取っていない。また、

透水型枠工法の開発でも特許出願はしたものの、その工法を独占しようとは思わなかった。 

「研究開発していた当時、日本ではコンクリート構造物の早期劣化が大きい社会問題に

なってきていて、コンクリートの専門技術者としては、耐久性を向上させる工法を早く提

案し広めなければいけないという使命感を感じていたので、特許はどうでもよかった。と

にかくみんながこれを早く使うようになればよいのにと思ったのです。」 

このような田中氏の姿勢は、信条のひとつとしている「名利を捨て去る」ということか

ら来ている。 

しかし、田中氏の個人の思いと競争社会の現実に乖離があることは、田中氏自身も十分

に自覚している。しかし、だからといって田中氏は怯んだりしない。 

それは、自分の「信念に従うこと」というもう一つの信条に支えられているからである。 

田中氏は、東大大学院時代、大学紛争で研究がストップし、精神的にも参っていた時、

たまたま鈴木大拙の禅の本に出会った。多情多感な時代で気持ちが純なだけに弱くて、何

が正しいのかよく分からずに、いつでもふらついていた。そんな時、禅という名前がつく
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本をどんどん買ってきて読んだ。そして、「禅は自力宗教――自力哲学、すべての物事は自

分の考え方一つだ。」ということが分かった。 

「信念に従うというのはまさに禅から来ています。自分自身が正しいと思ったことを行

って問題が起きたらそれはすべて自分の責任だということです。いつでも誰かに聞いて行

動していたら自分というものの心棒がなくなっちゃう。」 

 3 つ目の信条、｢世の平和を願うこと｣。細かく説明はしないが、田中氏の人となりや

普段の言動を知る人は誰もが納得できる事柄である。 

 

７．若者へのメッセージ 

田中氏は、若い頃より「教えない教育の大切さ」、「現場主義」を大切にし、かつ実践し

てきた。そんな田中氏から若者へのメッセージについて伺った。次の 3 つにまとめてみた。 

○ 「夢を持つこと」、そして人に「夢を与えること」が大切 

○ 「足元を見よ」 

○ 白紙に絵を書くことが大事 

 

○ 「夢を持つこと」、そして人に「夢を与えること」が大切 

田中氏は、「夢を持つこと」そして人に「夢を与えること」が大切だと言う。 

それは、浜田教授との出会いや受けた講義によるものである。田中氏は、浜田教授から

初に、「耐火的な都市はコンクリートがないと築けない。コンクリートがなくてはならな

い材料だ。」ということを学んだ。 

コンクリートの耐久性を向上させるにはどうしたらいいか、また、材料としてどう改善

したらいいか、使いづらかったらどう改善したらいいのか、地震でも壊れないようにする

にはどうしたらいいかなどのさまざまな課題が起こってくる。 

「それらみんな夢になるんです。それは自分のためではなく、みんな社会のために実現

する夢なのです。」と田中氏は語る。 

コンクリートの問題に限らず、自ら何かを実現したいという夢を持つこと、そして他人

にもそのような夢を与えることが大切だと田中氏は言う。 

○「足元を見よ」 

「スキーをしているとき、もしガスがかかってきたら、足元に注意を払って滑らないと

危険な目に会いますが、特に今みたいに不透明な時代には、目標を決めて、足元をしっか
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り見て進むことが大事だと思うんです。 

一人の人間が生きている間にできることはそれほど多くないですから、どんなときでも

立てた目標に向かって足元を見ながら丹念にやっていき、体得したものを生きている間に

世の中にお返しする、難しく考える必要などありませんね。」とある雑誌のインタビューの

中で述べている。 

「足元を見よ」とは、田中氏の信条としている「信念に従うこと」と同義で、自分自身

の思ったことをやらず、いつも人が言ったからといって他人の責任にしていたら、思いど

おりの人生なんて歩めませんよ、ということである。 

「人生はうまくいかなくてもともとですものね。」と田中氏は言う。 

○白紙に絵を書くことが大事 

田中氏は増澤部長から与えられた泥水固化法の開発に当たって、予め先行技術の所在を

一切知らされず、問題の原点に立ち戻り試行錯誤の末に開発に成功した。この経験を通し

て田中氏は語る。 

「研究課題にもよるが、あれもこれも既にやられているという外からの情報がかえって

結構災いするものです。既成情報に強く影響されて発想そのものが偏りやすくなる。もの

を知ってからそれを消すということはなかなか難しいものです。どんなテーマでも 初に

関連データや情報を早く集めることより、まずは自分なりにそのものを基本から考えてみ

る。つまり原点に戻ることが大切です。それから情報を集めるのはいいと思います。原点

に戻れば、そこから発想するすべてが新しいのです。」 

物事を考える場合、 初に情報を入れず、白紙に絵を書くことが大事であることと田中

氏は強調した。 

 

【エピローグ－６０年の人生を振り返って】 

1942 年（昭和 17 年）生まれの田中氏は、今年（2004 年）61 歳を迎えた。ちょうど学生

時代の恩師浜田教授と同じ年齢である。 

「人が残せるものは、その人が世の中のために本当に賭けていた熱意みたいなものだけ

ではないかと思うんです。浜田先生のような大先生たちが『こうしろ』と言ったわけでは

なく、『世の中をつくるためには、これが大事なんだ。あれが大事なんだ』と言ったこと。

そのために先生方も努力されてきたこと。その余韻、波紋が世の中に残っていくような気

がするんです。」と田中氏は語る。 
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コンクリート研究者として大きな仕事を成し遂げた田中氏も、一生を賭けた熱意を若い

技術者たちに残したいと思っている。 

一昨年から昨年（2002 年～2003 年）にかけ、(社)日本コンクリート工学協会の委員会

で大学での講義用のコンクリートの教科書を作成した。その教科書は、内容が盛り沢山で、

学者的な書き振りも残っているということで、「工学は分かりやすくなくてはだめ」という

考えを持つ田中氏ご本人は、まだ、満足をされていない。 

2004 年 11 月半ばからは、コンクリートの専門家としての経験や知識を活かしたいと、（社）

日本コンクリート工学協会に勤務し始めた。それもこれも、田中氏の言う社会貢献とのこ

とである。 

「今、世の中にお返ししているんです（笑）。」 

60 年余の人生の中で、田中氏はさまざまな方のお世話になった。不本意にも恨まれる人

もいるかもしれない。 

私が 後に田中氏に尋ねた。 

「死ぬ時は、チャラがいいですか？」 

「ええ、チャラが一番いいでしょうね。」 

と田中氏は、好々爺のような顔をして笑った。 

（文責 大熊謙治） 
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高炉とコークスの狭間で四半世紀 

中
なか

 村
むら

 正
まさ

 和
かず

 

インタビュアー：黒木正章、永田宇征（記） 

日 時 :平成16年11月2日15：00～ 於：（株）日鉄技術情報センター 

プロフィール 
 
１９３６年３月２４日 福岡県八幡市（現北九州市）生まれ 
１９６１年 ３月  東京大学 工学部 応用化学科卒業 
１９６１年 ４月  八幡製鉄（株）（現 新日本製鉄（株）入社 
１９６１年１０月  八幡製鉄（株）東京研究所（その後基礎研究所、 

第一技術研究所、先端技術研究所と名称変更）勤務 
１９８６年 ２月  新日本製鉄（株）特別基礎第２研究センター所長 
１９８８年 ５月  人事部所属 （株）日鉄技術情報センター出向 
１９９０年 ６月  （株）日鉄技術情報センター 取締役調査研究部長 
１９９２年 ６月  常務取締役 調査研究部長 
１９９７年 ６月  専務取締役 
１９９９年 ６月  常勤顧問 
２００１年 ６月  特別研究員（現職） 
 
社外活動 
１９８８年 ６月  東北大学 選鉱精錬研究所講師（１９８９年３月３１日迄） 
１９８９年 ４月  北里大学 衛生学部化学科非常勤講師（１９９５年９月迄） 
１９８８年 ７月  学振６９委（素材・プロセシング）運営委員 
                    （１９９５年４月より２００４年３月まで総括幹事） 
 
受賞暦 
１９８１年  日本鉄鋼協会 俵論文賞(高炉反応解析) 
「プラズマによるフロン分解技術の開発により」 
１９９４年：日刊工業新聞社より「環境賞」受賞 
１９９５年：米国環境省より「オゾン層保護賞」受賞 
１９９６年：日本経済新聞社より「日経地球環境技術賞」受賞 
１９９６年：注目発明選定（科学技術庁） 
 
主な業績 
＜新日鉄＞ 
１）高炉内反応に関する研究（学位論文） 
＊ 昭和４４年～５２年 

要素反応実験解析・モデル実験・計測器開発、現場実験 
  高炉計測制御システムの開発（新日鉄社長賞） 
２）新製鉄プロセスに関する研究 
＊ 昭和３６年～３９年 流動層還元 
＊ 昭和５０年頃    シャフト炉還元／原子力製鉄（高温ガス炉：HTGR）（通産省大プロ） 
＊ 昭和５５年～６１年 溶融還元基礎反応 ⇒ DIOS(通産省大プロ） 
            プロセスシミュレーションによる最適プロセス設計 
３）未利用資源の活用に関する研究 
＊ 昭和４０年～４１年 ラテライトからのNi回収技術開発 
＊ 昭和５３年～５５年 重質油の燃焼技術開発（通産省大プロ） 
＊ 昭和５４年 石炭ガス化調査（Rockwell  International） 
＊ 昭和５６年～５７年 オイルシェールの乾留技術開発（通産省大プロ） 
４）物性測定に関する研究 
＊ 昭和４２年～４３年  複合酸化物の高温物性測定（実験データ解析プログラム開発）／紙テープ！ 
５）計算機システム開発 
＊ 対話型オンラインデータベースシステムの開発（新日鉄社長賞） 
＜日鉄技術情報センター＞（＊＊：は実験研究を伴った調査案件） 
１）画像情報によるコミュニケーション技術に関する調査（科学技術庁）＊＊  
２）マルチメディア・コミュニケーションの将来に関する調査（新日鉄） 
３）研究情報ネットワーク構築に関する調査（工業技術院） 
４）21世紀オフィスビルのインフラとしての情報通信技術の調査（東京工業大学、竹中工務店、三井建設、大

林組、丸紅建材、新日鉄）＊＊ 
５）高品質保持フードシステム技術研究（農林水産省）＊＊ 
６）プラズマによるフロン分解技術の開発（プロジェクトマネージメント）＊＊ 
  （東京大学、通産省工業技術院、東京電力、日本電子、日鉄化工機、新日本製鐵） 
７）「バイオマス資源のエネルギー変換技術研究委員会」委員／地球環境産業技術研究機構 

８）プラズマ助燃による微粉炭燃焼システムの開発（ＮＥＤＯ）＊＊ 
９）「北九州産業技術博物館構想検討委員会」委員／北九州市 
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はじめに 

日ごろ何事によらず控えめな中村氏が、一点豪語することがある。「世の中のどのよう

な産業も、どのような社会システムも鉄の恩恵を受けていないものはない」。鉄屋を父に持

ち、自らも鉄一筋の人生を歩んできた中村氏の矜持と心意気を示すせりふであるが、この

中村氏の聞き取りを行いたいということは、数年来胸の中にあったことである。中村氏に

は、黒木委員長もそうであるが、私的研究会の場で長年に亙る指導を受けている。その学

殖と人格に傾倒しているということもあるが、もうひとつには、中村氏が言うように世の

中の成り立ちを支えている鉄、この否定しようのない圧倒的な力で迫ってくる鉄の技術に

ついて一度は由来を訪ねてみたいという気持ちがあったことも大きい。 
鉄という巨大な技術体系の中で、しかも大きくは技術導入と言う潮流の中で育ってきた

技術体系に、この聞き取り調査が発足以来志向してきた個人の創造というコンセプトに結

びつくものがあるのか、といった議論もあった。しかしそのような点において多少の犠牲

を払わなければならないことがあるにしろ、長年続けてきたこの聞き取り調査において

「鉄」に関する聞き取りがないことは委員会として手抜かりの謗りを招きかねず、また、

このような巨大な体系における技術開発がどのようなものであるかについての知見を得る

ことも逃せない観点であり、なにより、技術開発という行為において個人の創造性が発揮

される場面が皆無ということがあり得ようはずがない、ということで中村氏に対する聞き

取りが実現することになった。 
当初中村氏は辞退した。戦後の鉄の技術開発の跡を辿るなどということは自分の世代の

ものには難しい、もっと先輩で相応しい人がいる、といって中村直人氏を紹介してくれた。

確かに中村直人氏は戦中に技術将校として活躍し、戦後の復員後、廃墟の中から鉄の技術

をひとつひとつ積み上げてきた、戦後日本の鉄の技術開発史を一身において体現した人で

あった。事前に渡された資料や著書を読みながら、これはまたとない語り部を得た、すば

らしい聞き取りができる、戦後の鉄の技術開発の全貌を知ることができる、とわくわくし

た。ところが予期せぬことが起こった。中村直人氏が急逝したのである。期待していただ

けに落胆は大きかった。折角の話を聞く機会を永遠に逃すことになったということと、貴

重な語り部をまたひとり失ったという思いが交錯してやりきれない思いであった。しかし、

予定した聞き取りは行わなければならないということで、話を振り出しに戻して、再度中

村氏に依頼した。中村氏も今度は、戦後の高炉の技術開発のすべてを追うということでな

く、自分が関わった技術開発の周辺に限定するという条件つきで引き受けてくれた。 
聞き取り当日の中村氏は、テーマとして高炉をとりあげてくれたたことに感謝したいと、

律儀にわれわれに対する謝意を表した後、聞き取りに応じてくれた。以下に概要を記す。 
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１．生い立ちと家庭環境 
 中村氏は八幡製鉄所の技術者を父として昭和 11 年に製鉄所の付属病院で出生した。幼

い頃から製鉄所から発生する７色の煙を見ながら育ったという。当に鉄の申し子ともいう

べき人である。父君は化学専攻で、八幡製鉄に入社後コークスの開発に携わって一生をコ

ークス屋として過ごした。母堂の祖父は松本藩士であったが、脱藩して江戸へ出てきた後、

東大の前身である開成所の化学の教師を経て文部次官を務めたほどの人であった。その血

を受け継いだのか、母堂は好奇心の塊のような女性であった。料理をするにも、化学の実

験をするような姿勢で臨み、いろいろと工夫していた。おかげで中村氏は不思議な料理に

つき合わされながら育ってきたという。このような家庭環境であり、住環境であったから、

中村氏はごく当たり前のように理系、それも化学を専攻した。弟妹３人もすべて化学系の

学科に進んだ。折りしも父君が東京に転勤になったので東大に進学した。 
 高炉一筋の中村氏であったが、大学時代に一時期だけバイオケミストリーに興味を持っ

たことがある。ちょうどこの学問分野が体系化された時期で、ゼミで聞いてこんな面白い

ものはないと思った。生命現象が化学方程式で書けるということが非常に新鮮で、これは

ちょっとやってみたいと思った。しかし、果たしてこれで飯が食えるか、という懸念があ

ったので、断念して工学部へ進学した。 
 卒論で安東研究室を選んだが、先生に割り当てられたのが重質油の水添脱硫の実験であ

った。当時は触媒をいろいろな条件で焼いてみて、それを反応塔に詰めて、温度を変えた

り圧力を変えたりして、ひたすら実験を繰り返しながら、いい条件を見つけるという方法

しかなかった。全く理屈も何もない世界であった。このときの経験が入社後の中村氏の進

路に影響を与えることとなった。 

 
２.八幡製鉄所入社から高炉研究へ 
 中村氏が八幡製鉄所に入社した頃は、鉄鉱石、石炭ともに輸入難の時期で、世界の製鉄

会社すべてが、将来は高炉以外のプロセスに頼らざるを得ないのではないかという状況に

あった。そこで、鉄の粉鉱石に下から還元ガスを送って、浮遊させながら還元して金属に

するという流動層還元法が世界的に研究されており、中村氏もこの研究を実施しているチ

ームに配属された。パイロットプラントを２交代で連続運転するなどして研究していたが、

昭和 40 年頃になって、オーストラリアが鉄鉱石、石炭の輸出禁止を解除したために、条

件がガラリと変わってしまった。こうなると高炉以外の選択の余地がなくなった。それま

での研究はどこかにすっ飛んでしまって、皆が一斉に高炉の研究に走り、中村氏も高炉の

研究へと転換することとなった。技術開発が政治、経済といった社会現象に左右されるこ

との好例であろう。 
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３．高炉とコークス 
 高炉による製鉄の原理については、中村氏が聞き取りの中で説明しているので、詳しく

はそちらを参照していただきたい。ここでは高炉とコークスの関係について略述する。 
 高炉は、不純物を含んだ鉄鉱石(酸化鉄)を還元して金属鉄を取り出す装置である。この

ときに反応式が以下で書き表される。この還元剤としての CO を与えるのがコークスであ 
Fe2O3＋6CO→2Fe＋3(CO＋CO2)   

り、石炭を乾留して得られる。中村氏も述べているように、コークスの役割は単に CO を

供給することのみではない。羽口から入った熱風と高炉内にあったコークスによって作り

出された高温の CO を、高炉全体に配置された鉄鉱石の間を均一且つスムーズに上昇させ

るためのスペーサの役割がもうひとつの重要なものとしてある。これが旨く作用しないと、

一部の通りやすい通路を通って CO が抜けてしまう、いわゆる吹き抜け現象が起こってし

まい、悪くすると何ヶ月も高炉を止めなければならないことになってしまう。したがって、

良質のコークスを如何に安く入手するかは、高炉技術が始まって以来、そうして今後も続

く極めて枢要且つ永遠の課題なのである。 
 さて、ここで中村氏の父子二代に亙る、コークスに関わる因縁話を紹介しよう。中村氏

の父君がコークス屋であったことは先に述べたが、晩酌をしながらよくこぼしていたとい

う。つまり、高炉で何かトラブルが起こると、高炉屋からコークスのせいにされる。コー

クスの何が悪いから、こういうものを焼いてくれという指示はなくて、ただ炉況が悪いか

らコークスを何とかしろ、といってくる。その、コークス屋からみると理不尽な要求に、

いつも泣かされていたわけで、中村氏は父君のぼやきを聞かされながら育った。中村氏が、

極自然に製鉄所に入社はしても、コークス屋にはなりたくないと思ったのも、これまた自

然なことであったはずである。とはいっても、コークスと高炉の関係は断つに断てないも

のであり、これを何とかしなくてはならないとの問題意識は常に中村氏の念頭にあった。

これが後のテーマに結びついていく。 

 
４．運命的な出会い 
 中村氏が入社した頃、重油吹き込み法という技術が導入された。送風羽口のごく近傍で

は 1400 度くらいの高温空気が猛烈な勢いで吹き込んでおり、１メートル半ほどの空洞を

形成している。上から下がってきたコークスがこの空洞に達すると、熱風に吹き飛ばされ

て非常な勢いで旋回する。この有様が競馬場を馬が駆け回っている状態を連想させるので、

この空洞部分をレースウェイと呼んでいる。上述のように、コークスには還元剤としての

役割とスペーサとしての役割がある。還元剤としての役割は、レースウェイでコークスか

ら CO が生成されることによってなされる。このレースウェイに重油を吹き込んで CO を

生成すれば、還元剤としてのコークスの役割を一部肩代わりさせることができるわけで、

コークスの節減が可能となる。 
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 石炭、鉄鉱石の輸入が可能となって、流動層還元から高炉へ研究を転換したことは先に

のべたが、このころは、コークスを減らすために重油をいかにたくさん吹き込むかという

ことが課題になっていて、その検討委員会が組織された。中村氏は上司から委員の一人に

指名された。氏によれば、卒論で重油の水添脱硫をやったということが上司の念頭にあっ

て中村氏を指名したのであろうということである。当時レースウェイが燃えている状態を

定量化できないかという話が出ていたので、中村氏はそのような問題意識を持って重油吹

き込みの委員会に出ていた。 
 ある日研究所の廊下を歩いていると計測実験室のドアが開いていて、中にテレビのモニ

ターがあり、何か画面が映っていたのでよく見るとまさにレースウェイの状況を映し出し

ている画面であった。これを中村氏は運命的な出会いと言う。この実験を行っていた計測

屋の人たちは、従来宿老が羽口を目で覗いてレースウェイ状況を推定していたのを、テレ

ビカメラに見させて計ることはできないか、という問題意識で取り組んでいたのであるが、

計測屋である彼らにはそこまでが限界であった。このことは彼らの能力が劣っていたこと

を意味するわけではない。問題意識の向かうところが異なっていたのであるから。これに

対して中村氏は高炉屋であり、その上、燃えている状態を定量化するという問題意識を持

って神経を研いでいたのである。これは使える、とのひらめきが走った。温度が低いとこ

ろは画面上で黒くなっている。この黒いところの面積が燃焼状態定量化の、ひとつの手が

かりを与えるのではないか。 
 それからの中村氏は計測研究室に入り浸って、計測屋とタイアップしながら検討を重ね

た。全体の面積の中の黒い部分の面積をリアルタイムで計算する電子回路もつくった。こ

のことがきっかけとなって、羽口の重油吹き込み部分だけでなく、ほかの部分の計測へと

発展していった。 

 
５．計測による高炉とコークスの橋渡し 

レースウェイの手前の部分では酸素の分圧が高いので、コークスと反応して CO2 が生じ

る。しかし、レースウェイを通り抜けたコークスは、ぎっしりと詰まった充填層を形成す

るので、この領域では平衡の関係で、一旦 CO2 になったものが CO2＋C で CO に戻ってし

まう。この反応は吸熱反応であるので、折角の高温を下げてしまう。温度が下がると溶銑

を取り出すこともできなくなるし、反応でコークスが消費されるのも困る。したがって、

この反応は実際には起こって欲しくない。つまり、ここで反応を起こしにくいコークスを

焼くにはどうすればよいかといったことが課題になってくる。 
このレースウェイやその近傍の状況のみでなく、高炉の内部で起こっている反応の実態

を知りたいということで、炉のいろいろな部分に検出端をつけて計測を行った。この検出

端を花魁簪と揶揄されながらも計測屋と一緒になって研究を進めた。 
そうこうするうちに、重油の多量吹き込みのテーマで入った高炉の世界であったが、何
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とかコークスの性質と高炉炉況の間の因果関係を、計測という手段を媒体にしてはっきり

させたいということに関心が移行していった。何かにつけて高炉屋から苛められた父君の

無念の思いを晴らしたい、ということが中村氏の潜在意識として、働いていたということ

はあり得よう。事実、中村氏の当時の上司は、中村氏の研究の報告を聞きながら、「お前、

親父の仇を討ちよるなぁ」と、にやにやしていたとのことである。 
そのことはともかくとして、中村氏の研究は広がっていった。高炉にいろいろな検出端

をつけ、テレビで炉内を覗いたり、ガスのサンプラーで中のガスの分析をしたりした。し

かし、そういうデータが出てくれば来るほど炉内で何が起こっているか分からなくなって

きた。いろいろなデータは得られるがそれらの相関が理解できない。結局はもう一度反応

へ戻らないと分からないということになった。高炉は炉頂で原料を装入すると、その後は

羽口での送風条件しか操作要因がない。宿老が羽口を覗いて炉況を判断して操業した所以

である。そこで、矢張りレースウェイが高炉の一番の要らしいというところに辿りついた。 
木炭と普通の製鉄用コークスを、同じ送風条件下で比較すると、前者の場合、 高温度

が 1250 度くらいまでしか上がらないが、後者では 1800 度くらいまで上がる。同じコーク

スでも粒度を変えただけで、レースウェイの大きさが大幅に変わり、 高温度やガスの流

れも変わってくる。たとえばコークスの粒径が小さいと、ガスがレースウェイから真っす

ぐ壁際を上がってしまって、炉の中心まで行かないが、粒径が粗いと、中心まで入って行

ってくれるということが、温度分布を見ることによって分かる。このように、どうもレー

スウェイが高炉のへそらしいとの確信を深めて、レースウェイを中心とした計測と、モデ

ル炉による実験から、高炉とコークスの橋渡しへと進んでいった。 
 

６．研究の広がり 
 前節で述べたように、レースウェイに着目して、レースウェイを切り取っていろいろな

実験をした。これは中村氏のオリジナルである。ただ、温度測定という点に絞れば、19 世

紀にブンゼンがレースウェイの温度を測定しており、彼がそのとき既にレースウェイの温

度の重要性を認識していたことになる。歴史に名を刻むほどの人の先見性に改めて感嘆さ

せられる。中村氏が切り取って実験したのはレースウェイだけではない。炉頂や途中のと

ころを切り取ったりして、いろいろなモデル実験を行った。この頃の研究で特記しなけれ

ばならないのは下記に述べる成型コークスに関わる研究である。 
 発端は、新日鉄のトップから、関西のあるコークスメーカーの苦境を救うために、そこ

の成型コークスを使うよう指令があったことである。成型コークスの善悪は措いて、とに

かくそれを使うという既定の方針が出されたのである。しかし、これを使わされる現場と

しては、わけの分からないものを使ってどういうことになるか、もし何か不都合なことが

起こったら事業所の損失となって、後々自分たちが苦労しなければならないという不安が

ある。そこで、レースウェイの実験を始めていた中村氏等のところに、事前にチェックし
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て欲しいとの要請があった。成型コークスを入れたときに、一体高炉がどのように応答す

るかを検出端を使ってトレースする、成型コークスを使用した場合にレースウェイでどう

いうことが起こるかを調べる、ということの二点である。 
 そこで実験してみると次のようなことが分かった。普通コークスを入れた場合は、ガス

が比較的素直に斜め上に上がっている。つまり炉の中心に向かって流れている。ところが

成型コークスを入れた場合は、細粒コークス使った場合と同じように炉壁に沿って上がっ

ている。糊の部分が選択的に侵されてレースウェイで粉に戻ってしまうという問題点も明

らかになった。 
 しかし、現場はこのような成型コークスを敢えて使ったのである。もちろん製鉄所とし

ては、トップからの指令で使わざるを得ないという受身の姿勢ではあったが、現場は違っ

た。将来、成型コークスを使うことを本気で考えなければならない事態が起こるかもしれ

ない、そのときに備えて知見を得ておこう、その意味ではこれは千載一遇の好機であると、

積極的であった。そうは言ってもリスクを伴う実験であった。成型コークスを入れ始めた

途端に圧力がさっと上がる。炉壁沿いに熱風が上まで上がり、炉頂から外部へ吹き抜けて

しまう吹き抜けを起こすのではないかと気が気ではなかった。そうなると、高炉が半年く

らいは使えなくなり、多大な損失となる。工場長が計器の前に座り込んで睨んでいるよう

な状況であった。普通であれば「やっぱり止めた」となるところを、これを担当した堺の

現場は 後まで頑張った。ライン、スタッフともに頑張った。理論的取り扱いを得意とス

タッフの責任者であった課長等、よき人材もいた。 
 中村氏は、間違えば高炉一本をだめにするかもしれない実験を敢えて推進した、当時の

関係者の度量の大きさをのおかげで得がたい経験をしたと、これを徳としている。中村氏

等がモデル炉での実験で、多分このようなことが起こっているに違いないと予測したこと

が、現実の高炉で確かめられたということは、やはり大きなことであった。この一連の成

型コークスに関する研究は、粘結炭を減らすときに、どのようにすれば粉になってしまう

ことを防ぐことができるかという技術の開発につながった。また、得られた知見から、粗

い通常のコークスを炉の中心部に入れて、成型コークスは外周部に入れるという装入技術

も開発することができた。 
中村氏が手掛けた、コークスに関するもうひとつの大きなテーマは、高炉炉底の溶銑流

研究である。上から降りてきた溶銑が、出銑口に向かうとき、比較的コークスが疎になっ

ていて通りやすい壁際を通る。このため、炉底のレンガが侵食されて、ある日突然レンガ

を破って漏れ出すという事故が起こる。そうなると冷却に使っている水が水蒸気爆発を起

こしてたいへんなことになる。これを未然に防ぐための対策を立てるべく研究した。モデ

ルを作って、炉底コークスがどういう詰まり方をしたときにどういう流れ方をするかとい

う、メカニズムの研究を行った。その上で、実際の炉で検出端を補強した上で、上でどの

ようなアクションを取ったときに、どのように検出端に反映するかを検証した。このとき
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今では許されないアイソトープをトレーサとして使う実験もした。 

 
７．数学モデル  
 さて、以上のように、中村氏は炉頂、レースウェイ、炉底と、高炉の重要な部分につい

て、計測とモデル炉による実験、さらには現場の高炉を使って研究した。高炉途中を装入

物がどのように降下してくるかも調べた。しかし、それはあくまでも部分々々が分かった

ということでしかない。したがって、それを全体として高炉の状況を表すように再構成す

るとなると、その部分々々を繋ぎ合わせて高炉を１本作るしかない。 
 中村氏のグループは、部分々々について微分方程式を立て、境界条件を合わせながら全

体をつなげていった。たとえば、充填層のガスの流れについてはナビア－ストークス式と

かカルマンの式といったものを使い、粒子の充填状態をパラメータにして、熱の伝達とか

反応式などを組み合わせた数学モデルを作っていった。しかし炉頂についてだけはどうし

ても理論モデルができなかったし、下から上がるガスのために鉱石やコークスは浮きがち

になっている。このような問題については、実験式で置き換えた。このようにして作った

数学モデルを実験値で検証しながらモデルの完成度を高めて行き、大体の炉況を表す数学

モデルを得ることができた。炉内のモデル化の効用はパラメータを独自に変更できること

である。実際の高炉では条件をひとつだけ変えることは不可能である。必ず関連する条件

が付随して変わってしまう。数学モデルでは自由に条件を変更することができるので感度

分析が可能であり、高炉を何本つぶしても叱られることはない。数学モデルはたとえば、

重油の代わりに微粉炭に変えようなど操業条件を大きく変えようとする際の対策を立てる

といったことに非常に有効である。 
 中村氏は、自分は高炉技術のごく一部をやったに過ぎないという。謙遜でなく本当であ

ろう。高炉という大技術体系について、一人の研究者がすべて手がけるなどということは

あり得ないことである。しかし、わけの分からなかった高炉に、計測という手段を持ち込

んで、種々の量を定量化し、炉況を表す数学モデルを作ったことは、やはり画期的なこと

であると、筆者は思う。 
 
８．技術の評価 
 技術の評価ということについて中村氏に聞いた。つまり、ある技術について、その技術

の本質としてスジがいいものかどうかを見分けるポイントは何か、というものである。中

村氏は、それが分かれば苦労はしない、としながらも以下のように答えてくれた。 
 自分は何か分からないことがあったら、原点に戻ることにしている。原点に戻ればスジ

の良し悪しが分かるというものでもないけど、はっきりしているのは原理的におかしいと

ころがあれば、これはだめ、ということである。それから評価尺度として何を持ってくる

かという問題がある。量産という尺度か、原理的に量産に向かないという観点からふるい
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にかけるか、それともできたもののパフォーマンスが悪いということでフィルターをかけ

るのか、ということである。 
 あるときの状況下でフィルターをかけてバツにしても、状況が変わるとそれが逆転する

ということはよく見られることである。例えば高炉技術を応用したガス化溶融炉をごみの

焼却に使えないかということで昭和 50 年頃に取り組んで、見事に失敗した。このために

前途有為な人がどれだけつぶされたか分からない。その後、原点に戻ってトラブルの原因

を解明し、現場的な方法論と組み合わせて再登場させた結果、一時はエンジニアリング部

門の花形にまでなった。スジがいいとか悪いとかをとかく早く決めたがる人がいるが、あ

まり性急であってはならない。量産には向かない技術でも、その技術に依らなくてはでき

ないものがあり、できたものが代替が効かない極めて重要な製品であるならば、その技術

はスジが悪いとは決して言えない。一面だけの評価では大事なポイントを見逃すこととな

る。 

 
９．若者に対する責任 
 後に「若者へのメッセージ」を聞いた。この聞き取り調査を始めた 1994 年当時、若

者の技術離れ、製造業離れが憂慮されており、若者よ技術に回帰せよ、との思いを込めて

先達に若者へのメッセージを求めた。以来聞き取りの必須項目として掲げているものであ

る。中村氏から出た言葉は予測外のものであった。「これは若者というより経営者の問題」

と切り出した。中村氏の入社当時、あるいはそれからかなり時間が経ったころでも、出身

大学に行って「自分の会社はこんなおもしろいことをさせてもらえるいい会社だ」と後輩

に宣伝してリクルート活動ができた。ところが 10 年くらい前から、若い先輩社員がその

ようなことを後輩に言えなくなってしまった。当人自身が満足していないのでとても後輩

に対して、自分の会社はいい会社だから、と言えないというわけである。それほど、会社

が自社の社員に将来ビジョンとか、夢、希望といったものを提示できなくなってきている。

加えて、会社に余裕がなくなり、昔中村氏がさせてもらった、間違えば高炉ひとつをつぶ

してしまうといったような実験など、今ではとてもさせてもらえない。 
 したがって、若者が技術離れを起こしているからといってもそれは若者側の責任ではな

く、経営者、われわれ世代の問題である、というのが中村氏の考えである。若者に一声か

けてすむような問題ではなく、構造的に若者が活躍できる場をわれわれ世代が用意してや

らなければならない。中村氏は現在シンクタンクとして NEDO のプロジェクトに関与し

ているので、勿論守秘義務の制約内ではあるが、若い人に情報を流しているそうである。

厳しい社内の予算ではできないことでも、このような公的な開発に参画すれば面白いこと

ができる、といった情報を与えることで若い人の動機づけを図っているとのことである。 
 政治的にも経済的にも、今日本の目指すべき方向が明確には示されていない。中村氏が

提起している問題は一企業が対処できる範囲を越えるものかもしれない。しかし、われわ
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れの世代が次代を見据えて何かをなさなければならないということには筆者も賛意を表す

るものである。われわれに課された責任は大きい。 
 
 
おわりに 

冒頭述べたように、当初、当に高炉の生き証人とも言うべき中村直人氏を聞き取り対象

者として予定していた。中村直人氏も快諾され、筆者の事前調査用に何点かの資料を送付

してくれた。自らの時間を偸みながらこれらの資料によって知識をものにしつつ、聞き取

りの日時を決定すべく、中村直人氏をはじめとする関係者のスケジュール調整に入ろうと

していた矢先にショックが走った。中村正和氏からある朝電話があった。「直人さんが亡く

なられたよ。だからこういうことは思い立ったときにすぐにやらなければいけないんだよ」

と叱られてしまった。 
筆者が聞き取り調査に関わり始めて 10 年になるが、このような例は今回で４人目であ

る。今回の中村直人氏を含めて２人は全くの突然であった。戦後の重要な技術開発の生き

証人を、またひとり失ったことは大きな痛手である。生者必滅の冷厳なる掟の前にはわれ

われは無力である。できることは、可能な限り、このような貴重な語り部の記録を早期に

整備するということである。 
中村直人氏の話は永遠に聞けなくなったが、今年度の高炉に関する聞き取り調査自体は

中村正和氏の協力を得て無事終えることができた。旧知の間柄であったこともあってフラ

ンクに聞くことができて、筆者としては実り多い満足の行く聞き取りであった。 
 

（文責 永田宇征） 
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取材を終えて：左から 黒木委員長、中村氏、永田委員 
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シリコントランジスタの実用化開発 

川名喜之氏 

はじめに 

●それでは始めさせていただきます。 

●川名 よろしくお願いいたします。 

● 初に、黒木委員長から簡単にこのプロジェクトの経緯と趣旨をお話しさせていただい

て始めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

●川名 よろしくお願いいたします。 

●今日はお忙しいところ、どうもありがとうございます。この聞き取り調査を始めたのが、

平成 6 年が 初の年だったのですが、昨年までで 90 人の方にお聞きしました。企画の趣旨

は、業界では極めて有名な方であっても、一般の人は知らない方、ただしその方たちが関

与した商品などを聞きますと、「ああ、それなら私も知っていますよ」というようなものが、

この聞き取り調査の中の大きな意味では対象になっているとご理解いただけると思います。 

それで、我々選考する委員のほうも、そういう意味では先に有名な商品がイメージとし

てわいてきまして、どうしても素材や原料みたいなものとか、「産業の米」になるようなも

のをややもすると忘れてしまいがちで、鉄を溶解する高炉技術というのも今年初めて聞い

たというようなことです。 

 今回は川名さんから半導体、特にその中でもシリコン半導体ということでお話を伺いま

す。我々は半導体といってもゲルマニウムとかは聞いているのですが、素人にはゲルマニ

ウムとかシリコンの意味合いが、どういうところが違うかということを知らないで、どち

らかというと製品であるウォークマンとか、トランジスターテレビとか、そんなものばか

りをイメージするのですが、今日は本当に大事なところを開発された先生から伺えるとい

うことで、非常に私としては楽しみにしております。 

 それから、 近、若い人たちが「ものづくり」からやや遠ざかるといいますか、採用す

べき企業側が採ってあげないという厳しい側面もあるのですが、若い人たちがどうも技術

から離れそうな雲行きでありますので、ぜひ先生の話などを伺って、またそういう人たち

が興味を持っていただきたいということで、今日はお話をお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

●川名 ありがとうございます。 

●早速ですけれども、今日は「半導体エレクトロニクスの改革の歴史」という一つの大き
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なテーマを掲げ、その中で川名さんの携わられたシリコントランジスタの技術の発展の歴

史をお伺いできるということで、楽しみにしておりました。唐澤でございます。こちらは

前に NEC におられた永田前委員長でございまして、この中では永田が一番、半導体は詳し

いほうですが、何分にも我々は委員長の黒木も私も素人でよくわかりませんものですから、

また若い人たちにわかりやすくお話をお伺いできればと思い、期待をしております。早速

でございますけれども、形どおり、お名前とお生まれになった年月日とか場所、その辺か

らまずお話をお聞きしたいと思います。 

 

生い立ち 

●川名 わかりました。今日は本当にこういうところに呼んでいただきまして、私も大変

光栄だと思っております。シリコンの仕事をやりましたのも本当に会社の命令といいます

か、会社がちょうどそういう時期に当たったということで、それに遭遇したこと自身が幸

せだったのではないか、大変名誉なことだったと思っています。 

 私の名前は川名喜之（かわな よしゆき）と申しまして、昭和 7 年（1932）3 月 1 日生

まれでございます。生まれたところは、昔ともう変わってしまいましたけれども、今の番

地でいいますと、千葉県市原市海保（かいほ）160 番地です。そういう名前で、昔は村だ

ったのですが、今は市になっております。 

●幼少のころにお読みになった本とか、その辺も簡単にお伺いしたいのですが、また、小

学校、中学校、高校のお名前もお願いします。 

●川名 小学校は村の小学校でございまして、東海尋常高等小学校だったと思います。昔

は尋常高等小学校と言っていました。中学校は千葉中学校でございます。高等学校は途中

から編入になったんです。戦争が終わって新制高等学校というのができました。中学校の

4 年を終わったところで新制高等学校に編入になりまして、したがって中学校に入ったの

が昭和 19 年（1944）、戦争たけなわのころだったのですが、高等学校に編入になったのが

中学 4 年を卒業してからだと思いますので、昭和 23 年（1948）だったと思います。それで

25 年に卒業しております。 

●高等学校はどちらになりますか？ 

●川名 高等学校は千葉高等学校。 

●県立千葉高等学校。 

●川名 はい。したがって、私は 6 年間同じ学校にいたことになります。 
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●昭和 19 年ごろは、前にそういう話をちょっと伺ったのですが、4 年と 5 年が一緒に行っ

てしまったと、倍ぐらいにふえてしまったとか何か……。 

●川名 そうですね。4 年で旧制高校に行ける人もおりましたし、5 年から行く人もいまし

たし、そんな感じでした。 

●大学はどちらへ進まれたのでしょうか。 

●川名 大学は東京大学の理科です。昔は理科の 1 類と言っていましたけれども。 

●その理科に、理工系に進まれたのは、どういう動機があったのでしょうか。 

●川名 私は文科のほうも好きだったんですが、もともと理科でも数学みたいなものが好

きだったものですから、自分は理科に行くんだと何となく決めていたので、それで理科に

行ってしまったんですけれども、本当は文科のほうがよかったのかはわかりません。 

●それは影響を受けた人や本とか、小さなころのご経験とか。 

●川名 一つは、やはり父親が小学校の先生で、その後に中学校の先生になりましたけれ

ども、私に算数や何かを教えるのが好きで、それでそういうのが好きになったということ

もありますし、本でも多少の影響を受けたこともあるかもわかりませんけれども、 近騒

がれている野口英世の本などを読んだりしました。何となくそんなことで、だれからも「お

まえは理科だ」と言われたわけではないのですが、自分は理科へ行くんだなと何となく思

ってきたという感じです。 

●大学生活はいかがでしたか？ 

●川名 大学へ入って、まずは駒場の寮に住んでおりました。ちょうどそのころは旧制大

学と新制大学を切りかえるところで、私が入ったところは、寮もそうですが、学年でも旧

制高校から来た人が非常に多かったです。私は新制高校で、怠けて勉強をしなかったもの

で、そのまま新制高校を終わってから大学へ行ったのですが、旧制高校から来た人はかな

り多かったです。今でもそうですけど、そういう人たちとも仲間になって。それで駒場が

終わって本郷の学部に移るときに、成績もあまりよくなかったし、工学部の冶金学科に行

きました。冶金学科で、まあ本当に冶金をやっていたんです。29 年（1954）に卒業したの

ですが、大学院に行きまして、出たのは 32 年（1957）です。 

 32 年（1957）に出てからソニーに入ったのですが、そのときに私の先生だった橋口隆吉

（はしぐち りゅうきち）さんという人がおりまして、もう亡くなったのですが、この人

が日本では初めて「ディスロケーション・セオリー（転位論）」というのをやり始めて、そ

のころディスロケーション（転位というものはあるのかないのか、学会でもわからなかっ
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た。学会ではもちろん、ちゃんとダイナミクスをいろいろ研究していたんですけれども、

実際にこれがディスロケーションだというのを見た人はいなかったので、仮説だったので

す。でも、先生は一生懸命その講義をされました。日本でも、やはりそういう分野を開拓

したのは、あの先生が早かったのではないかと思いますけれども。 

 ゲルマニウムのトランジスタが始まるようになってからは、ゲルマニウムのトランジス

タの特性はやはりディスロケーションに依存するところが非常に大きい。だんだんディス

ロケーションというものが実態的にわかるようになってきて、例のエッチピットとかをは

かって、「これがディスロケーションだよ」ということになってきました。そんなこともあ

って、もう亡くなったソニーの前の社長の岩間和夫（いわま かずお）さんという人が、

トランジスタをこれからしっかりやるので、理工系の学生をたくさん採用したいというこ

とで、いろいろな大学の先生に電話をかけて「ぜひ来年度は、先生のところから学生さん

をこっちに回してくださいよ」と、あっちこっち全部に頼まれたと。 

 で、私の先生の橋口さんのところも頼まれて、岩間さんが「まあ、できの悪いので結構

ですから、1 人回してくれませんかね」と言われたそうです。それで橋口さんが、たしか

「できの悪いやつでいい」とは言わなかったのですが、岩間さんという人がぜひと言って

いるし、東京通信工業というのは非常に小さい会社で、大会社に比べたら本当に小さいけ

れども、でもトランジスタについては日本で一番だと。これからも発展する可能性のある

会社だから、いいと思うからという話をされました。まあ、どうなるかわからなかったの

ですが、でも本当にその後発展して、私も幸いだったなと思いますけれども、そのころは

本当に小さな会社でした。まあ、そんないきさつです。 

●橋口先生は既に半導体を見据えて、ディスロケーションのテーマを検討なされていたの

でしょうか。 

●川名 もともとは冶金ですから、結晶というか物質の強さ（ストレングス）を検討する

うちに、どうも普通に計算したらそんなに弱いはずはないということで、ディスロケーシ

ョンというのが関与しているだろうということから始まったわけです。そのうちに、半導

体というものがディスロケーションに大事だということがわかってきて、じゃあ、そっち

もあわせて勉強しようというふうな雰囲気だったのです。 

●川名さんは、卒論とか修士論文はどんなことを……。 

●川名 これはちょっと申し上げると恥ずかしいのですが、実は私は溶接をやっていたん

です（笑）。昔、航空研究所というのがありまして、三鷹ですか。戦争が終わって航空研究
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所が飛行機の研究をやらなくなって、それで飛行機に関係しているんだから運輸省がいい

だろうといって、管轄を運輸省にして、運輸省の技術研究所というのができまして、そこ

で何をやるのかといったら、交通に関係しているのだから、自動車と汽車と船だと。汽車

というか……（笑）。ところが何というか、電車のほうは鉄道研究所というのがありますの

で、したがって自動車と船が一番研究の対象になった。私は船のほうです。船そのもので

はないですよ。船の溶接をやりました。そのころ船は溶接でつくるようになったのですが、

船の溶接というのはなかなか問題が多くて、タイタニックではないですが、よく北の海で

沈んだりしまして、寒くなると壊れるんですよ。 

●低温脆性の問題ですか？ 

●川名 低温脆性。それを強くて、なおかつ鉄板が薄くて溶接しても壊れない、低温でも

壊れない材料を研究しようというのが、日本の政府の動きでありました。特に防衛庁が、

艦船にもいいものをつくりたいということで、そういう研究をやっていました。だから、

溶接性というのは一体何かというようなことです。恥ずかしい話で、大したものではなか

った。 

 

ソニーへ 

●それでいよいよソニーに入社されて、それは年代としては、29 年（1954）に大学を出ら

れて、修士を出られたのは 32 年（1957）ですか。 

●川名 32 年です。 

●大学は現役で入られたのですか。 

●川名 そうです。 

●ソニーには、どんな印象をもたれましたか、その当時の何か思い出か何か。 

●川名 実は、私は 32 年（1957）の 4 月入社ですけれども、実際には 32 年の 1 月からア

ルバイトという形で東通工に行っていたんです。もう早く仕事になれるほうがいいだろう

といって、三鷹の研究所からこっちに移りまして、毎日、品川に通ったんです。その前の

12 月ごろだったか、岩間さんのところに行ってこいよというので、行ったんです。岩間さ

んが案内してくれて、トランジスタラジオのいろいろな機種が大分できていまして、こう

いう機種をやっているんだという話をされたのです。「でも、これからはシリコンとか、化

合物半導体の時代になるんだ。だから今、ゲルマニウムでラジオをつくってもうけている

のは、金もうけのためにやっているんじゃなくて、次の研究開発をやるための資金を得る
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ためにやっているんだ」と言ったんです。昭和 31 年の終わりごろですけれども、今から考

えても、かなり先駆的な考え方だったと思います。 

●シリコンを含めた半導体の将来のために、今は資金を集めると。そのために……。 

●川名 そうです。「このラジオでもうかった金は、そっちのほうに使うんだ」というよう

なことを言っていました（笑）。おもしろいなと思ったんですけど。 

●ソニーに入社されたのは翌年の 32 年（1957）で、その年の 1 月からアルバイトをされた。 

●川名 そうですね。 

●そこはどんな職場だったんですか。 

●川名 そこは同じ職場ですけれども、半導体部の研究課というのがありまして、その研

究課では次の世代のトランジスタの研究開発をやっていまして、人数はそんなに多くなか

ったのですが、非常に優秀な人たちが多かったと思います。名前を挙げれば、課長は岩田

三郎（いわた さぶろう）という、非常にできる人だったのですが、これはもう早くに亡

くなってしまって残念でした。その下に、岩田三郎さんよりちょっと若い江崎玲於奈（え

さき れおな）さんです。江崎玲於奈さんは、その前年に東京通信工業に来たと思います。

ですから、私が行ったときにはもういまして、私がいる間に 3 月ですが、三沢敏雄（みさ

わ としお）さんという人を松下電器の中央研究所から引き抜いたんです。この人もその

後、ベル研究所でいい仕事をいっぱいされました。 

●ベル研に行かれたのですか。 

●川名 ええ。それから福井初昭（ふくい はつあき）さん、これもその後間もなくベル

研に行って、ベル研で非常にいい仕事をされた。そういう人たちがおりまして、全部で女

性も含めて 30 人以下だったのではないかと思いますけれども、その中で目標は二つだった

んです。一つは、やはり高周波トランジスタ、当然ながらテレビのチューナーをにらんで

の高周波トランジスタをどうやってつくるか。2 番目はシリコン、この二つです。 

 高周波トランジスタにはいろいろな種類があって、その後活躍する、ゲルマニウムのメ

サトランジスタが一つのポイントですけれども、当然それに並行して、ソニーはご存じの

とおりグローンという成長型のトランジスタで非常に成果を上げたものですから、そのグ

ローン型トランジスタの改良をどうやってやるか。これは非常に極限的な仕事をやったり

しまして、それが一つの流れです。 

 シリコンを始めようというのは前々からの計画どおりで、その前の年の 31 年（1956）1

月にベル研究所で初めて SILICON DOUBLE-DIFFUSED、二重拡散型のシリコントランジスタ
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の論文が発表されて、その論文をベル研究所が同じくその月にシンポジウムで、いわゆる

ライセンスを受けている人たちを集めて発表したのです。そこは、もちろんそういうこと

をやるとわかっていたから、岩間さんがこれはぜひ行くということで行きました。日本の

人はほかにもいたと思いますけれども、今でも公文書に名前が残っているそうです。岩間

さんは、将来シリコンをやる布石を打とうというつもりで、課長の岩田三郎さんを連れて

行ったのです。岩田さんを連れて行ったのは、岩田にやらせようということだったと思い

ます。私はそこのところはよくわからなかったのですが、ソニーの書類を調べましたら、

わかりました。ああ、そうだったかなと思ったんですが。 

●そのときは岩間さんが半導体部の部長？ 

●川名 そうです、部長。 

●で、岩田さんが課長ですか。 

●川名 そうです。それは 1 月の話ですけれども。31 年（1956）1 月にベル研究所でその

シンポジウムがあって、その年の中ごろ、6 月ごろだったと思いますが、井深大（いぶか 

まさる）さんも含めて、とにかくテレビをやるためにはシリコンが必要だと。実はラジオ

を初めて発売したのが、その前の年の昭和 30 年（1955）ですね。そのラジオを発売してす

ぐに、「ラジオの次はもうテレビだ」と。まあ当然、必然的な流れでそう思ったんでしょう

けれども。31 年（1956）にその準備をするということで、新日本窒素肥料という会社があ

って、その会社の社長の白石さんという人が井深さんの知り合いだったようで、あそこに

頼みたいと。で、白石さんを呼んで、「これからシリコンの時代になるから、あんたのとこ

ろでシリコンの結晶づくりをやりませんか」というふうに提案されて、白石さんもよくわ

からなかったようで、ちょっと検討させてくださいということだったと思いますけれども。 

 当時、新日本窒素肥料も何とかしなくてはいけないと。あれは北朝鮮から引き上げたん

ですね。カーバイドをやっていたんです。それで肥料部長だった前田一博（まえだ かず

ひろ）さんに声をかけて、「おまえ、やらないか」ということで検討を進めて、その年の

12 月に、私が岩間さんに会いに行ったころですが、井深さんと岩間さんを訪ねまして、「受

けさせてもらいます」という話をしたのです。で、そのシリコンの結晶の準備が始まった。

当然ながら、東京通信工業でシリコンの原材料をつくることはできない。だから、専門家

にお願いしようというつもりで頼んだようです。 

 また話はバックしますけれども、その年の間に、ほかの会社に頼むと同時に、自分でシ

リコンの結晶の引き上げ（結晶棒-インゴットを作ること）をやろうということを決めて、
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引き上げ装置の設計をやらせたのです。31 年の中ごろから始まったと思いますが、31 年の

終わりごろにはほぼできていた。それを前田一博さんたちが見に来られて、例の電子立国

日本の自叙伝といいますか、あの記録に書いてあることと時期が少し違うところがあるか

もしれませんが、いずれにしてもそのころに西口の守衛所の横にある建物のところで、結

晶の引き上げが始まった。 

●何か、3 坪ぐらいの部屋だとか……（笑）。ソニーの旧館ですか。 

●川名 旧館です。3 坪ではないのですが。多少、前田一博さんの記憶があやふやなとこ

ろがあるかもしれませんけれども、……。でも、確かにあそこで……。そこを見に行かれ

たのです。その年に、シリコンをやるのであれば拡散が必要だということで、拡散の準備

も始めた。これはだれがやったか詳しくは知らないのですが、天谷（あまや）さんだろう

と私は思っていますけれども、拡散炉だけを買ってきた。本当に拡散炉といってもただ普

通の炉で、温度が 1250 度まで上がればいいというようなものでしたけれども。あとは真空

蒸着装置です。これはベル研究所で真空蒸着をやっていますから、真空蒸着装置がなくて

はいけないと、それも用意して、あとは何もない。ただ、それだけを買っただけです。実

際には、具体的には何も着手もしていない。着手したのは、シリコンの結晶の引き上げの

準備だけをやって、シリコンの拡散プロセスの研究開発は一切やっていなかったのです。

それでその翌年私が入って、三沢敏雄さんが来て、ちょうどいいから、この 2 人にやらせ

ようということで、4 月 1 日からそれをやった。32 年（1957）の 4 月 1 日です。 

 それまで私は江崎玲於奈さんの助手をやっていました。江崎玲於奈さんはゲルマニウム

の表面物性といいますか、これは当時有名な研究で、当時やっておられたのは東芝の武石

（たけいし）さんですか。ちょうど流行りだったので、江崎さんはそれをやっていたと。

で、私に助手をやれと言って、私は何もわからないのですが、言われたとおりにやってい

たといったようなことがありました。具体的には、シリコンの話は 4 月から始まったとい

うような状況です。 

 

シリコントランジスタの実用化開発における 3 つのブレークスルー 

●川名さんの開発されたテーマは幾つかありますが、時間も限られているものですから、

今日はブレイクスルーされたエッポックメーキングなシリコン半導体の発展の中のマイル

ストーンといいますか、三つぐらいに整理して、そこに絞ってお話しをお伺いした方が宜

しいかと思います。 初にその三つというと、どんなものが挙げられますでしょうか。 
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●川名 やはり、1 つは初めてシリコンのトランジスタをつくったということです。それ

は初めから、シリコンのトランジスタをどうやってつくるかということがまずは主眼だっ

たのですが、岩間さんや井深さんたちは「もうこれは、テレビのためにシリコンをやるん

だ」と初めから言っていました。 

●目的は、もうテレビということですね。 

●川名 そうです。ある程度プロセスができるようになってきたら、じゃあパワートラン

ジスタをやれと。パワートランジスタはテレビの水平偏向用でなければならないというこ

とで、まあ垂直偏向もありますけれども、水平をねらってやれと。耐圧が一番高いし、電

流も食うし、温度も上がるので、信頼性的にも非常に大事なところですから、シリコンで

やれと。もう一つはご存じのとおり、テレビはチューナーの高周波トランジスタが大変難

しいので、これはまた別途のグループで、これはもう総力を上げてやったのです。私のほ

うはシリコンの水平偏向をやれと。 

●川名さんと……。 

●川名 私と三沢さんと 2 人で始めました。 

●それが一つ目のテーマとしての、シリコントランジスタを 初にパワーでというテーマ

でしょうか？ 

●川名 そうです。それが初めで、昭和 35 年（1960 年）に量産です。 

●1958 年 6 月に、エミッタ選択拡散による“選択二重拡散型シリコンパワートランジスタ”

の開発ということになるのですね……。 

●川名 そうそう。昭和 33 年（1958）年 6 月に 初の試作を行い、改善を重ねてテレビに

載せたのが昭和 35 年（1960）。 

●そうですね。1960 年に本格的に生産に入ったという。 

●川名 そうですね。それが一つです。もう一つは、それができた途端にたまたまといい

ますか、ベル研究所からエピタキシアルトランジスタの技術が発表されたんですね。ニュ

ースが入ってきた。で、ニュースを読んだ途端に、これをやろうというふうに決めたので

す。それは私が決めたわけではなく、岩間さんと塚本哲男（つかもと てつお）さんが、

これをやろうと。もちろんほかのエンジニアも、非常に大事だとすぐ思ったと思いますけ

れども。すぐに開発を始めて、それに私が関係するようになったのです。私はエピタキシ

ーそのものをやったのではなくて、エピタキシーを使ってトランジスタをつくるという仕

事をやりました。 
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 一番初めにトランジスタをつくったのは、本当に 3 坪ぐらいの小さな部屋の中で三沢敏

雄さんと三沢昭(みさわ あきら)さんがエピタキシーをつくった。そのできたばかりの結

晶で「何かこれでトランジスタをつくってくれないか」と三沢敏雄さんが言ってきたので、

「それではやりましょう」と例のトランジスタをつくってみたら、すごいトランジスタが

できました。それは従来の我々がやっていたランジスタとは、もう似ても似つかないよう

な、まあ耐圧は出なかったですが。もちろんエピタキシーの結晶ですから、そんなにいき

なり高抵抗のものはできるわけはないので抵抗が低いせいもありますけれども、すごい大

電流が流せるトランジスタができたので、みんなびっくりした。 

 そうしたら三沢敏雄さんは、「すぐ学会発表をしようじゃなか」と。それで我々は電気学

会だったと思いますが、日本で初めてのエピタキシアルトランジスタというのをここで発

表した。それは昭和 35 年、テレビが発売された年の秋の学会だったと思います。テレビを

発売したのは 6 月ごろでしたか。だから、そのベルからニュースが入ってきたのは、その

次の月ぐらいではなかったかと思いますが。 

●そうですか、それぐらい早かったのですか。 

●川名 たちまち秋には、学会発表をするということに（なりました）。当然これでもう生

産すると決めましたので、設備を早速用意しようということで設備を用意して、次の年の

2 月ぐらいにはもう量産用の設備ができ上がった。実験はもう、彼らが 3 坪ぐらいの部屋

でごたごたとやってつくっていたのですが、それでは量産できないものですから、量産用

の設備をつくって、次の年から本格的にトランジスタの開発をやろうということです。私

はトランジスタを開発するほうで、エピタシキーの結晶をやるのは、三沢昭さんもいたと

思いますが、星金治（ほし きんじ）さんが始めました。 

●製造のプロセスのほうですか。 

●川名 いやいや、エピタキシーの結晶をつくるほうです。 

●結晶をつくるほうですか。 

●川名 結晶をつくること自体が本当は一番大事な仕事で、どうやって厚さをコントロー

ルするのか、抵抗率をどうやってコントロールするのか、あるいは測定はどうやってする

のか、厚さをどう測定するか。あるいは結晶欠陥というのがいっぱいできてしまうのです

が、結晶欠陥をどうやったら減らすことができるか。そういうのが一番大きなエピタキシ

ーの仕事ですが、それは私はやりませんで、三沢さんや星さんの担当だったと思います。

私はそれを使ってトランジスタをつくって、例えば「これの抵抗率はこれじゃだめだよ」
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とか「欠陥が多過ぎる」とか、トランジスタをつくってみた結果のフィードバックをやっ

ていました。 

 ただ目標は、そのときに非常にはっきり決めておりました。それは、やはりテレビの垂

直偏向をやろうと。8 インチのテレビは、もちろん水平も非常に壊れたので問題が多かっ

たのですが、やはりその 大といってもいいぐらいの問題点は垂直偏向だった。垂直偏向

はゲルマニウムのパワートランジスタを使ったのです。これは使っていくうちにトランジ

スタの劣化が起こり、絵がひしゃげてしまうのです。いわゆるテストパターンがぐちゃっ

と縦方向にひしゃげて、結局 後は見えなくなってしまうというか……（笑）。これが 大

の弱点だった。 

●つまり、ラジオだと音がひずむぐらいですが、テレビだと形が見えてしまうんですね。 

●川名 形が見えてしまう。 

●トランジスタの特性が悪いと、画が……。 

●川名 画が見えてしまう。 

●丸いテストパターンが、丸く写らない。 

●川名 丸く写らない。私のトランジスタが悪いために、こっちのほうは丸くならない。 

●一番初めの 8 インチのテレビでは…。 

●水平 右側に伸びるとかね（笑）。 

●右側に伸びてしまう。 

●川名 ゲルマニウムのトランジスタは、画がひしゃげてくるんです。 

●垂直用のトランジスタの特性の悪いものはテレビの画がひしゃげてしまう。 

●川名 ええ、ニリアリティー（画面の直線性）が悪くなった。 

●直線性が悪くなって、直線や円がそのままの画にならない。 

●川名 直線性が悪くなる。漏れ電流（LEAKAGE CURRENT）が増加し、耐圧が低下してあま

り有効な電流範囲がとれなくなった。 

●テレビは、トランジスタの特性の測定機みたいなものですね。（笑） 

●川名 ですから、それを解決すると。 

●これを何とかしなくては、と。 

●川名 ゲルマニウムのパワートランジスタは、なかなかつくるのが難しかったんですよ、

チップそのものが大きいし。非常に何年も苦労してつくったものですが、でもやっぱり、

もうこれはだめだと。やはりシリコンにかえなくてはいけないと。シリコンにかえるため
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には何がいいかといったら、せっかくできてきたエピタキシーの技術を使おうじゃないか

ということで、それを目がけて開発をやりました。これが本日の 2 番目のテーマです。 

●戻るようで恐縮ですが、パワートランジスタというのとエピタキシーとの差、要するに

何かは水平方向用をねらい、こっちは垂直方向用を狙うみたいだけど、ちょっと素人から

見ると、何を言っているのかよくわからないんですよ。何でそういうことをやるのかと（笑）。 

●川名 概念がちょっと違いまして、偏向回路用のトランジスタはエピタキシーでも何で

もいいのですが、電流電圧特性さえあればいいのです。水平偏向回路用のほうはエピタキ

シーではなくて、普通の結晶でつくっていた。垂直偏向回路用のほうはゲルマニウムでつ

くったのですが、たまたまエピタキシーの技術が出てきたので、これを使ってやろうじゃ

ないかと決めて、垂直偏向用はエピタキシーの、パワーというほどのことはないですが、

中出力ぐらいのトランジスタを使ったということです。 

●そうすると、本来と同じトランジスタで、水平と垂直の両方に使い分けても構わないの

ですか。 

●川名 ええ、一向に構わない。もちろん使えます。但し要求される特性は随分違います。

両方の必要特性を満たしていれば、どちらにも使えます。 

●ああ、そうですか、わかりました。 

●テレビは、電子ビームを水平に振って、同時に垂直に偏向していって、電子ビームの点

をいくつも画面に撃って画を 1 枚つくるわけですが、要求されるトランジスタの特性がそ

れぞれ違うんですね。そしてトランジスタの方も、もうぎりぎりで、ようやく何とかそこ

を物にする。こちらを立てればあちらが立たずというような、電流とか電圧とか…特性と

か、放電もそうですね。それで、簡単には汎用のトランジスタというものはできない。 

●川名 そうですね。 

●電流容量とか耐圧とか、たくさん要求事項があった中で、ぎりぎりのところをねらって

いて、それでゲルマからでは充分でなくだんだん、大きな流れとしてシリコンに行ったわ

けですね。 

●川名 そうですね。ゲルマニュームでは温度が高くなると特性が劣化し、また信頼性も

悪くなるのが問題でした。 

●今日は三つにテーマ絞って頂きたいわけですが、1 番目のテーマが、8 インチの水平偏向

用に、初めてのシリコンの選択二重拡散型のパワートランジスタの開発をされたこと。二

つ目が今おっしゃった、これも初めてのシリコンのエピタキシアル型のパワートランジス
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タの開発で、アメリカで原理が発表されて記事になって、すぐそれで今度はいよいよ垂直

用のトランジスタをシリコンでやったというのが二つ目のテーマですね。 

●川名 それがマイクロテレビになりました。それが昭和 37 年ですから……。 

●三つ目のテーマとしては、次は何になるでしょうか？ 

●川名 その次は「エピタキシアルプレーナトランジスタ」を、しかも「中出力でできる

だけ高耐圧をねらおう」というものでした。高耐圧というのは頭の中にずっとあって、テ

レビに使うためには電圧が高くなくてはいけないという気持ちがあったものですから、プ

レーナというのはもちろん画期的なプロセスですから、これを使ってやはりパワー的なも

のができないかということをねらってやりました。それを始めたのが昭和 37 年（1962）で

す。実際には、これはなかなか物にならなかったんですよ。だから、何年もかかりました。 

 その間に私は厚木に転勤になって、厚木に転勤になったときにそのデバイス開発の仕事

を持って行ったんですね、これを物にするために（笑）。厚木に転勤になったのが、昭和

38 年（1963）の 10 月からです。37 年に始めたけれども 38 年になってもできなくて。でき

ないというか、できてはいるのですが量産的にできないので、これで物にしようというつ

もりで厚木に持って行った。その次の年ぐらいからぼちぼち始めたのではないかなと思っ

ているのですが、具体的にちょっと今、記憶がはっきりしていなくて、いずれにしてもそ

のあたりから生産的な対応ができるように少しずつなってきたということだと思います。 

 そのトランジスタは耐圧も高かったのですが、エピタキシーですから電流がかなりとれ

ますし、信頼性的にも非常に改善されているということもあって、すぐにはテレビに全面

的に使われなかったとは思いますけれども、次第にテレビに非常に多く使われた。テレビ

だけではなくオーディオにも非常に使われるようになり、私が始めたモデルからモデルチ

ェンジになどをして、さらに電流がとれるようなモデルに変更した。そのために非常に万

能的なトラジスタになって、テレビだけではなくて、オーディオを含めて非常に多く使わ

れるようになった。しかも外販も随分行われまして、評判のよかったトランジスタでした。 

●そうすると今の、一番 初のテレビに使うシリコンのパワートランジスタが一つ目で、

二つ目がシリコンのエピタキシアルトランジスタ。三つ目が「シリコンのエピタキシアル・

プレーナ型パワートランジスタの開発」、いずれもテレビを目がけて設計の開発をされた。

今日はその 3 点に絞らせていただていて、時間のある限りそれぞれまた、もう少し突っ込

んでお伺いしたいと思います。 
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第 1 のマイルストーン： 

シリコンの“選択二重拡散型パワートランジスタ”の開発 

●では 初に、1958 年（昭和 33 年）に、8 インチのオールトランジスタのテレビをつくろ

うということで、結局は入社されてすぐにそのテーマですよね。 

●川名 はい。 

●それは一体どんなトランジスタだったんですか（笑）。 

●川名 一番初めは、おばけのようなトランジスタで……（笑）。実は初めは私自身がトラ

ンジスタをつくったことがない男でして、ましてパワートランジスタ、拡散というのを知

っている人はだれもいないわけですから。そのころちょうど GE と技術提携していまして、

GE から何か参考になるようなサンプルをもらってやろうじゃないかということで、「GE か

らサンプルをもらったので、これでちょっとやってみろ」という話だったのですが、とて

もとてもできそうもない。しかも、GE のトランジスタの特性をはかってみると、とてもこ

れはテレビに使えるような代物ではないということがわかりました。 

●GE のものがそうだったんですか。 

●川名 そうです。もう自分たちでやろうかということで始めました。そのとき一番初め

につくったのは、チップサイズがべらぼうに大きいのをつくりまして、一辺が 8 ミリ掛け

る 13 ミリぐらいだったか、巨大なトランジスタをつくりました。そのころ、いわゆるシリ

コンのウェハーというのは、直径が 20 ミリです。ですから…… 

●それはどこでつくってくれたのですか、20 ミリのシリコンウェハーというのは。 

●川名 これは、初めは買ったんだと思います。 

●他メーカーから買ったんですか。 

●川名 アメリカから、デュポンです。 

●デュポンですか。 

●川名 たしか、ものすごく高い値段だったと思います。金より高いぐらいじゃなかった

かな。 

●8 ミリ掛ける 13 ミリは結構……。 

●川名 そうです。そのわずか 20 ミリの直径の中に 13 ミリ、やっと二つ入るようにつく

ったのです（笑）。そこから始まって、ああでもない、こうでもないと。そのときに非常に

大事なポイントが幾つかあるのですが、一つは、二重拡散トランジスタの論文はベル研究

所から発表されたと先ほど話しましたけれども、あれはいわゆる酸化膜マスクを使った選
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択拡散ではないのです。ベースとエミッタの全面拡散です。ではどうやってトランジスタ

になるかというと、エミッタはエミッタからオーミックコンタクト（オーム接続）を取り

出せればいいわけで、これは金・アンチモンか何かでやるんです。ベースはその下にある

わけです。その下にあるところに、アルミを厚くつけてアロイ（合金に）して、エミッタ

を突き抜けてベースまで到達させろというのです。それがベル研究所の論文です。 

●それが二重拡散ですか。 

●川名 いや、二重拡散をやった後、トランジスタをつくるための……。 

●コンタクトをとるためのプロセスですか。 

●川名 そう。コンタクトのために。これはものすごく難しくて、初めはできなかったの

ですが、まもなくできるようになったんですよ。 

●二重拡散といいますと、2 回やるということですか。 

●川名 そういうことです。 

●では PN 接合は、 初拡散した層をコンペンセートする形つくるわけですか。 

●川名 そうです、そのとおりです。そうやってエミッタをつくりました。というのは、

フォトリソグラフィーというのがなかったからです。 

●まだそんなことは、だれも思いつかない。 

●川名 そう。酸化膜マスクというのも実はベル研究所は知っていたのですが、だれにも

教えなかった。 

●知っていたんですか。 

●川名 ベル研究所が発表したのは、昭和 32 年（1957 年）9 月です。それまでは発表して

いないのです。だから、ベル研究所の 1956 年の発表には、フォトリソグラフィーも選択拡

散も何もない。エミッタとベースのベタ拡散。その中から……。 

●そこにアルミを蒸着する。 

●川名 蒸着して。 

●各部を蒸着して、ベースとコンタクトを。 

●そうそう。初めはできなくて、何でできなかったのかわからなかったのですが、すぐで

きるようになったんです。「PNPN」を発明したのは、そこから発明したんですよ。要するに

届かないから、届かないと PNPN になってしまいますから。で、サイリスタができるように

なった。それはちょっと余談ですが、私が言いたかったことは、選択拡散をやらなくては

だめだと。フォトリソグラフィーはないけれども、選択拡散でやろうと。突き抜けるとか
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何とかというのはうまくいかないし、うまくいってもそれでは必要な特性が出ないのです。

もちろん、うまく行きましたけれども、あれではだめだと。テレビ用に使えるものにはな

らない、これは選択拡散で行こうと。1857 年 9 月にベル研究所が初めて明らかにしてから

間もなく、それをつかってトランジスタをつくろうと。GE の真似なんかやめて、自分たち

だけで。ですから、1958 年からもうそれで始めたのです。 

●57 年に選択拡散をベルが発表したんですね。 

●川名 はい。9 月ごろです。 

●それは論文か何かを読んだ？ 

●川名 いや、私は何も読んでいません。私は知りませんが、ライセンスをやっている人

たちの会社に報告があったんだと思いますよ。当然、そうですね。ライセンスを受けてい

る人たちには、ベルは自分たちの技術を出さなくてはいけない。だから、ソニーに情報が

来たんだと思います。要するに、情報だけは見たことがあります。 

●ベルが選択拡散を発表する前に、川名さんはアイデアとしてはもう選択拡散でやると…

…。 

●川名 いえいえ、そこまではちょっと……（笑）。それはもう、ベルは 高の秘密にして

いた。 

●でも先ほど、選択拡散でやらなくては、突き抜けるのはだめだと考えたとおっしゃった

のは？ 

●川名 それはその後ですよ。 

●これが出た後ですか。 

●川名 発表した後です。発表があってから。 

●ああ、そうですか。 

●川名 自分で考えたらすごいですが、それはもう……。（笑）世界的な大発明ですから。 

●それをエミッタで選択拡散をやろうということは、ベルが発表した中に入っていたので

すか。 

●川名 発表した中には入っていなかったと思いますけれども、それはすぐ私は気がつき

ました。これは当然、選択拡散でエミッタをつくろうと。 

●エミッタをつくるのに選択拡散を使う。 

●川名 ええ。 

●それはすぐ気がついた？ 
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●川名 これはすぐ気がついた。やっている人は、すぐ気はつくはずです。 

●ああ、そうですか。そういうものですか。（笑） 

●川名 ええ。事実、そういうような論文が後から出てきましたね。当然、やっている人

は、「あ、これを使っていこう」とみんな思ったと思いますよ。私も、もうこれで行こうと

思いました。 

●それは入社した次の年？ 

●川名 次の年です。 

●そうすると、大きな 8 ミリ掛ける 13 ミリのチップを拡散炉の中で、選択二重拡散でエミ

ッタをやろうと思われたけれども、いろいろな問題がそこに…。 

●川名 ええ、やっぱりとてもとても漏れ電流（LEAKAGE CURRENT）が多くて、耐圧どころ

ではなかったです。まあ当然ですよね。そんなでかいやつに拡散をやって、そんな大面積

の PN 接合がきちんとできるか。当時の技術ではとてもできない。やってもやってもできな

いですね。その前に選択拡散のマスクは、フォトリソグラフィーがない状態で一体どうや

ってやるか。当然、 後はメサエッチというエッチングをするのですが、メサエッチのマ

スクはどうやってやるのか。これはほかの会社の皆さんもみんな苦労されたようですが、

私たちも同じで、三沢敏雄さんと僕はセロテープで行こうと考えた。（笑）セロテープを張

って型をつくり、いわゆるメスを持って来て切るのです。切って、ピンセットではがすん

ですよ。そうするとマスクができる。これは非常にうまくいきました。（笑） 

●あれにセロテープを張って……。 

●表面だけくっついてくる。 

●それで、メスを入れてはがす。はがすというのは拡散するところだけですね。 

●川名 もちろんです。 

●ああ、なるほど。 

●川名 その後、弗酸で洗えば、そこのところの酸化膜がとれるわけです。 

●セロテープは弗酸にはやられないのですか。 

●川名 やられるんですよ。そこのところがやっぱりね。すぐできるのですが、上のセロ

テープのセロハンはするっとはがれてしまうんですよ。中のねちゃねちゃしたところは、

のりは残るんですよ、しばらくの間。 

●ああ、そうですか。 

●セロテープの糊も品質はいいものを選んだんでしょうか？ 
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●川名 いや……、どういうセロテープがいいのかはわからなかったので、まあスコッチ

テープがいいだろうと使ったのですが。（笑） 

●スコッチテープがなければ、それはできなかったんですか。 

●それはやってみて、その糊がきいているということがわかったわけですか、それとも

初からもう、糊がきくだろうという。 

●川名 いや、やっぱりやってみてでしょうね。これは私自身が考えたというよりも、私

の相棒の三沢さんがこれをやってみろと。三沢さんは、なかなかできる人でしたから。私

はトランジスタをつくったことがなかったので、彼に随分いろいろ教えてもらったんです

よ。拡散の技術にしてもしかりですけど。 

●結局、糊とセロハンの張っているところの面からセロハンがはげてしまって、糊だけが

くっついているというわけですね（笑）。 

●川名 のりは残っている。 

●弗酸というのは液体の弗酸ですか？ 

●川名 そうです。ですから、トランジスタのチップを 1 個 1 個こうやって切らないと…

…。それでは量産にならないですよね。でも、しばらくそれでやっていました。 後は、

これではだめだと。これではいくら何でも……それでいわゆるレジンですね。樹脂のコー

ティングをどうやってやるかということでいろいろ考えて、 終的にはスプレー方式にし

た。メタルマスクをつけておいて、その上からスプレーをしてやる。で、乾燥させて弗酸

で洗うと、レジンは固まっているから取れないというのでやりましたけれども、そこに行

くまではなかなか大変でした。 

●この 13 ミリ掛ける 8 ミリみたいな大きなトランジスタというのは、結局、細かく切れな

いから、仕方ないからその大きさでやっていたということですか。 

●川名 いえいえ。電流をたくさんとるためには、大きくしなくてはいけないだろうと思

っただけです。 

●ああ、そうですか。 

●川名 先ほど、13 ミリ掛ける 8 ミリと言いましたが、6.5 だったかもしれません。ちょ

うど四角になったかもしれません。そうすると、ちょうど 20 ミリの結晶の中に二つ入った

（笑）。 

●6.5 が二つで 13 ミリになる。ああ、なるほど。 

●川名 ではなかったか、ちょっとはっきりは……。でも、それではとてもだめだと。こ
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れはもっとチップを小さくしなくては、とてもとても物はできないし、量産なんてとても

できないと。 

●シリコンが金より高い……（笑）。 

●川名 それで、チップを小さくする設計をするんです。いろいろ小さくしてみて、まだ

小さくしよう、まだ小さくしようと。そのためには、酸化膜マスクのマージンの減らそう

とか、メサのマージンを減らそうとか、精度を上げようとか、それから当然ながら電流を

たくさんとるためには、結局エミッタの面積を大きくしてもだめだと。エミッタとベース

の、いわゆるペリフェリという境界線を長くしなくては電流は取れない。またあまりそれ

ばかりでエミッタ面積が小さくなってもだめですが、そういうことも考えて、ストライプ

をたくさんつくる。そして、チップを小さくすることを目指そうと。 終的にはどういう

形におさまったかというと、横方向が 3.8 で縦が 6 ミリのチップに落ちついたんです。な

おかつその中に、ベースが 3 本、エミッタが 2 本のストライプにしている。それでペリフ

ェリを稼ぐというようなことをやって、それで…… 

●すみません。今のそのストライプをつけるというのを、恐縮ですが、書いていただけま

すか 

●川名 こうだったと思いますけれども、ちょっとあまり……、これでいいと思いますが。

したがって、エミッタ拡散というのはこうです。細長いレールができて、この領域 (図―1

の（N）) がエミッタ拡散。これとこれとこれでベース電極を構成する、これとこれでエミ

ッタ電極を構成するというような構成にした。電極の構造は、こうです（図―2）。 

●ああ、なるほど、そうですか。 

●ペリフェリを長くするといいというのは、だれが気がついたのですか。 

●川名 それは、ゲルマニウムでそういう研究があったんですよ。 

●ああ、なるほど。 

●川名 シリコンではそういうのは聞いたことはないですが、ゲルマニウムで基本的にペ

リフェリに電流が集中すると。当然それは数学的にも証明できるので、それは使わなくて

はいけないなと。 

●それはもう知っていて、どうやってどういうデザインにするかという問題ですか。 

●川名 そうですね。 

●これをやろうとすると、セロハンテープを……（笑）。 

●川名 セロハンテープで初めはやっていたんですけどね。 
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●医者のメスでやる、神ならぬ紙技でなさる技術ですよね？（笑） 

●川名 そうなんですよ。これはもちろん治具を使ってやるのですが、でもとてもこれじ

ゃあ、こんな一々一生懸命になってこうやって切って……（笑）。1 個つくるのに日が暮れ

てしまいましてね。（笑）それで、 後にはスプレーに変えたのです。 

●細かい手仕事の何か専門の人を……名人みたいな人を雇わないと……（笑）。 

●川名 したがってすぐおわかりのとおり、このプロセスというのはチップ毎にやるプロ

セスなんですよ。そんなことをやる人は、今はいないですよね（笑）。ウェハーごとにやっ

ておいて、 後に裁断するというのが普通ですけれども、こっちはある程度途中から、も

うチップにしてしまうんです。そういうプロセスです。そういうことをやった人はいない

んじゃないかと（笑）。いないことはないですけどね。いないことはないという意味は、ゲ

ルマニウムのトランジスタはそうでしたよね。 

●ゲルマニウムのピン接合型やアロイ型はチップ 1 個づつを組立ていたのですね。グロー

ンというのも、ウェハーのプロセスを可能にして量産が可能になったんですか。 

●川名 そうです。一番 後チップに切ってね。 

● 後に切る。それでは、このシリコンの時にもう一度昔へ戻ってしまって、チップごと

に製造するプロセスに逆戻り…（笑）。 

●川名 グローンはそうですが、アロイは切っておいて……。 

●一つずつ手作業で組み立てていくということですね。 

●川名 そうそう。ただ、あれはうんと簡単ですからね。シリコンのように、面倒くさい

いろいろな工程がないですから。シリコンでこんなことをやったというのは、あまりない

のではないかと思いますけれども。 

●今では、直径 300 ミリのウェアハ上に、それこそ何億個ものトランジスタが一辺にでき

てしまう時代になっている。 

●川名 それは選択拡散の難しさだったんですけれども。したがって、治具すなわちメタ

ルマスクを使ってつくる。そのために治具の精度をどうするかとなると、なかなか困難も

ありました。高いプレスの技術も非常に要求されたのです。 

 もう一つは、この電極を一体何でつけるのかということと、これを空中配線でやるもの

を含めてどうやってオートマチックにというか、リーズナブルにやるかというところが大

変難しくて、私は金と銀を蒸着してつけるというのをやって、金は合金化する。金と銀を

連続につけて、金は薄くてもいいのですが銀は厚くつけて、その後、熱処理をして合金化
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すると、金とシリコンの合金ができます。そうすると、オーミックコンタクトができる。

銀を厚くつけた理由は、これをハンダづけにもっていこうと。ハンダづけするためには銀

は厚くなくてはいけないということで、金と銀の二層構造にしてハンダづけしようという

ことにしたのです。 

●二層構造にしてから炉に入れるのですか。 

●川名 そうです、炉に入れて。 

●で、合金化するのですか。 

●川名 合金化する。炉に入れる、あるいはオーブンでもいいのですが、そんなに高いも

のではなく、400 数十度とか 500 度とか……。その後ハンダづけをして電極を取り出そう

と。このハンダづけをどうするのかが悩ましいところだったのですが、これはいわゆる今

の IC のガルウイングと言いますよね。これを二つなら二つ、三つなら三つ出して、こちら

は大きくして穴をあけて、こちら側にヘッダーのピンがありますからピンに入れて、そし

てピンが落ちないように支えの金具を入れて、そして同時にこの先端にハンダを盛るんで

す。プレーソルダリングといいますか、ハンダをここにあらかじめ盛っておいて、そして

このヘッダーにマウントせずにそっと載せて熱処理をすると、このハンダが溶けてコンタ

クトが三つ同時にできる。こっちもこっちも全部一遍に。もちろん治具が必要ですけれど

も。これをやっていくうちに、どうしたらいい、ああしたらいいと……（笑）。 

 もう一つの問題は裏側です。裏側の表面(BACK SURFACE)を一体どうやってやるか。やっ

ぱり金と銀で行こうじゃないかということで、金をアロイして合金化して、オーミックコ

ンタクトをとった。当然ながら、この裏側もエミッタ拡散をするときに、ベース拡散した

後で P をとってしまって、それからエミッタ拡散をしているときに、N＋が裏側にも入るん

です。そういう状態で金と銀を溶着するのに金をアロイして、ハンダづけにもっていった

ら何が起こるか。これは悩ましいところだったのです。 

 というのは、裏側のほうはハンダの量が非常に多いわけです。表はほんのわずかにちょ

っとつけておけば、これで溶けてくれるのですが、裏側のハンダは非常に多いために、ハ

ンダがたちまち銀を食い尽くしてしまうわけです。金が出てきて、金まで食い尽くしてし

まうと、シリコンからはがれてしまうのではないかというので、実は生産に行ってから大

分これは苦労したんです。私の実験では、これは壊れないはずだと。ハンダと金と銀と三

つで、ハンダも組成はいろいろありますが、全部でシリコンとアロイするはずだと。確か

にそうなるんですよ。実際に生産的にやると、なかなかうまく行かなくて失敗することも
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多かったのですが、これでとにかく生産をしようと。途中から工程を少し変えたかもしれ

ません。金銀の間にチタンを入れるとか、バリアを入れるというのをやりました。 

●そのオーミックというのは簡単にとれるものですか、あれで。 

●川名 オーミックはとれます。非常に簡単にとれます。 

●そうですか。 

●川名 ええ。エミッタはもちろんのことですね、濃度が高いから。ベースも比較的うま

くいきます。ベースも濃度はそれほど低いわけではありませんし。金というのは、割合に

そういう点はいいんですよ。ですから、金一発だけで両方やって…。それで、事実うまく

いきましたし。したがって、こういうやり方をやったために、できたトランジスタの特性

は今までどこにもなかったものができたのですが、テレビに使うために十分な特性である

かというと、そうでもありませんでした。それは当然ながらチップをけちったせいもあり

ますが、抵抗が大きくなってしまって、どうしてもトランジスタの特性がテレビが要求す

る特性に至らない。したがって、テストパターンがどうしてもこっち側が少し伸びてしま

って、丸くならないのです。それが悩みでした。 

 後まで行ってしまいますが、もう悩みに悩んで 後に到達したのが、「中ぐり」でやろ

うということです。「中ぐり」というのはチップの断面を見ると、普通は平らなんですが、

ここのところだけ薄くしてしまえと。薄くすれば、この抵抗分が減りますから（図-3）。こ

っちがコレクタ（COLLECTOR）で、こっちのエミッタはベースを挟んでいますが。この間の

抵抗です。 

この厚さが減れば、当然ながら減ると。そんなことでよくなったのですが、これを考え

たのは 8 インチのテレビが発売されてからです。昭和 35 年ですか。テレビが発売されたの

に、どうも絵がよくないので、これは迷惑をかけて申しわけないなと思って（笑）。 

●丸いテストパターンが、こう歪んでおにぎりのように。 

●川名 そうです。おにぎりになってしまうんですよ、どうしてか。 

●それで、やっぱりいろいろ言われたんですか。 

●川名 ああ、言われた。もうちょっと何とかしなくちゃと。そんなケチケチしないで、

もっとチップを大きくすればいいじゃないかと。 

●ああ、チップを大きくすれば、その問題は改善されるのですか……。 

●川名 下がるんですけどね。「そのために金がかかるとか何とかいったって、大きくすれ

ば（いい）。特性が悪いのは、何といったって困るんだ」と言われて（笑）。でもチップを
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大きくしたら、生産できないのです。 

●どうしてもコレクタの抵抗を……。 

●川名 下げなくてはならない。 

●こうつぶれるというのは、電流が小さいからということですか。 

●川名 いや、何というか、LC 回路みたいな、LR 回路ですかね。ポーンと立ち上がるとき

に、抵抗があると立ち上がりが遅れます……。 

●なるほど、半導体の中で形成される抵抗と外部部品のコイルなどが作る回路の時定数の

関係で抵抗が大きくなると電流が急激に立ち上がるのに時間がかかってしまうのですね？ 

●川名 時定数の関係です。 

●時定数の関係で直線性が悪くなって、すぐ立ち上がらない。 

●川名 ええ。 

●どうしてもコレクタの抵抗を…… 

●川名 下げなくてはいけない。そのためには薄くすればいいのはわかっているのですが、

今までも限界に薄くしているわけですよ。さらにそれ以上薄くしたら、必ずもう割れてし

まって生産にならないのはわかっている。 

●割れてしまう、つくるときに？ 

●川名 割れてしまう。もう、どうしたってそれはできない。今でもそうですが、今はも

う非常にその技術が進んで、本当に薄いぺらぺらのウェハーでも生産的にハンダづけでき

るように技術もできているようですが、当時はそういうのはありませんし、みんな手作業

でピンセットでやっていますから、とても物にならない。しかも、割れるのはチップにす

る前の工程です。ベース拡散をやるのは、ウェハーのままでやるわけです。その前に洗浄

したり、エッチングしたり、いろいろなことをやりますよね。なおかつ片面の全面をエッ

チしなくてはいけませんから。そんなことをウェハーの状態のままでやらなくてはいけな

い。そうすると、どうしても割れてしまうので、まあしようがない。チップにしてから薄

くする。薄くするといっても、またチップが割れてしまう。そうすると、額縁を残してお

けば……（笑）。 

●チップのフチの内側は薄くして、外側の縁の部分は厚く残しておく。 

●川名 額縁を残しておけばいいだろう。だけど、それではハンダづけするときに、内側

に空洞ができてしまうのではないかと、下がヘッダーですから。この空洞ができないため

にはどうしたらいいか。これをまたいろいろ考えて、これはチップをひっくり返しておい



 125

て、ハンダをここに必要量だけを入れて、一たんプレーナをホットメルトします。そうす

ると、完全にこれが埋まりますよね。そいつをヘッダーに載せる。そうしたらもう完璧に

……。 

●その厚さというかへこみ量はどのぐらいなんですか。 

●川名 今ははっきり覚えていませんが、私の想像では 200 から 250 ミクロンぐらいでは

なかったかと思います。250 ぐらいかな。 

●元の厚さが？ 

●川名 元の厚さが。 

●それで、そのへこみは？ 

●川名 100ミクロンあるいは80ミクロンぐらいかな……。効果はそれはもう絶大ですよ。 

●そうすると肝心な部分の暑さは半分以下に？ 

●川名 半分ぐらい。 

●半分ぐらいになる。 

●川名 ちょっと減らしただけでも、多大にきくんですよ。だから、ちょっとでもよかっ

たんですけれども、できるだけ減らそうと。 

●これは劇的に？ 

●川名 ええ、非常によくなりました。まあまあ勘弁してもらって。でも 8 インチはテレ

ビとしてもそんなに寿命は長くなくて、そのときのトランジスタの性能もよくないものだ

から、5 インチのテレビでやればいいやと（笑）。 

●で、5 インチのテレビ開発プロジェクトに繋がったのですね。 

●川名 つながったかもしれません。 

●これは、やっぱりかなり悩まれていたのでしょうか？ 

●川名 そうですね。これは毎日、悩んでいました。先ほど言ったように、これはウェハ

ーの状態で、プロセスの途中でエッチングを入れなくてはいけないとか、そのとき片側を

マスクしなくてはいけないとか、その都度はがさなくてはいけないとか、そんな処理をし

たときに割れてしまうとか、いろいろなことを考えた。でも何としても薄くしなくては、

これはもう話にならないなと。 

●こういう半導体の技術に対して、ライバルはいたのですか。 

●川名 ライバルはなかったです。 

●なかったんですか。（笑） 
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●川名 どこもやっていないですよ。 

●社内もなかったですか。 

●川名 社内はもちろんです。 

●どういうきっかけで思いつかれたのですか。 

●川名 これは、薄くしなくてはいけないことだけはわかっていたんです。薄くするんだ

けれども、割れないようにするにはどうしたらいいかと。それだけです。 

●毎日毎日、考えられた。 

●川名 うん。まあ、これでいいかと。でも大変です。先ほど言ったように、いろいろな

ことがまた追加プロセスがふえてくるし。 

●それはポーンと思いつかれたのですか。 

●川名 そうですね。会社の帰り道を歩きながら、どうしたらいいかな、どうしたらいい

かなと。 

●五反田の本社から……。 

●川名 五反田駅に行くまでの間だったとは思うのですが、あまり正確には覚えてない。

帰り道だったんですけど（笑）。 

●じゃあ仕事を終わって、帰りながら……。 

●川名 仕事を終わって、考えながら歩いていて……。 

●これは考えつかれたときに、「よし、これでもうこれは解決に行ける」と思われたのか、

やはり加工精度とかテクニックの問題はやってみないとわからないなとか、そういう気持

ちでしたか。……。 

●川名 ありましたね。工程増加の問題もあるし、でもやるしかないだろうと。こうやっ

てやればできるはずだと、つくっている人たちには迷惑をかけるかもわからないけれども、

しようがないじゃないかと。 

●それでやったら、如何だったのですか。 

●川名 はい、非常に特性がよくなりました。 

●この加工をする人というのは、どういう人たちにやらせていたのですか。その研究所の

仲間がやる。そうではなくて、だれか職人さんというか……。 

●川名 いやいや、自分がやる。 

●自分でやるのですか。 

●川名 自分でやるしかない（笑）。 
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●かなりご器用なんですね。 

●川名 いや、器用じゃないです。器用ではないですが、自分でやるしかない。 

●次の日に自分で確認したんですか。 

●川名 そう、自分で途中工程を全部やってみて。 

●測定は？ 

●川名 測定は自分でもやったと思いますけれども、もちろん測定は専門家がいますから、

それでやる。 

●測定にはどんな方が居られたのですか？  

●川名 遠藤浩（えんどう ひろし）さん達がおられました。 

●では、その特性が出て、非常にうれしかったですか。 

●川名 まあ確かにね。まあ、何とかこれで多少は救われたかなと。（笑） 

●ほとんどこういうのは、一つずつバリアをクリアしますよね。 

●川名 はい。 

●それで製品にもっていくと、何かそれに対してご褒美とか、励ましになるような制度は

あったんですか 

●川名 そうです。特許は随分出しましたね。私は大変たくさん特許を出したんですけれ

ども、このあれもそうですが。例えば、金と銀をつけてこっちをアロイして、ハンダづけ

をしたらいいとか、裏側をこうやって穴を掘ったほうがいいとか、それから電極をこうや

ってとればいいという特許を出しました。特許表彰制度というのがあって、それで私は表

彰を幾つかもらいました。覚えていませんが、一番覚えているのは、この電極です。 

●その電極技術はなんと呼ばれたのでしょうか？ 

●川名 櫛形電極。 

●櫛形電極ですか。 

●川名 これは実用新案だったんです。大したものではないと思って。そうしたら、これ

でもうかったと井深さんが言ったものだから、井深さんが 1 級の表彰をしてくれて。 

●何か 1 級というのが書いてありましたが、それですか。 

●川名 井深さんがあいさつをしたときに、「これが一番もうかったんじゃないかな」と言

われました。（笑） 

●櫛形電極と今の中ぐり法ですか。 

●川名 はいはい。中ぐり法の方は表彰されたかどうかは覚えていないです、私は……。 
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●そのブレイクスルーされたポイントで、今の櫛形電極、中ぐり法、それから金と銀のコ

ンタクト法のオーミックコンタクトを？ 

●川名 金と銀も出したと思いますけれども。 

●そういう技術は、今でも使われているんですか。 

●川名 金・銀ではなくて、今この変形がもういろいろ世界じゅうやられていまして、金、

チタン、ニッケル、ジルコニウム、…とかいろいろなものがいま使われています。金では

なくてアルミとか。 

●基本はそういうふうに層をつくってやって、炉で合金にして。 

●川名 そうです。この第 1 層で、オーミックとシリコンとの電気的特性を確保して、な

おかつハンダづけしたときにこの膜が破れないということ。それが今の流れです。 

●今でもそういうシリコンとオーミックでコンタクトをとる構成とプロセスを使っている

のでしょうか。 

●川名 そうです、概念は同じです。ただ、やり方は少し違うと思いますが。 

●そのほかには何か、技術的な特徴は。 

●川名 本当はこれ、先ほど、このフォトレジストがない状態でどうやってマスクするか

というので、スプレーと言いましたけれども、本当は私はスプレーではなくて、マスクが

印刷できれば一番いいなと思っていて。で、印刷でやりたいなという話をしたら、会社の

どなただったか、吉田進（よしだ すすむ）課長だったか、あるいは井深さんだったか知

りませんけれども、ソニーは凸版印刷と大変仲よくしているんですね。「凸版印刷に行って

こい」と言われたので凸版印刷に行って「こういうのはできませんか」と言ったら、「ソニ

ーの偉い人から言われたので、やりましょう」と。やってみてくれたのですが、なかなか

うまくいかないんですよ。そのうち、これがちゃんとうまく印刷できるようになったんで

すけど。私ではないですが。私はもう途中でうまくいかないから、やっぱりスプレーにし

ようかと。（笑） 

●じゃあ印刷でやっていたらもう一つ大きなイノベーションが生まれていたのですか？ 

●川名 印刷でやったほうがよかったと思います。 

●あと、世界で初めての大容量の電流をとるトランジスタとして、そのための回路とのコ

ンタクト法などの工夫はなにか他にもあったのでしょうか？ 

●川名 あ、そうそう。銅のヘッダーに直接つけるというのは、それまでなかったんです

よ。パワーデバイスがこのチップの裏に、シリコンとメタル……。これはヘッダーですが、
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このヘッダーとシリコンの間にもう一枚、メタルの板をしかなくてはいけない。このメタ

ルの板の熱膨張係数が、シリコンと近いものでなければならない。これとこれをハンダづ

けをしてもいいし…。こうやって、メタルの緩衝層へ緩衝板を入れなくてはいけないと言

われていたのですが、それをやめてもう直接つけようと。今でもこれはやはり必要ですが、

私はチップサイズを小さくしたために、もったのです。今ではチップサイズが小さいもの

は、もう直接ハンダづけで動いています。 

●それは今でも使われているのですか？  

●川名 はい。 

●それは、どうして直接したほうがいいのですか。もちろんコストは安いでしょうけれど

も、特性的には何か。 

●川名 特性的には、メタルで考えても緩衝板を入れるとなるとやはり熱伝導がよくない

のです。 

●熱抵抗が少なくなる。 

●川名 熱抵抗がいいわけですから、そのために熱成形の特性もよくないし、こういう工

程がいっぱい入れば入るほど、いろいろな欠陥も出やすい。 

●いわゆる熱暴走現象を起こす。 

●川名 ええ、それもありますよね。 

●すぐ壊れてしまう。 

●川名 そうそう、ランナウェイ。 

●トランジスタが熱で暴走を始めるとそれで、壊れてしまう。 

●川名 ええ。ましてこんな「中ぐり」をしたら、この緩衝板なんかいらないですよ。難

しいですね。 

●ああ、そうか。逆に「中ぐり」をしたらもう、直接つけようと。 

●川名 はい。でも中ぐりをやる前から直接つけていました。 

●そうやっていくつもいくつも現在でも使われているブレークスルーをして、シリコンが

ようやくパワーが出る実用化可能なの物になったと。 

●川名 はい。 

 

第 2 のマイルストーン： 

シリコンの“エピタキシャル・メサ型パワートランジスタ”の開発 
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●では、次のいよいよ第 2 番目のテーマであるシリコンのパワー・エピタキシアルトラン

ジスタの開発に行きたいと思います。 

●川名 はい。エピタキシアルは先ほどお話ししたとおりでして、私どもが非常にびっく

りしたほど、従来とは違うトランジスタができるということがわかった。エピタキシーと

いうのはご存じのとおり、抵抗が低いこれが 2 層になっていまして、これがもとの結晶で、

抵抗率が極めて低いもの。これは所定の抵抗、しかも非常に薄く、必要な厚さだけで…(図

―4)。そうすると、これはかなり厚くてもこの抵抗が非常に小さくできますから、先ほど

からお話ししているように、この抵抗は非常に…薄くなれば、トランジスタの特性はもう

格段によくなるわけです。 

●ああ、そうか。「中ぐり」で苦労されていたものが、エピタキシアルになったら、構造的

にいきなりよくなる。 

●川名 そうです、よくなる。ただ、先ほどからお話ししていますように、エピタキシー

の結晶の抵抗率、あるいは均一性、欠陥の制御といったものをちゃんと知るというのは、

なかなか大変だったのです。同時にエピタキシーの抵抗率を高くするということは、そう

簡単にはできないのです。そのために、非常に高電圧のものをエピタキシアルでつくると

いうことは、今でもなかなか困難です。なぜ困難かというと、一つは、エピタキシアルの

結晶は気相中でつくるのですが、ここから蒸発してくる不純物があって、それがこの中に

入ってしまうのです。そのために高い抵抗にすることは難しい。先ほどからお話ししてい

るようなテレビの垂直偏向のトランジスタだったら、ちょうどいいのです。抵抗率もいい

し、厚さもちゃんとできるし、目標としては非常によかったと思います。 

●素人でよくわからないのですが、これは低抵抗のところで上から蒸着するのですか。 

●川名 これは蒸着ではなくて、いわゆる気相成長と言うのです。ガスの状態の 4 塩化珪

素分子（当時使っていた）が水素で還元されてシリコンのアトム（原子）が、一つ一つつ

いてくるのです。蒸着ではなくて、この辺にガスが入っていて、例えばこのように、この

分子がシリコンの表面につくと塩素がなくなって、シリコンだけが並んでくれる。このよ

うな分子だけではなくて、いろいろな材料と基板を使ったものがありますけれども。その

ような結晶成長法を気相成長法と言います。 

●それまでは、その 2 センチぐらいのシリコンの結晶を、ウェハーを切って持ってきて、

結晶を切って、そこにトランジスタをつくったんだけど、これは空中というか、ガスの中

でシリコンが降り積もるような感じですか。 
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●川名 はい。元の基板をそうして準備しておくのです。 

●降り積もらせて結晶をつくっていく。 

●川名 そうそう、結晶をつくる。ただし、この下の基板は従来の基板と同じです。 

●ああ、従来の基板と同じで。従来の基板の上に降り積もらせるというか。 

●川名 そうそう。 

●シリコン原子 1 粒づつのガスを降り積もらせて、層を形成していくということですか。 

●川名 そうです。ただしこれは、普通は非常に抵抗率が低いものに使うのです。先ほど

のこれが3オーム/センチぐらいだったと仮定すれば、こちらは0.001オーム/センチとか、

非常に抵抗率が低い。 

●逆に上のほうは、高い抵抗率が欲しいのですか。 

●川名 いいえ、目標とする耐圧に応じて、シリコンの厚さも決めなくてはいけない。 

●厚さと抵抗率を適切に決めないと……。 

●川名 そうです。テレビの垂直偏向で、例えば今回我々がやったのは 5 インチテレビで

すけれども、昭和 37 年、5 インチのテレビの垂直偏向の特性が、耐圧はどのぐらい、電流

がどれだけ必要か、そのために必要な抵抗率、厚さは幾らあればいいかといったようなこ

とをやりました。そのトランジスタは、5 インチのテレビの垂直偏向のために特別につく

ったようなものですね。… 

●もうまさにカスタマイズというか、要求仕様を固めておいて、それに合うように構造を

つくっていくということですね。 

●川名 そうです。同時にやはりテレビというのは、ショックで壊れるんですね。ショッ

クというのは放電です。 

●ブラウン管の放電ですね、それがオールトランジスタでテレビを開発するときの 大の

問題だったのですね。 

●川名 ええ。放電で壊れるのが大問題で、まあ皆さんも苦労されたと思いますけれども。 

●これは会社のトップ機密事項で、壊れる現象を競争他社に知られない様、問題の存在自

体を伏せていた。 

●川名 その放電ショックがあっても壊れない、できるだけ強いものにしたいという気持

ちがあって、そのためにはどうしたらいいかというと、もう抵抗を下げるしかないんです

よ。必要な電圧は保つための抵抗は必要だけれども、なおかつそれでブレイクダウンを起

こしても、抵抗が低いために壊れないようなものにしようと。ですから、限界的に抵抗率
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と厚さを、その目的にオプティマイズするということです。同時にやはりこっちとしては、

前から考えているとおり、できるだけチップサイズは小さくしたいですからね。小さくし

ないと、欠陥もあるし、リーケージ（漏れ電流）はふえてしまうし、歩どまりは悪くなる

ということで。 

●今のエピタキシーという気相成長、つまりガスにして構造をつくっていくと。今までは

掘ったり、いろいろしていたんですけれども、これのメリットというのは特性が出るとい

うことですか。 

●川名 そういうことです。 

●特性を出すためには、プロセス自体の設計がきちんとできないと、ねらった構造になら

ない。 

●川名 どう言ったらいいですかね。所要の特性を出すためには、厚さと抵抗率をオプテ

ィマイズするといいますか、同時にチップサイズとの関連がありますから、チップサイズ

をどういうふうにして、厚さを幾らにして、抵抗率を幾らにすれば、我々の目標とするも

のに達成するかどうかといったようなことです。 

●それを実現しようとすると、抵抗がそうなって、厚さがそうなるような、プロセスを設

計しなくてはいけないという問題になるのですか。 

●川名 うーん、そうですね。やはり、エピタキシーの結晶のオプティマイゼーションに

なりますね。それはどうやってやるかというと、トランジスタの特性をフィードバックし

て、「これはちょっとまだ抵抗率が低いですよ」とか「これはまだ抵抗率が高いから、厚さ

をもっと薄くしたほうがいいんじゃないですか」といったようなフィードバックをしなが

ら、オプティマイゼーションを続けたということだと思います。 

●結晶のプロセスのほうと、川名さんのところの仕事の分担というのはどうでしたか。 

●川名 私が物をつくって特性を出して、それをフィードバックするということです。結

晶をつくるほうは私たちの情報を聞いて、「じゃあ、もっと今度はこういうふうにやりまし

ょう」「今度はこうやってつくりましたから、これでやってみてください」といったような

あれですね。 

●結晶をつくるというのは、厚さとか抵抗値を決める。 

●川名 そうです。 

●川名さんの頭の中には、もう厚さとか抵抗値についてのデザインがあった。 

●川名 いや、あったといいますか、やっぱりこれはトライ・アンド・エラーでやるしか
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ないんですよ。 近はいわゆる CAD なんかで、かなりその辺はできるとは思いますけれど

も。 

●抵抗率のコントロールは何でやるのですか。 

●川名 これはやっぱり、ガスの中に…… 

●不純物を入れてしまう。 

●川名 不純物を入れるんですよ。 

●一方では、その基板からも不純物が入りますよね。 

●川名 そうなんですよ。そこのところが難しいところですね。あまり薄いと、これは意

味がなくなってしまうわけです。 

●そうですね。 

●川名 ただ、あるところまで行くと、こっち側の裏側からの拡散とか、あるいは放出ガ

スの影響よりも、こっちのほうが、供給ガス成分の方が支配的になる、といったようなこ

とです。 

●一方、この気相成長というのはあれですか。シリカの溶剤を水素塩か何かで燃やして、

振りかけるというか、何かそんなことをやるのですか。何かイメージがよく湧かないので

すが…。 

●川名 これは非常に純度の高いガスを用意しておいて、それが…… 

●このシリカ系のガスを……。 

●川名 そうです。当時は 4 塩化シリコン(SiCl4)というガスでしたが、このガスを用意し

ておいて、ボンベの中から出していって、もちろん希釈しますよ。これだと水素で希釈す

るんですね。それがどのぐらいの希釈率で、どのぐらい……。それを流量計ではかりなが

ら…。 

●アメリカでエピタキシアルの記事が発表になって、それは英語の雑誌か何かをごらんに

なった？ 

●川名 そうですね。新聞です。Electronics News だったと思います。一番初めに見たの

は、塚本さんと岩間さんだと思いますが。 

●そしてすぐに、これだというふうに。 

●川名 あ、これでいこうじゃないかと。 

●その 2 人で決められたのですか。 

●川名 まず実験をやってみようと。生産すると決めたのは、もうちょっと後ですが。 
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●まず記事を見て、すぐですよね、…。 

●川名 すぐです。 

●見た瞬間に決めた。 

●川名 ええ。 

●で、何日か後にそれができてしまった。 

●川名 ええ、まあ何日かというわけにはいかなかったかもしれませんけれども、1～２カ

月ぐらいでできたんじゃないでしょうか。 

●早いですね？それに必要な装置なんかは全部持っていたんですか？ 

●川名 いや、全然ないですよ。全部自分でつくって。私ではないですが。三沢敏雄、三

沢昭の二人がつくってやったんです。1 カ月か 2 カ月か、そんなところだと思います。 

●できて、それを？ 

●川名 それをまた私のところに出して、「これでトランジスタをつくってみてくれよ」と

言われたので、つくったんです。 

●トランジスタをつくるというのは、ああいうリードコンタクトをつけたやつで拡散して

トランジスタにしてくれと。 

●川名 そうそう。二重拡散をやったり、選択拡散をやったりいろいろして。 

●二重拡散をやったり選択拡散をやったりして、トランジスタを仕上げた。 

●川名 仕上げた。で、測って……。 

●測定した。 

●川名 そうしたらすごいから、これは学会に発表しようじゃないかと。 

●すごかったですね。それは、どんな点がすごかったのですか。 

●川名 もう電流が非常にたくさんとれる。採れるコレクタ電流が縦軸で、横軸は制御用

にベースに加える電圧で、例えば 10 アンペア、まあ 10 ボルトでもいいですが、10 ボルト

じゃなくてもうちょっと低いほうがいい。普通はこう……、縦軸の出力が詰まってくるん

ですよ。これがだんだんだんだん、同じベース電流を同じく等分にふやすと、こちらで詰

まってきて電流がふえなくなってしまうのです。ところがエピタキシーを使うと、細い線

のように、こうなります。断然違うのです（図-5）。 

●そんな感じで、イメージと違うんですね。 

●これはそうすると、目的の垂直の特性には？ 

●川名 そうですね。それに合うようにできたと思っています。このチップサイズで、こ
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ういう抵抗率で、これくらいの厚さでこうやってつくればいいよということで。それで量

産を始めたのです。 

●それを塚本さんが、ベル研に逆に持って行ったというのを、塚本さんのお話でお伺いし

たんですけれども。 

●川名 ベル研に持って行ったと思います。塚本さんは、エピタキシーの特性とトランジ

スタの特性と両方持って行ったと思います。「うちはこんなのができているよ」と言って、

ベル研究所でエピタキシーをやっている人に話したら非常に驚いて、「じゃあ、これで」と

帰るときに、エレベーターに乗ろうと思ったら廊下まで出てきて、「さっきのデータをコピ

ーさせてもらえないか」と言ったそうです（笑）。びっくりして、こんなものができている

とは思わなかったということだと思います。塚本さんも、「おれたちが先輩のベルよりいい

ものをつくったのかな」と大変喜んだそうです。 

●川名さんがそれを組み立てて、そのデータをとって。そのときはうれしかったですか。 

●川名 いや、私はその話はすぐその後で聞いていないので、しばらくたってから聞いた

んだと思いますけれども（笑）。 

●このメリットは、特性が格段によくなって、いよいよちゃんとテレビができるというこ

とと、今まではワンチップごとに作業をしていた。これはどうなんですか。 

●川名 これはもうウェハーごとに。 

●ウェハーごとに、ドーンと大量にできるわけですか。 

●川名 そうですね。しかも、チップサイズは小さくできましたので。 

●これはどのくらいのウェハーで、どのくらいのチップサイズ。 

●川名 ウェハーはやっぱり大きくなったとはいいながら、先ほど 20 ミリと言いましたけ

れども、25 と 30 の間ぐらいじゃないですかね。25 ぐらいかもしれません。 

●チップサイズはどのぐらいですか。 

●川名 チップサイズははっきり覚えていませんけれども、大体 1.4 角ぐらいではなかっ

たかと思います。 

●かなりたくさん入りますか。 

●川名 たくさん入る。 

●一挙にできてしまう？ 

●川名 はい。 

●大量生産が可能になる。 
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●川名 大量生産ができる。なおかつ…… 

●「中ぐり」もやらなくていい。 

●川名 「中ぐり」も……。それから、やはりこれはショックに対して強くなったと思い

ますよ。 

●放電に対しての耐圧ですか？ 

●川名 はい。ゲルマニウムの先ほどのトランジスタに比べたら、もう雲泥の差で強くな

った。したがって、5 インチのマイクロテレビも非常に安定したと思います。 

●ベル研ではそういう特性が出ていなかったのに、ソニーでは出たということですが、ベ

ル研とソニーを分けた原因というのは何だったんでしょうね。 

●川名 私の想像で言いますと、これはやっぱりエピタキシーの厚さと抵抗率のオプティ

マイゼーションです。それはトランジスタの特性に対して、これだけ詰めてやるかどうか

ということです。ベルは、きっとやっていないと思う。こっちは、そこのところだけを一

生懸命やっているということですね。 

●それは川名さんと星さんの連携？ 

●川名 そうです、連携で。もうこっちは限界的にチップサイズも小さくしたいし、抵抗

値も下げたいし、ブレイクダウンしても壊れないようにしようとか、そんなことが目標で

したからね。そういう問題意識は、ベルにはないはずですよ。 

●ああ、目的意識がまず違う。テレビをつくるということがないから。ソニーの場合は、

一点に絞って。 

●川名 ここ一点に絞って。ベルはきっと、それはやっていないですよ。我々はそれが目

的ですから。 

●構造のオプティマイゼーションと、それに合うようなプロセスのオプティマイゼーショ

ンと。 

●川名 そうです。 

●そういうものが要求特性に対して、プロセスとして一貫して追求したと。 

●川名 そうですね。だから、できたものを見たら、「ああ、こんなのができるのか」と、

ベルはきっとびっくりしたと思います。 

●目的があるのとないのとの差ですね。 

●川名 だと思います。 

●しかし、これができて大量生産ができるようになった。マイクロテレビなるものが世に
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出た。例えばニューヨークでも、5 番街のショールームに 2000 人も集る。大量に売れる、

大量につくれる。初めてシリコンが、ある意味では本格的に大量生産、大量使用、大量消

費、それでインパクトを与えられるような商品の基礎をつくった。そういう意味では、シ

リコンのエピタキシアルというのは、非常に大きな一つのステップと考えていいですね。 

●川名 そうですね。実はもっと詳しく言えば、もっと別の側面もあるのですが、今日は

その 3 点に絞るということだったので……（笑）ほかにもあるけれども……。 

●いろいろ何か奥が深くて…。 

●川名 いえいえ、そうではなくて、例えばテレビで何が一番困難な課題であるかといえ

ば、一つは高周波トランジスタです。もう一つは水平偏向用のパワートランジスタです。

もう一つあったんですよ。もう一つというのは何かというと、ビデオの出力用ダイナミッ

クレンジの広いトランジスタです。ビデオの出力というのは 3.5 メガですか、低周波から

高周波まで、しかも電圧が高いんですよ、グリッドを駆動するから。それほどのパワーで

はないけれども、ある程度の電圧が必要で、周波数特性も非常に幅が広く必要で、放電に

も強くしなくてはいけないということで、これは非常に困難なトランジスタの一つだった

んです。 

 それをどう解決するのか。初めに試みたのは、シリコンのグローントランジスタだった

んです。私の担当ではないのです。だから言わなかったんですけれども。これは信頼性的

に非常に問題があった。やっぱり途中で敗退したんですね。その後、そこをどう埋めるか

ということになったときに、やはりシリコンのダブル・ディフュージョン（DOUBLE 

DIFFUSION）、本流に返そうということで、ダブル・ディフュージョンのメサ・トランジス

タ、エピタキシアルではなかったのですが。それはパワーではないです。もちろん、ある

程度の電力が必要だけど、そんなにパワーではない。垂直とか水平とはけたが違いますか

ら、そういう意味ではそれほど困難ではなかったので、それで切りかわってできたのです。

それも次第にエピタキシアルプレーナに取ってかわりましたけれども、そういうもう一つ

の側面がありました。それは直接、私の担当ではなかったのですが。 

 

第 3 のマイルストーン： 

シリコンの“エピタキシャル・プレーナ型パワートランジスタ”の開発 

●それでは、エピタキシーのトランジスタがそういう大容量のパワーが出せるようになり、

大量生産が始まって、その後に第三のテーマとなるわけですね。 
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いよいよシリコントランジスタの実用化開発も、 初のクリスタルのウェハーへの選択

拡散から始まって、次にエピタキシアル・メサをやって、それからエピタキシアル・プレ

ーナに発展して行くことになるのでしょうか。 

●川名 そうです。プレーナをやろうということになって、このいきさつを話していると

大変です。どこの会社もそうですけどね。例のプレーナパテントが、NEC さんにやられた

……（笑）。ノイスと長船（おさふね）さんが話し合われて、初めは 5％のロイヤルティー

だったんです。で、5％はいかにも高いといって、初めは 4.5％からスタートした。そうし

たら日本人はみんな怒って、「こんなものはだれが使うか」ということになってしまったん

ですよ（笑）。ソニーも何とかフェアチャイルド（FAIRCHILD）と契約を結びたかったので

すが、NEC の方のほうが早くてできなかったんです。ソニーでも、こんなものはやらない、

東芝もやらない、日立もやらないと言い出して、それで大騒ぎになって。でも私たちは、

プレーナはやらなくちゃだめだと。これは本流じゃないですか。特許料を下げてくれと頼

むのはいいのですが、それを特許料が高いからやらないというのは、エンジニアとしては

ちょっと問題じゃないかなと思っていましたけど。でも、やらないと。 

 それであるとき、また岩間さんですが、これをやれと。やれというのは、また不思議な

んですね。岩田三郎さんの課を再編成しまして、その課でやれと。ほかでやれとは言わず、

そこだけでやれと。しかも、それは量産するかどうか決めたわけではない。まあとにかく

研究だけをやれと言って（笑）。やはり、そこが偉かったですね。で、そのプレーナをやる

仕事が、また私の担当になったんです。もちろんチームがありましたから、1 人でやった

わけではないのですが、私はチームリーダーでやりました。 

 プレーナは小信号と、もう一つはミディアムパワーと、二つ両方やりたいと思ったんで

す。私はもうずっと偏向回路ばかりをやってきていたから、エピタキシアルプレーナでチ

ップサイズを小さくして、やはり画期的にいいトランジスタをつくりたいなと思っていま

した。小信号は、チップが小さいから簡単にできる。だけど、ミディアムパワーとなると

そうはいかないので、「これはおれがやる」と言って始めたんです。やってみると、トラン

ジスタの試作はできるのですが、歩どまりが非常に悪いのです。歩どまりが悪い、もう一

つの問題は、耐圧が低いのです。ご存じのとおり、メサトランジスタに比べたら断然耐圧

が低い。まあ、これはしようがないんですけど。 

 今日は技術の講習会…（笑）。拡散で PN 接合をつくりますと、ここのところがこういう

ふうに曲がるんですよ。この曲がったところの曲率によって、電界がここに集中するんで
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す。ここの電界とこの電界とえらい違いが出てきて、みんなブレイクダウンがそのエッジ

で起こってしまうんですよ。（図－6）、（図－7 B 部） 

●川名 そうですね。一つはプレーナの信頼性がよくなって、それは非常にいいのですが、

ただ、こっちはもともと高耐圧をやりたいと思っていたわけです。ずっとそうだったから。

プレーナで高耐圧をやろうと思うと、なかなかできないんですよ。それはなぜかというと、

先ほどお話ししかけたことですが、拡散するとこういうふうになる。N の上側に P を、例

えばこれはシリコンの酸化膜（SIO2）ですね。それから、例えばボロン（B）を拡散…。そ

うすると、ここのところに曲率が出来ているんです。そのために、ここのところの電界の

強さ（図７A）とこの電界の強さ（図７B）が違っていて、こっちの電界の強さ（図７B）が

強くなるために、ここのブレイクダウン（図７A）よりこっちの耐圧（図７B）の方が低く

なってしまう。ブレイクダウンが必ずここ（図７B）で起こる。そのために耐圧が上がらな

いのです。これをどう改善したらいいかということで、随分考えた気がします。 

●どことどこを比較して、どっちのほうが低くなるのでしょうか。 

●川名 こことここ。（図－8）の A と比べて B の方が低くなる。 

●あ、わかりました。 

●川名 こっちのほうが（図－8）の B の電界が強くなってくる。電界が強くなると耐圧は

低くなります。それを解決するためにどうしたらいいかということで、 初に考えたのは、

ここのところにこういうのを入れてやる。（図－8）の C のガードリング。そうすると空乏

層が C に到達すると、それ以上電圧をかけたときに、今度は空乏層がこっち（図－8）の D

へ延びてくる。それから電圧が 2 分されるわけで、このガードリングが三つあれば三つ、

四つあれば、どんどんどんどん電圧が分割されてくるから楽になる。そういう意味でいけ

ば、耐圧がプレーナでも上げられるだろうと。これがガードリング法です。これは今、世

界中どこでも使っているんですよ。高耐圧デバイス、プレーナ高耐圧デバイスは、この技

術を使うところが非常に多い。東芝さんを初め、これを使っている。 

 私はこれをやりましたが、私と岩田三郎さんと共願でつくって出したんです。そうした

ら仲間で矢木肇（やぎ はじめ）さんとかその他の人たちが一緒になって、「これに電極を

つけるなら、これをこうやってちょっと延ばしてやればいいんじゃないか」と。酸化膜の

上の境界を超えて延ばしてやれば、これとこれの間にかかる電圧が、今度はこれとこの間

にかかるんですね。そうすると、ここのところに受ける電界を改善することができる。…

がこうならないでこう、こっち側に延びてくるということで、耐圧を上げる（図－9）。こ
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れは「はみ出し電極」と言いまして、これを使うことにしたのです。こっちが「ガードリ

ング法」ですけれども、どっちもいいのですが、ものすごい高耐圧性がいる場合にはこっ

ちがいいですが、我々の目的とするものに対してはこれは（はみ出し電極）極めて簡単な

ので、これで行こうと。これは構成の簡単な特許ですけれども。 

●すみません。向こうのガードリングのほうですが、空乏層が広がっていくと……。 

●川名 空乏層がここへ到達しますね（図－8）の D。 

●その P に。 

●川名 はい。空乏層がここへ到達します。そうすると、今度はこの中は空乏層は広がら

ないんですよ。今度はこれは同じ電位になってしまって、ここから先に空乏層が広がるん

です。したがって、これ以上電圧をかけても、ここのところに空乏層が広がらないでこっ

ち（図－8）の C に広がりますから、この電界は強くならないのです。 

●ああ、なるほど。 

●川名 まあ実際は強くなるんですけれども、簡単に言うとそういう考えです。でも実際

は「はみ出し」のほうが簡単なので、それを使うこともありました。 

●今でもこの「ガードリング法」と「はみ出し法」の両方が使われているのですか？ 

●川名 使っていると思います。 

●このほかに、エピタキシアルプレーナで製造上の問題があったのでしょうか。 

●川名 そうなんですよ。これは耐圧の問題をこうやって解決しようということでありま

すが、もう一つの問題は、歩どまりが非常に悪くなります。プレーナにすると、メサより

非常に歩どまりが悪くなる。その理由はすぐわかるのですが、これはエミッタ拡散をやっ

たときに歩どまりが悪くなっているんです。N＋拡散をやるということは、これは燐の拡散

です。燐の拡散をすると、この燐が……、これは酸化シリコン（SiO2）。パーティクルみた

いなものがあって、異物ですけど。そうすると、そこを核にして、燐のデポジションが始

まるんです。この酸化シリコンが燐ガラス（PSG）になりますから。例えば、こういったガ

ラスに変質しまして、ガラスは低温で溶けますから、そうするとこの界面に到達してしま

って、ここから N＋が入ってしまう。そうすると耐圧がもたない。これが極めて深刻な問題

でした。 

 当時はいくらやってもなかなかできなかったので、やっぱり燐拡散をするときにこれが

できるので、もうちょっとコントローラブル（制御可能）な燐拡散をやらなくてはいけな

いのではないかと考えて、いわゆる「ガス拡散法」といいますか、燐の塩化物を気化して
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炉に導入する。そのときに酸素を加える。これが特許で、そういうやり方を発明しました。

これをやりましたら、大変コントローラブルになる。 

 従来は何をやっていたかというと、従来は五酸化燐を気化して使う。これは非常に吸湿

性が高いので、いくら気をつけてやってもたちまち水を吸収してしまって、蒸気圧が変化

してしまう。それでうまくいかなかった。酸素を加えるところが大事です。これでやると

コントローラブルであるだけではなく、若干の洗浄作用がある。というのは塩素が入って

いますから、塩化物といったものがそうです。塩素は例えば、実際にはオキシ塩化燐（POCl3）

というのを使ったのです。例えばこれは、こんなようなもので、この塩素（Cl）が表面の

クリニーング作用があります。それもよかったなと。コントローラブルになったことと、

若干の洗浄作用があるということで、非常に改善はされました。 

 改善はされたけれども、これが発明されたらすぐに生産になったわけではなくて、やっ

ぱり依然として難しくて苦しんだのです。それはなぜかというと、ウェハーの洗浄技術で

すね。当時、やはり今のような洗浄技術ができていない。それから、クリーンルームも十

分でないですし、当たり前ですが、できなかった。それがだんだんよくなってきたのは、

クリーンルームがよくなってくるし、厚木工場に移ったこともあるし、それから洗浄設備

もよくなってきたりもして、だんだん歩どまりが上がるようになったというのが実情です。

しかし、その過程で私がやったのは、「ガードリング法」を発明したことと「燐のガス拡散

法」というのを発明した。両方とも特許に出したのですが、燐のガス拡散法は矢木肇さん

と共願で、「発明賞」をもらいました。 

●上の五酸化燐（P2O5）の場合は、どんな状態で拡散をやっていたのですか。 

●川名 同じです。メカニズムは全く同じです。これも酸素を加えるというのは、やはり

これをできやすくするという。これはもともと五酸化燐（P2O5）ですけれども、蒸気その

ものです。これを温度を上げて蒸発させて使いました。オキシ塩化燐（POCl3）の場合は高

温で酸素と反応させて五酸化燐をつくらせたということです。 

●そこが違うところですね。 

●川名 はい。非常にコントローラブルなんですね。流量コントロールですから。五酸化

燐は、蒸気圧そのものを温度でコントロールをする。これは水が入ってしまって、どうし

ようもないんですよ。コントロールできない。このオキシ塩化燐だったら、きちんとコン

トロールできる。 

●これは今でも使われているのですか。 
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●川名 これはもうどこでも。世界じゅうどこでも。 

●今でも世界じゅうで使われているんですか。 

●川名 ええ。ただ、残念ながら私の特許の出し方が悪くて、有効でなかったんですが。 

●これができて歩留まりが上がったのでしょうか……。 

●川名 少しよくなりましたけれども、これでもって万々歳というわけにはいかなかった。 

●やはりクリーンルームとか……。 

●川名 そう、洗浄技術ですね。 

●設備に対するお金をかける。 

●川名 そうです。それと洗浄プロセス技術です。それはやはり、ろくな設備がなかった

ところでやっていましたしね。厚木に移ってから、だんだんによくなりましたけれども。

それで、生産できるようになった。 

●これは例えばその後、どういうものに発展していったですか。 

●川名 もともと目標はテレビに置いていたのですが、テレビにも使われたと思いますし、

オーディオにも使われるようになりました。電流もかなりとれるようになった。私が初め

に開発したのはこういうシリーズで、これは私自身が直接やったのではないのですが、こ

れを改善した 75 シリーズというのがありました。これはパターンもちょっと違うのですが、

エピタキシーの抵抗をさらに下げた。したがって電流能力が増大、電流がたくさんとれる

ようになった。これはオーディオにも非常に適したトランジスタになって、テレビやオー

ディオにも何にでも使えるようなトランジスタができた。 

●スピーカーを大音量で鳴らそうとすると、オーデオのアンプ用の半導体も大出力のパワ

ーが必要になる。 

●川名 そうですね。エピタキシーですから、これはその点が非常にいいですね。 

●この五酸化燐をオキシ塩化燐の形にするというのは、具体的な化合物としてオキシ塩化

燐というのはあったわけですか。 

●川名 あったんです。 

●ああ、そうですか。 

●川名 はい。それは液体であったのです。 

●なるほど。 

●川名 初めはオキシ塩化燐を思いつかなかった。とにかく塩化物でやればいいやと思っ

たので、三塩化燐（PCl3）というのを使ったんですよ。これだけではうまくいかなかった。
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確かに炉の中で反応させなくてはいけないから、酸素が必要だと。これでやったのです。

これでやったらうまくいったのですが、不思議なことが起こりまして。例えば零下マイナ

ス 20 度とかで、これは蒸気圧が下がるから、温度を下げなくてはいけません。で、温度を

はかっていますよね。温度をはかるといったって、ろくなものではないから寒暖計を入れ

て……（笑）。魔法瓶みたいな中に入れて寒暖計をドブンとおろして、酸素を流すと、温度

がどんどん上がるんですよ。で、酸素を切ると安定するんです。初めは一体何が起こって

いるのかなと思ったら、すぐわかりましたが、これは液体そのものがオキシ塩化燐に変換

するんですよ。発熱反応を起こした。矢木さんが、こっち（POCl３）がいいと言い出して。 

●酸化燐で酸素が入っているから要らないように思うのですが、やはり酸素は入れるんで

すか。 

●川名 入れなくてもうまくいくんですよ、実を言うと。自分たちは、入れないで初めは

やりましたから。でも世の中は、みんな酸素を入れていますね。N２も入れて変数を増大さ

せています。 

●ああ、そうですか。 

●川名 おっしゃるとおり、入れなくてもできます。 

●これができて、やがてこれはさらにオーディオから、 近では CCD とかああいうものに

も使われる。 

●川名 この拡散技術はもうあらゆるところに使われたのですが、ご存知のとおり、だん

だん 近はイオンインプランテーションのハイドーズインプラといいますか、エミッタと

かソースドレインまで、みんなもうインプラでやるようになりました。しかも燐ではなく

て砒素を使うようなことが多くなってきたので、これそのものを MOS トランジスタの主回

路、主プロセスに使うということはないようですが、やはりこれを使うデバイスはいっぱ

いありまして、パワーデバイスなんかは今でも使っております。 

● 近注目されている CCD の開発では如何だったのでしょうか？。 

●川名 CCD も初めはこれを使いました。これは何に使ったかというと、これはソニーさ

んは言っていないかもわかりませんけれども、ゲッタリングというのがあります。ゲッタ

リング工程にこれを使いました。これは非常に効果があったんです。ゲッタリングという

のは、この裏側にオキシ塩化燐で…拡散をやるんです。ここに PSG ができますが、これが

ものすごく強力なゲッター作用があるんです。この不純物をみんなこっちに吸い寄せてく

れる。メタリックな不純物はこれがみんな吸い寄せてくれる。そのために CCD が非常に、
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いわゆるダークカレント（暗電流―光を当てない、暗い状態で流れる電流）が減ったりし

て、歩どまりが画期的に上がるようになった。そういうのに使いました。 

●CCD の場合は特に歩留まりは、もう大変困難な問題ですよね。 

●川名 ええ、でも、これは開発の過程で使ったので、そのうちだんだんいろいろな技術

が進むようになって、今は使っていないのではないかと思います。 初の過程ではこれを

使いました。 

●そうしていくつかのブレークスルー、つまりガードリング法、今の洗浄効果のあるガス

拡散法、そういうもので初めてシリコン・エピタキシャル・プレーナの大出力というのが

できる。 

●川名 そうです。当然ながらエピタキシーの設計は、先ほどのテレビの垂直変更でやっ

たと同じようなやり方でやりましたので、非常にいいものができたと思います。ですから、

私がアメリカに行くときにこれを持って行ったりして、やはりアメリカの人も大変びっく

りされて、「すごいトランジスタだな」と言ってくれた記憶があります。 

 

限りなく発展をし続けた半導体 

●シリコンというのは、ゲルマのときにウェハーは大量生産ができたのですが、いろいろ

なステップを踏みながらだんだん応用範囲を拡大して、大電流、高周波数、大量生産でき

るものができるとか、”スジがいい“と、井深さんはいろいろなときにいろいろなものを

おっしゃったのですが、そういうふうに発展していくということは、 初からわかってい

たわけではないでしょうね。 

●川名 ええ、わかってはいないと思います。それはトランジスタを発明した人たち、バ

ーディーンなんかも、半導体がこういうふうになるとはとても思っていなかったというぐ

らいですから、同じことだと思いますね。 

●トランジスタの発明でノーベル賞をもらったバーディーンが井深さんのところに来て、

井深さんが「感謝する」と言ったら、逆にバーディーンから「それはこちらの言うことで

す」と言われたという。 

●川名 はい。あのころは特にトランジスタラジオを始めたというか、どこもできなかっ

た、やってもだめだと言って笑っていたのを、井深さんがやって物にしたということをバ

ーディーンは特に評価されたように思いました。 

●ベルではその後、こういった実用化の研究というのは、もうやめてしまったのですか。 
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●川名 いや、その後もやっていました。ウエスタン・エレクトリックという会社があり

まして、そこで開発と生産をずっとやっていました。エピタキシーも当然ながら、ウエス

タン・エレクトリックで生産していました。 

●やっていたんですね。 

●当時、ミサイルとか人工衛星とか、ソ連との冷戦の中でやはりショックに強いとか、そ

れでシリコンも一生懸命やった。 

●川名 そうですね。 

●バーディーンがソニーに感謝したというのは、ウエスタンでやっていたのでは、こうう

まくいかなかっただろうということで……。 

●川名 いや、そういうことではなくて、私が理解したところで言えば、トランジスタラ

ジオを始めて、それで半導体エレクトロニクスというものの突破口を開いたと。ラジオを

やったのはやはりソニーです。もちろんアメリカでもやりましたけれども、長続きしなく

て、ソニーがそれを突破口にしてテレビに進んだりして、半導体エレクトロニクスの新し

い流れをつくったという意味だったと思います。 

●ソニーがラジオにアプライしたときに、ウエスタンは何をやっていたんですか。 

●川名 ウエスタンは、そのころはラジオはやっていないです。やっていたとすれば、補

聴器です。 

●補聴器。 

●川名 ええ。いわゆるアメリカでラジオを一番初めに始めたのがリージェンシーという

会社ですけれども、これは T.I．がトランジスタをつくったのですが、T.I．は補聴器をや

っていたんですよ。 

●そうですか。 

●川名 ええ。ラジオはやるべきものではないと思っていまして、ベル研究所もソニーが

トランジスタのライセンスをもらうときに、「これは一体何をやるんだ」と言ったら、井深

さんが「ラジオをやりたい」と言ったらみんな笑い出して、あの人は何にもわかってない

なという感じで。やったってだめなのはわかっているのに、なぜラジオをやると言うのか

なという感じだったから、もともとウエスタンはラジオはやる気はなかったんですね。 

●そもそもベルでショックレーらがトランジスタを始めたのは、あそこの所長の何という

人でしたっけ、ケリーでしたか。 

●川名 はい、ケリーですね。 
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●ケリーが大きな方向性を出して、「これからは増幅はトランジスタだ。真空管ではだめだ」

と言って始めさせたというのですが、そのときはケリーにしろ、ショックレーにしろ、明

確なアプリケーションというのはなくて、ただ漠然と増幅素子としてのトランジスタを作

ろうということでしたか……。 

●川名 いえいえ、もう明確な目標があったのです。 

●あったのですか。 

●川名 それはもう電話の交換機ですよ。 

●交換機ですか。 

●川名 はい。これは真空管では、そのうち行き詰まると。固体の小さいやつでやるしか

ないと。 

●ではウエスタンはもしかしたら、交換機のほうで本格的なアプリケーションを探ってい

たのでしょうね……。 

●川名 あるいはコンピューターもあったし、その他の応用もあったでしょうし、いろい

ろあったと思いますけれども、そういう民生用はやっていないと思います。 

●トランジスタラジオへのアプリケーションというのは笑われるぐらいだったけれども、

交換機とかコンピューターのほうでは、見込みがあると見られていたわけですか。 

●川名 と思います。しかし、それでもやはりゲルマニウムではだめだったですね。トラ

ンジスタをつくっても、ゲルマニウムのトランジスタを何万個並べても、うまくいかない。 

●シリコンの流れをお聞きした年表と、シリコンの生産と輸入のデータがありますけれど

も、やはり今の川名さんのつくられた水平の 8 インチのやつが始まるころに、ようやくシ

リコンの生産が始まりますね。 

そして 5 インチになって、いきなり 10 倍、100 万個ぐらい日本の生産がふえて、次の年、

つまりこれは 1962 年ですけれども、63 年に 9 インチで 400 万個の 4 倍になって、次の年

の 64 年に 12 インチが出て、これで 800 万個になります。そしてその次に、またけたが違

ってきて、いきなりオーディオとかマイク、19 インチのモノクロがテレビが出る頃になる

と 2500 万個、そして翌年の 66 年には 1000 万台に近づいているんですが、急速にここでト

ランジスタが世の中にもふえて、シリコントランジスタもその後ふえてくる。ゲルマはま

だまだもっと多いんですけどね。ラジオが多いですから。 

 しかしこの数字を見ると、やはりゲルマがトランジスタラジオで大量に使われて、そし

てやがてシリコンがマイクロテレビで大量に使われた。トランジスタというデバイスの発
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展が支えたポータブル、パーソナルグッズというのが大きい。1960 年代にアメリカでマー

ケットががらっと変わるわけですが、世帯財としての自動車がパーソナル財に変わるし、

テレビもそうですね。ラジオもみんな世帯財がパーソナル財に変わってくる。そこで「メ

イド・イン・ジャパン」の個人個人の価値観に合った、小さな品質のいいものが受け入れ

られるようになるわけです。 

 ラジオから白黒テレビ、そしてカラーテレビ、オーディオ製品、さらにその先とそうい

う非常に上のアプリケーションと一番下の技術の、ゲルマとかシリコンとか、ある意味で

は非常に絵にかいたような相互発展的な創発的な成功のプロセスだった。この全貌という

のは当然で、今になってみると、何となくそういうステップを踏んでいたのか、あるいは

いかにもグランドプランがあってというようにも見えるのですが、そういうのは渦中にお

られて、その辺はどんな印象を持たれましたか。 

●川名 先ほどお話ししましたように、シリコンの結晶をデュポンから買ったりしました

し、多結晶はペシネーとかデュポンからも買ったと思いますが、ものすごく高くて、金と

同じぐらい高かったと思います。あんなものが本当に大量生産になるだろうかという多少

の疑いもなかったわけではないのですが、井深さんや岩間さんは「もう、これはシリコン

になるんだ」と決めておられた。そこが偉かったと思います。 

 それから、ソニーがシリコンを全面的にやるようになって、ゲルマニウムを置きかえる

というのがちょっとおくれたんですね。ほかの会社、NEC さんのほうが早かったんじゃな

いかと思いますけれども。それは、ゲルマニウムでラジオがやっぱり売れていたんですね。

そんなこともあって、私はもっと早くシリコンに切りかえるべきだと意見を言ったことが

ありますけれども、なかなかそうはいかなくて、やはり惰性というのがありますので切り

かわらなかった。でも私は途中から、これはもう全部シリコンになるなと、それはもう確

かにそう思っていました。初めは多少の問題意識もありましたけれども、特にプレーナが

できたときには、このプレーナで行けるのではないかと思いました。 

 ただ、それをすぐに言ったのは、やはり岩間和夫さんでね。「これで本当に、 終的なト

ランジスタの製造技術が生まれたのかな」と彼は言ったのです。そのとおりだと思います。

なおかつ、みんながものすごくその特許料が高い高いと、4.5％で、もう絶対にやらないと

日本人が言い出したときに、岩間さんは私に、「おれがノイスだったら、やっぱりノイスと

同じように高額の特許料を請求したと思うな」と。ノイスというのはフェアチャイルドの

社長ですけれども、特許権を持っている男です。日本人はみんな、「ばかみたいな特許料を
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出すんじゃないよ」と言っていたけど、岩間さんは確かにそれを評価していました。これ

ぐらいのことは、やっぱりおれだって、おまえみたいにやるなと。これぐらい立派なもの

なんだという認識だった。 

 しかも、みんなそれを「やらない、やらない」と言い出して、日立もそうだし、東芝も

そうだし、ソニーもそうだったんですが、私は非常に残念だと思っていました。今でも思

っていますが、当時も「何、ばかなことを言うんじゃないよ」と思っていました。でも

終的には、それが IC につながって。でも、そのころからもう、これはシリコンで行くなと

思っていました。 初のスタートのときは、金とおなじぐらいのものを、こんなものをど

うするんだろうというのがありましたけれども（笑）。 

 

開発のモチベーションとその保護者 

●川名さんが一貫して、そういうシリコンの技術開発に取り組まれた際のモチベーション

とか、情熱を燃やされたその源泉とか、それは何だったんでしょう。 

●川名 何といったらいいか、私もあまり考えたこともないのですが。（笑） 

●聞くべき項目に入っていますので。（笑）そろそろまとめに入らないといけないので。（笑） 

●川名 やはりせっかくテレビをソニーがやるので、何かそれに役に立つことをやりたい

なと。ゲルマニウムがだめだというのは、私も途中からはわかっていましたし、もうシリ

コンでやるしかないだろうと。しかも、シリコンのグローンでやるなんて、ばかみたいな

ことをやるんじゃないよと思っていたから（笑）。シリコンのダブルデイジュージョンで行

かなきゃだめだと思っていましたから。事実、それでもって世の中が変わるだろうなと。

それをちゃんとやらなくては。しかもプレーナというのができて、プレーナはみんなやら

ないと言ったけど、プレーナこそやらなくてはいけないと。幸いにして、私にプレーナを

やらせてくれることになったので一生懸命やりました。何とかこれを物にしたいなという

気持ちだったですね。 

●川名さんにとっての庇護者、支援者というのはどんな方でしたか……。 

●川名 それはもう岩間さんですね。岩間さんは、初めからずっと私のことをいろいろね。 

●入社する前から。 

●川名 前からそう言っておられて、仕事を与えてくれたと思うし、それはもう本当に感

謝しています。それから、アメリカやあちこち一緒に回らせてもらったりして。しかもプ

レーナもやらせてもらったし、うれしかった。それから厚木工場ができて、厚木工場は量
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産工場だ、研究開発は厚木でやるんだと、二つに分けていたんですけどね。あるとき、研

究はともかくとして、開発は厚木で一体化してやったほうがいいと。まあ、どこの会社も

みんなそういう流れになっていますけれども。そういうふうに決心されたと思いますが、

そのときに塚本さんを初め、本社に残った主立ったエンジニアを一斉に厚木に移したんで

すよ。そのときに、もちろん塚本さんには言ってあったと思いますが、あるとき電話がか

かってきて、「ちょっと来いよ」と言うから行って、そうしたらあの人の悪いくせで、机の

上に足を投げ出して……。 

●岩間さんですか。 

●川名 岩間さん。人を見おろすような感じなんですね（笑）。「おまえは、うちの半導体

で何が一番大事だと思うか」みたいなことを言ってね。何を言われているんだか（笑）。突

然、何だろうと思って、でも「生産技術が大事なんじゃないですか」と。そのころは厚木

でも生産は歩どまりがよくなくて、四苦八苦していたんですよ。シリコンのプレーナもま

だやっていないし、その辺のところをしっかりやるという、生産技術が大事ではないかな

という意味を含めてそう言ったんです。そうしたら、「あ、そうか。おれもそう思うよ」と

言って「だったら、おまえ、厚木に行ってくれないか」と。だまされた。（笑） 

●誘導尋問。 

●川名 誘導尋問。それで厚木に行くことになりました。岩田三郎さんという課長は、私

が「岩間さんに呼ばれて、こう言われました」と言ったら機嫌が悪くて、「うちの部長はだ

から困るんだ。おれを抜きにして直接部下に命令するから」と言われました。（笑） 

●それは何年ごろの話ですか。 

●川名 38 年。（1963 年） 

●でも、ずっと入社する前から目をかけられて。 

●川名 そうですね。 

●岩間さんは、この人はこの専門と見ておられた。 

●川名 そうですね。彼は途中で厚木から離れて、ソニー本社の専務になって、そのとき

は何か非常に残念だったようでしたね。これは記録に残すべきかどうかは、わからないで

すけれども。工場長が厚木で一杯やるというか、お別れ会というか、何かやるということ

でやって、私は何だか知らなかったのですが「川名も来いよ」と言われて、工場長とほか

総務課長とか塚本さんとか何人もいなかったんですけどね。まあいろいろな話があって、

ある場で私のほうを向いて、「おれ、首になったんだよ」と言った。（笑）まあ残念だった



 150

んだろうと思うし、あとは頼むよという意味もあったのかなと思ってはいるんですが。 

●半導体の開発製造の現場から離れて。 

●川名 そうです。ソニー本社全体の商品企画から実際の販売に至るまで、総担当ですね、

専務ですから。 

●寂しそうだったですか。 

●川名 寂しそうだったですね。 

●厚木の工場長だったんですか。 

●川名 いやいや、厚木の工場長は別にいたんです。 

●別にいて、岩間さんは……。 

●川名 常務でした。 

●既に常務だったんですか。 

●川名 工場長は取締役だったと思います。 

●そうですか。これまでお聞きした幾つかのブレイクスルーをされて、マイクロテレビも

成功、シリコントランジスタというものも実用化できたのですが、その成功の要因という

か、なぜそううまくいったんでしょうか。 

●川名 やはり、一つは戦略がよかったんじゃないですかね。シリコンで行くんだと。ラ

ジオの次はテレビだと決めて、しかも主要なところはシリコンで行くんだという戦略がよ

かったんじゃないかと思います。 

●そのラジオ、テレビの絡みでいって、ゲルマからシリコン、そういうステップを考えた

戦略はどなたが考えたのですか。 

●川名 それは記録にはありませんけれども、井深さんと岩間さんだと思います。実践的

にやられたのは、岩間さんが引っ張っていかれたですね。先ほどお話ししたように、新日

本窒素肥料の白石さんに話を正式に出したのは、井深さんですけど。だけど裏には、岩間

さんがいたと思っています。 

●川名さんはその戦略の中で一つずつやると、新しい世界が 1 つずつ開けてきて、次から

次へとアメリカから新しいアイデアが出てくる。それが全部目的に合って、実物になって

いくというステップ。非常にある意味では、もちろんアメリカがなければそういうことも

できないし、そういう目標がなければそういうステップを踏めなかったと思いますけれど

も、非常に幸運だった……。 

●川名 ええ、全く幸運だと思います。私は本当にたまたまそういう時期に遭遇したとい
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うことだと思います。しかも、それを私に担当させてもらえた、ソニーが私に仕事をやら

せてくれたというのは、ソニーに対しても感謝していますし、そういうチャンスに遭遇し

たことが非常に幸せだったと思います。 

 

後輩に送る言葉と技術マネジメントのフィロソフィー 

●そうですね。川名さんの「ものづくり」の信条とか、その技術とは何か、技術者とは何

か、その辺の信条とかフィロソフィー、お考えをお聞かせください。 

●川名 何を言ったらいいかと思ってはいるのですが、やはり私はもともと先ほどお話し

したように冶金屋でもありましたし、冶金というか材料ですからね。金属だけではなくて、

ほかの材料を含めて。材料とか、ベーシックデバイスといいますか、先ほどのトランジス

タもそうですし、あるいは 近では光デバイスもあるし、いろいろあるでしょうけれども、

何も半導体だけではなくて、いろいろそういったいいデバイスがあるでしょうけれども、

そういうものをしっかりやるというのは、エンジニアの本当の仕事ではないかと、私はそ

う思っているんです（笑）。残念ながら、ソニーは 近あまり力が入らないような気がしな

いでもなくて、そこをちゃんとやって、なおかつ今、言われたように、「ものづくり」に進

むべきではないかと。 

 昔の日本は「ものづくり」だったですよね。『MADE IN JAPAN』というのを盛田さんが書

いたぐらいでして。あのころは日本製というのが本当に世界を席巻していたと思いますけ

れども、だんだん韓国とか台湾とか中国とか、「ものづくり」はもうアジアだと。アジアの

ほかの国で、日本ではないと。日本はアイデアを出すだけだというふうな風潮がこのごろ

ひどくなってきて、それは日本にとっていいことではなかったのではないかと思います。

しかし幸いにして、今また「ものづくり」に帰らなくてはけないという気分が、日本の中

で非常に強くなってきたというのは、私は本来のエンジニアリングに戻りつつあるのでは

ないかという気がしないでもないですね。 

● 後に、活力ある「ものづくり」とか、若い人たちに送る言葉がありましたら、お願い

したいのですが。 

●川名 この間も文章を少し書いたのですが、先ほどの「ものづくり」に関連して、特に

来年ですね。今は世界の中でもエレクトロニクスはアジアの時代だと言われておりますけ

れども、そのアジアの時代の中で、日本が本当にアジアの中で尊敬されるべき地位に復帰

できるかどうかというのは、来年が一つの正念場ではないか。やはり、そこを頑張るかど
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うかというのは、第一線のエンジニアにかかっているのではないかという気がしていまし

て。だから、第一線の若い人たちに、ぜひ一つここで頑張って、もとのような日本に――

もとのような日本というのはちょっとおかしいですが、「ものづくり」の日本というものを

もう一度つくり直してもらいたいなという気がします。 

●どうして来年なんですか。 

●川名 どうしてかといいますと、実は昨年、日本の半導体はアメリカを抜いて、世界の

トップに立ったんですよ。 

●世界のトップに立った。 

●川名 ええ。今までアメリカが 1 番だったんです。 

●何がでしょうか？ 

●川名 生産量です。 

●半導体の生産量ですか。 

●川名 量です。ずっと日本はアメリカに負けていたんです。 

●どこかの時点で日本が 1 位になっていましたよね。それで再度逆転されましたが。 

●川名 そうそう。1989 年から 90 年の初めですね。それは日本が世界のトップだった。 

●ええ、すごいトップをとってね。 

●川名 ええ、DRAM でトップだった。DRAM を含めて総合してトップになったんですよ。NEC

さんを含めてトップにずっと並んでいたんです。ところが、そいつがだんだんだんだんア

メリカにやられていって、日本は地盤沈下したんですね。それが昨年またもとに返ったん

ですよ。もとに返ったというのはおかしいけど。 

●そうですか、返っていますか。 

●川名 ええ。もとに返ったと言ってはおかしいですが、アメリカが凋落したせいもあっ

て、日本がトップに立ったんです。ただ、それ以上にアジアのほうが伸びている。 

●ゲーム機、携帯電話とかそういうのが。 

●川名 そうそう。やはりパーソナルユースのエレクトロニクスですね。 

●ああ、そうですか。今ちょっと不勉強でお恥ずかしいのですが、韓国なんかよりも、ト

ータルでは、今は日本がトップですか？ 

●川名 トータルでは。それはまあ個々の会社としてはインテルとサムスンがトップです

よ。 

●個別のメーカーとしてはですね。 
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●川名 個別のメーカーとしては、でも国全体としての。日本じゅうの半導体、いろいろ

な会社があるけれども、総合してみれば日本がいいと思います。それは一体なぜかという

ことですよね。それはやはり先ほどから出ているような、携帯電話もそうでしょうし、デ

ジカメもそうでしょうし、フラットテレビもそうでしょうし、いろいろなそういった新し

いアプリケーションが広がってきたせいですよね。その勢いを確実にするかどうかですね。

今年もその傾向は続いていますし、せっかくつくって、設計したから、これをどこか他の

メーカに頼めば早くできる、別なメーカに頼めばもっと安くつくってくれるだろうという

ふうな考え方では、だんだん済まなくなってきつつある。安定生産に移行すれば良いでし

ょうが。 

 やはり自分たちがつくったものを、自分たちの力で早く、どこよりも早くつくり出して

商品にして売っていく。そのためには、やはり日本も安くつくらなくてはいけないし、い

いものをつくらなくてはいけないし、本当の意味での競争が来年ではないかと思ったので

す。フラットテレビもしかりです。フラットテレビだって今、全体の産業からいえば、台

湾が 1 番かもしれません。日本は、やはり技術で頑張ってもらいたいですね。この間も例

の FPD インターナショナルに行って話を聞いてきましたけれども、アジアの各国は非常な

勢いでやっていますが、やはり日本も負けるわけにはいかないのではないかと思います。

ここでひとつ頑張ってもらいたいなという気持ちを込めて「来年」と言いました。 

●今のキーデバイスというか、ベーシックな技術で、ベーシックなデバイスというものを

つくる。ベーシックなデバイスを基礎にして応用製品を目指すということですか。 

●川名 そうです。 

●そのニーズに合うように 適化して、カスタマイズして、その形のプロセスをつくる、

プロセスもデザインする、デバイスもデザインする。その応用商品の要求機能を満たす。

それ全体が「ものづくり」。まさにそれがシリコンのプロセスであったり、エピタキシアル

が出てきて、それがプレーナになって一段と進化したときに、そういうものの全貌を見て

適化できる、そういうアプリケーションにターゲットを定めて、そういうプロセスまで

一貫してする。川名さんの頭の中ではそれが「ものづくり」で、だから大事だと。 

●川名 はい。 

●デバイスだけを買ってきて、つくらせてというわけにも……。 

●川名 ではないですね。 

●プロセスデザインと設計と、切り離せないという。 
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●川名 そうです、それを言いたいですね。私はトランジスタのころの経験から言うとそ

うですが、今は LSI がシステムになってきていますから、昔の概念と変わってきている面

も大いにあると思います。あるとは思いますが、でも一方において、ますますシステムは

半導体の中に凝集されてくるわけです。しかも、そのシステムというのは一体何かという

と、結局は差別化を図ろうと思うと、やはり商品技術そのものをもっとほかよりもいいも

のをつくっていかなくてはいけない。それは一体何かというと、それは LSI の中に入れな

くてはいけないのです。LSI をつくるということは、新しい商品をつくることと同一です。

そうなれば、当然ながらそういうものを新しいプロセス技術も含めて、設計とアプリケー

ションと一体になって、早く物をつくっていくというのが日本の立場だろうと。だから、

大変苦しいですけれども、それを第一線のエンジニアに期待したいなと思います。 

●確かにいくら LSI の時代になっても、人間はその物理的な耳、大きな音で感動するし、

大きな絵で感動するし、そこのところはすべてデジタルというわけにいきませんから、必

ず大きなエネルギーで音を出してもらうとか、光を出すとか、そこのところは変わらない

わけですよね。 

●川名 そうですね。それもありますし、商品設計でもそういうフィーチャーをつけると

か、使いやすくするとか、いろいろ五感に訴えるようにするとか、いろいろあると思いま

す。絵の質をよくするとか、音出しをよくするというのもあるかもわかりませんけど、そ

れはやはり LSI の仕事、商品設計の仕事でもあるんですよ。そういうのを…… 

● 後は人間のインターフェースということですか。 

●川名 ええ。 

●やはりそういうパワーの半導体が必要になる。 

●ちょっと元に戻らせていただきます。プレーナのああいう特許は、ノイスが出してきた

フェアチャイルドでしたか。そのころ開発で実際の物に仕上げたのは、ソニーの川名さん

のところですか？  

●川名 いえいえ、そうではないです。それはやはりフェアチャイルドのほうが早いです。 

●フェアチャイルドのほうが早いですか。 

●川名 早いです。 

●ではガードリングをつけるとか、ああいったようなことは向こうもやっていたのでしょ

うか？ 

●川名 やっていない。 
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●やっていなくても、そういう商品に仕上げることができたのですか。 

●川名 ええ、彼らはそんなに耐圧の高いものはやっていませんでしたから。 

●ああ、そういうことですか。 

●川名 低い耐圧のものしかやっていない。耐圧が高いものをやっているのは、そのころ

はソニーだけだったそうですよ。 

●ああ、やっぱり高い耐圧という面では、ソニーの技術を使わないと……。 

●川名 ええ。それはもうフェアチャイルドが断然、プレーナは早いです。 

●それはもともとも出したところだから、リードはしているでしょうけれども。もう一つ、

私はガードリングというのは前から名前だけは聞いていたのですが、その発明者の川名さ

んに、今日お会いするとは思わなかったのですが（笑）。ああいったものを、出してこられ

るほどの技術と知恵をお持ちでありながら、……。これは川名さん 1 人のことだけではな

いのですが、どうして日本ではプレーナみたいなものが出てこなかったのでしょうか。 

●川名 それがですね、これも私の勝手な解釈で言いますと、それはやはりニーズですね。

それを何とかしなくてはいけないという強烈なニーズがあるかどうかですね。 

●フェアチャイルドのニーズは何だったんですか。 

●川名 フェアチャイルドはそんな必要ないですよ。もっと低い電圧で十分。 

●いや、フェアチャイルドがプレーナを考えついたニーズというのは。 

●川名 あ、そのニーズですか。 

●ええ。 

●川名 そのニーズは実は非常に不思議なニーズです。これは信頼性です。信頼性といっ

ても、普通の意味の信頼性ではなくて、トランジスタはそのころメタル間でシールしてい

ましたよね。 

●ハーメティックシールですか？ 

●川名 ハーメティックシールをメタルで、電気溶接でバシッと。そこで火花が出るんで

すよ、溶接で。これはもちろん段差がついていて、火花が飛ばないようにしていますけれ

ども、それでもすき間を通って火花がね。火花というのは何かというと、メタルそのもの

ですね。メタルそのものが熔融して酸化して、半分酸化して飛び出すんです。そいつが細

かい粉になってパーティクルになるのです。それがメサのところにくっつくと、ショート

してしまうのです。 

●なるほど、そうですか。 
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●川名 これをどうしたらいいだろうと、フェアチャイルドさんは悩みに悩んで。この問

題の解決のためにみんな悩んでいて、いっそのこと全部、酸化膜で覆ってしまえば、パー

ティクルが飛んできたって大丈夫ではないかと言ったと。ハーニーという男なんですよ。 

●なるほど、そういうことなんですか。 

●川名 参考資料にも書いてありましたよね。 

●年表にですね[トランジスタ開発年表参照] 

●川名 でも基本的に選択拡散の技術というものがあって、酸化膜をそこに残せばいいだ

けの話ですから、もともとはベル研究所がオリジナルです。だけどそれをベル研究所は、

そこのところに気がつかずに特許にしなかっただけです。それをフェアチャイルドが、キ

ャップをシールするときの火花の問題で、何とかしなくちゃいけないと思った。 

●これができてレジンで固めるとか、半導体……。 

●川名 そうです。そういうふうになったんですね。缶が要らなくなってきたんです。 

●昔はガラスで封じたりして。 

●そうでしたね。 

●そのガラスのエンジニア達が「ガラ研」というソニーの内でマイクロテレビの開発部隊

の母体となるゼミをつくって、半導体からトリニトロンまでずっと、マイクロテレビとか

そういったもの…。 

●大変いいお話でした。難しいお話だったのですが、大変その難しいお話を理解できるよ

うにしていただいて、ありがたかったと思います。 

 それともう一つは、お話を伺っていて、社会人になって会社に入って飛び込んだ瞬間か

らこういうすばらしい、まさに時代を画すようなテーマが自分のところに入ってきた。そ

れを見事にこなしたということもありますが、我々の先輩というのは、何か企業で必要と

する技術の開発、それはもう 初から会社に入ったときから自分のテーマであり、それを

一つずつつくることによって技術を身につけていったんですね。 

 ところが今の若い人たちは、どっちかというと、会社に入っても大体目的なしに入って

しまって、会社も目的を与えられない。ただ組織を維持するために、まあ適当に人は採ら

なくてはいけないという程度の認識かどうかは知りませんけれども、現状はそういう中で

育っていますね。そういう若者たちを、企業サイドからどういうふうにしていったらいい

のかなという感じもするのですが。 

●川名 私もいい質問ではないかと思います。私があまり偉そうなことを答えるわけにも
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いかないのですが、おっしゃるとおりではないかと思います。先ほど、今の若いエンジニ

アに期待したいことを言えとおっしゃられたのですが、それはそれなりの答えはないこと

はないんですけれども、やはりもっと大事なことはマネジメントです。マネジメントをも

っとしっかりしてもらわないと――してもらわないとというのはおかしいけれども、そう

することで初めてエンジニアが力を出せると思います。目標をしっかり与えてやれば。し

かも、いいかげんではなくしっかりとした考え方に基づいて、ある程度難しくてもいいか

ら、ちゃんとした目標を与えてやれるか、そういうエンジニアリング・マネジメントとい

いますか、それをしっかりしてもらいたいなと思います。それがないと、とにかく人を雇

わなくてはいけないから、採ったというだけのことになってしまうので（笑）。 

 私はそこから考えると、中身は知りませんけれども、例えばシャープさんが例のフラッ

トテレビのでかいやつをやろうと。これはこれで「ブラウン管を全部駆逐するんだ」と言

っていますけれども（笑）。駆逐されないかもしれないけれども。しかし、それは壮大な考

え方ですね。それはもう失敗するかもしれないけれども、これで行くんだと言って、しか

もそのために、亀山工場みたいに新しい概念を持つ工場をつくる。こういうところだった

ら、若い者も目標がはっきりしているから、頑張るんじゃないかと思うんですよ。そうい

う気がしますけれども。 

●今日は川名さんから、半導体の発展の歴史を特にシリコンのことを 3 点に絞ってお話を

お伺いすることができました。基礎的な話からアプリケーションのことまで、ある意味で

は非常に壮大な物語だったと思います。今日は長時間どうもありがとうございました。 

●川名 とんでもないです。本当にありがとうございました。こういうところへ呼んでい

ただいて光栄です。 

●とんでもございません。 

●もっともっといろいろなことを、ランダムにでもいいからゆっくりと伺いたいような気

分ですが、また機会がありましたら。 

●川名 はい、どうぞまた呼んでください。 

●ゆっくりと飲みながらでも、いろいろお話をお伺いしたい（笑）。 

●そういう日本流の技術の系譜をまとめ直すというのも、大事な仕事だと思います。 

●まさに、生きた教科書。（笑）ありがとうございました。 

（了） 
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川名さんとのインターネットインタビュウ 

●エピタキシャルプレーナトランジスタの開発当時の職場の状況などをもう少し、細かく

ご説明してください。 

●川名：高耐圧エピタキシアルプレーナトランジスタの開発は、1962 年 1 月半導体部は大

きな組織変更が行われ、研究課が廃止され、開発課が出来ました。課長は岩田三郎さんで

す。私は製造技術課から開発課に移りました。岩田課長は戦略的な開発方針を打ち出し（岩

間の基本方針に基づいていると考える。）、私にはプレーナトランジスタの開発を命じまし

た。矢木肇、宮崎正義などがメンバーでした。後で朝比奈秀郎が加わりました。私は小信

号用と高耐圧用の 2 種類のトランジスタの開発を進め、私はその中で高耐圧中出力のエピ

タキシアルプレーナトランジスタに注力しました。小信号プレーナトランジスタは宮崎さ

んが担当し、そして同時に彼はフォトリソグラフィーの担当でもありました。矢木さんは

FET やセンサーの開発も行いました。FET はソニーの有名なコンデンサーマイクの誕生につ

ながりました。 

困難はやはりプレーナによる耐圧の低下ともう一つは低い歩留まりでした。エピタキシ

アルトランジスタの威力は良く分かっていたので、 初に開発した水平偏向用のパワート

ランジスタのチップ面積を縮小し、なおプレーナ技術によって生産を革新し、信頼性も改

善したいと考えました。約 20mm２の先のトランジスタのチップ面積を 4 mm２に縮小し、電

流電圧特性はそれを凌駕するという目標を立てました。エピタキシーは先の垂直偏向で経

験した手法を用いました。 

耐圧についてはガードリング法を考え特許出願しました。岩田課長と共願です。その翌

月、矢木さんたちははみ出し電極法を考え特許出願しました。双方とも今につながる技術

であり、世界で使われています。 

低歩留まりの原因は良く分かっていました。酸化膜の拡散中の欠陥発生によるもので特

に燐によるエミッタ拡散で欠陥が大量に発生した。これは僅かな酸化膜表面の汚染が燐拡

散の際の燐との反応源になるのでした。洗浄法も十分でなく、クリーンルームも完備して

いるわけでもなかったからそう簡単に解決できるものではありませんでした。チップサイ

ズの小さい小信号用のプレーナトランジスタはそこそこの歩留まりでしたので、チップサ

イズの影響をまたまた感じざるを得ませんでした。それでもこれが解決できなければ前進

はないと考え、いろいろ工夫を考えました。一つはガス洗浄です。塩素ガスを高温のシリ

コンウェーハに流して洗浄しようとする考えでした。岩田課長に相談すると言下に無理と
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いわれました。そのためには安全対策、装置対策が不可欠であり、大変だ、と言われてあ

きらめました。次に考えたのは燐拡散法の改善です。それまでの P２O５による拡散は極め

て制御が難しく、ウェーハ酸化膜上の局所的燐反応も顕著でした。そこでガス拡散法を考

え燐の化合物と蒸気圧などを調べて実験を始めました。始めは PCl３をソースに用いました。

酸素ガスを導入しなければならないことは分かっていましたので、そうして実験しました。

結果はすばらしいものでした。早速特許出願を矢木さんと共願で行いました。その後矢木

さんは POCl３というソースがあることを見出してそれに切り替えました。世界で も早く

ガスソースからの燐拡散を行ったのではないかと思います。さらに酸化膜上の局所的燐の

デポジションが大きく改善されるのが分かりました。これはソースに含まれる塩素の洗浄

効果によるものであることが分かりました。この技術が出来るとまもなく厚木の工場から

この技術を水平偏向用パワートランジスタの生産に使いたいと言ってきました。直ちに実

行に移しました。これもパワートランジスタの歩留まり向上に役立ったと思います。 

当時、このエピタキシアルプレーナトランジスタは画期的なものであるといってよいと

思います。アメリカ出張の際、これを持参して驚かれたことがあります。特性は良くＴＶ

5-303 の水平偏向用のトランジスタをこのトランジスタに置き換えてもなんら問題がない

ことを自分でやってみた。しかし、まだ歩留まりが低く量産が出来ない。どうしたら量産

できるようになるだろうか、考えては実験しましたがよい結果は中々得られませんでした。 

●スジが良い技術という言葉を、当時良く耳にしました。スジが良いというのは、何だっ

たのでしょうか？ 

●川名：トランジスタラジオも TV もシリコントランジスタも筋が良かったのでしょうか。

きっとそうだったのだと思う。しかし、井深、岩間さんたち、またシリコントランジスタ

を開発した私たちは筋が良いか悪いか考えたことはありません。ラジオ用トランジスタで

さえ「筋が悪い」といわば批判されたのでした。出来るはずがないものだったのです。事

実大きな壁にぶつかりました。しかし、ソニーは勇敢にこれを乗り越えることが出来まし

た。また別の技術では Kroemer の drift  transistor が生まれ問題を解決しました。更に

はメサトランジスタ等新しい画期的な技術の開発が相次いで起こりました。瞬く間に嘗て

の技術は obsolete（陳腐化し）になり、新技術が取って代わりました。その流れは今も続

いています。TV 用に私が苦労して作ったパワートランジスタも今は遺物でしかありません。 

トランジスタとは何なのでしょう。それは 20 世紀 大に発明と言われているように、

人類の生活、社会を全く変えてしまいました。全く革命的デバイスでした。 初の人たち
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はそこを気付いていません。Shockley や Bardeen でも自分たちの発明したみすぼらしいも

のがこんな力を発揮するようになるとは思っても見ませんでした。（これは Bardeen の記録

にある。）井深さんもそうだったかもしれません。しかし理屈を超えてこれはすごいものに

なると言う認識は確かにあったと思います。その認識が正しかったのでした。技術の詳細

を気にする人はそれが見えないかもしれない。大局を正確に認識した井深さんの判断、そ

の実行力が評価されるべきであると思います。 

岩間さんはシリコンがどんなに難しいかよくは分からなかったかもしれないが、シリコ

ンがゲルマニュームに対してこれだけ基本的に優れたものである限り、この発展は確かだ

ろうと言う信念を持つことが出来たのだと思います。当然判断が狂うこともあるはずです。

しかし、基本的な判断は誤っていなかった。井深さんのトランジスタの判断と同質の判断

であると思います。 

「筋が良い」というのはいろいろの意味で使われるようですが、トランジスタとその応

用製品に関して言えば、その筋のよさに対する判断は井深さんの理想主義的直感がすべて

であったといえるのではないかと思います。 

シリコンのパワートランジスタ 2SC41 シリーズについて言えば、自分は GE のやり方は

筋が悪いと思っていました。これは当時の東京通信工業の実力とは程遠いものであること、

出来ても特性が悪くて TV には使えないことなどです。自分の設計は苦しいが筋は悪くない

と考えていました。この設計ならば、手間はかかってもきちんと生産できると思っていま

した。筋は自分たちが作り上げたと思っています。  

●シリコンの成功は、アプリケーションとの連動だと言うことですが、それがなぜそのよ

うにうまく行ったのしょうか？ 

●川名：2SC41 シリーズの時は遠藤さんを中心に TV 回路開発担当者だった島田聡さんとも

密接な関係を持っていました。また、マイクロテレビのときは、沖さんの所から良く見え

た水平偏向回路開発担当だった泉沢さんやその他何人かの人たちとは良く話し合ったと思

っています。2SC140 の時はほとんど遠藤さんを介して TV 側と開発をやってきたと思いま

す。全体としてみれば半導体と TV 開発は極めて密接に協力し合ったことは確かです。 

特にテレビでは、放電が起こると瞬時とはいえ極めて高い電圧が回路に印加されます。

当然放電電圧の影響を強く受ける回路部分（例えば高圧回路に隣接した偏向回路など）に

は高い電圧が加わり、耐圧よりははるかに高い電圧が加わったと思います。トランジスタ

の耐圧を高くしてこの影響を回避するには容易ではありません、或いは無理です。これに
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耐えるためには耐圧を超えた電圧によって流れる電流にどこまで耐えられるかが課題です。

すなわち耐逆方向瞬時電力です。 

それは｛ブレークダウン電圧＋（トランジスタ抵抗値ｘピーク電流）｝ｘピーク電流、

ですから適正なブレークダウン電圧と低いトランジスタ抵抗を求めるしかありません。こ

れはトランジスタがオフの場合です。そこではトランジスタ抵抗値の低いことが大切でし

た。中ぐりもそうですし、エピの設計はそういう観点が重要でした。 

瞬時ピークパワーにどれだけ耐えられるかのもう一つの重要なパラメータは熱放散で

した。直流的な熱放散と共に局部的な熱放散の弱いところ（半田の void)があれば、瞬時

温度はその部分で局所的に高くなって、トランジスタを破壊します。特にトランジスタが

ON の時に放電が起これば、その放電エネルギーは ON 時のパワーに付加されます。ここで

もトランジスタの抵抗値が低いことが大切ですが、局所的放熱欠陥（void)は致命的でした。

ON 時には OFF 時と違って電流が増大すると熱暴走という問題を起こしました。これは一般

的な現象ですが、void があれば非常にそれが弱くなります。おそらくこれで壊れたのが多

かったと思います。 

 思い出してみれば、TV8-301、5-303 の開発は全社を上げての１大プロジェクトでした。

井深さん、岩間さんは新しい分野を開く夢と同時に会社の浮沈を賭けてのプロジェクトの

成功に必死だったと思います。その下の関係者は当然必死にならざるを得ません。自分の

ことではなく会社の成功のために皆お互いに協力するのは当然だという密接な協力関係が

自然に作られたと思います。 

余談ですが、1 点総力集中、敵陣突破というのは軍隊用語の breakthrough のことと思い

ますが、井深さんの当時の戦略はそれでした。それは岩間さんが思想を引き継ぎました。

井深さん、岩間さんは随分違うところがありますが、その点に関しては同じでした。これ

は岩間さんが井深さんに学んだところではないかと勝手に考えています。 

●昨今、技術のマネジメント論が云々されていますが、井深さんの「目標設定法」と、岩

間さんの「方針設定法」が、かなりキーファクタ・フォー・サクセスではなかったかと思

いますが如何でしょうか？ 

●川名：岩間さんのマネージメントの特徴は何だったかと言われて、改めて考えました。

確かに、「方針を示す」ということだったかもしれません。その「方針」とは何か、どう

してその「方針」を決めたのか、が大事だったかもしれません。 
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ラジオ用トランジスタはどういう方式でやるべきか、この「方針」を決めるに当たって

岩間さんは 初間違えました。拡散型でやるべきだと思ったのです。「拡散型」というの

は Kroemer の「ドリフトトランジスタ」のことで、その後一時世界の大勢になったもので

す。これは昭和 29 年初頭にアメリカを訪問した岩間さんのアメリカからの手紙にあります。

留守部隊は反対に「成長型」でやりたいと主張します。帰国後岩間さんは議論の末「成長

型」でやることに決定しました。これはソニーの命運を決する方針でした。決めたらそこ

に全精力を集中し、翌年にはトランジスタ生産のみならずラジオの発売にこぎつけました。 

トランジスタ技術はアメリカ、中でもベル研究所が圧倒的な強さを誇っていました。岩

間さんはその意見、情報、アメリカの業界の動きを見ていました。これからどの方向に技

術が進んでゆくのだろうかについての研ぎ澄まされた観察眼でした。それと留守部隊が主

張する現実的な目標達成の見通しとの両方を見渡しての「方針」決定だったと思います。 

シリコントランジスタ開発の大方針はアメリカ、ベル研究所の先進的な開発成果とシリ

コンの未来に対するある程度理想主義的な将来性に対する理解だったと思います。どんな

に難しいものかは分からなくとも、良い物はきっと将来性があるという動物的ともいえる

感覚だったように思います。東京通信工業という若さと理想に燃えていた会社が取り得た

方針だったのではないかと思います。当然テレビをやるためにという目標を踏まえての「方

針」だったのは言うまでもありません。 

岩間さんの方針は技術に対する先見性に基づいていること、具体的な目標（テレビなど

の商品目標）実現との整合性を常に考えていることがその基礎であったと思います。エピ

タキシー技術のニュースを聞いてすぐやろうと直感的に考えた方針もその観点であったと

思います。  

井深さんの商品的な優れた目標設定と岩間さんの先進技術の方向を見定めた半導体の

開発方針の決定は両者相まって、ソニーを作り上げてきたのではないかと思います。  

●技術の発展の系譜を、簡単な道筋で、理解したいと思います。 「エピタキシャル・プレ

ーナ」が、どのような新しい有効性を持ったのでしょうか？ 

LSI とか、現在の IT といわれるものの基盤がそこに築かれたと思います。非常に大

雑把に言って、1950 年トランジスタ、1960 年 IC、1970 年 CPU、1980 年 PC、と約 10 年間

隔の 4 つのマイルストーンで、IT 技術の発展を眺めることができるように思って居ります

が、その間の導体の発展に沿って、大きなストーリーで整理するとどうなるのでしょうか。 
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●川名：その技術が IC, LSI への引き金になりました。プレーナ法を用いた IC 特許は

Fairchild の Noyce のもので、プレーナを発明した Fairchild だから出来た発明です。IC

の発明は TI の J.Kilby（ノーベル賞受賞）が行ったとされていますが、現在の IC,LSI は

Noyce の発明に基づくものです。またエピタキシアル技術は当時のバイポーラ IC を構成す

るための基本技術でした。それなしには有効な IC（bipolar IC)は出来なかったといって

よいと思います。その後 MOS IC の時代が始まりましたが、現在の MOS LSI はほとんどエ

ピタキシアル構造を使っていません。バイポーラと動作原理が異なるからです。しかし、

エピタキシアルは現在でも極めて重要で、bipolar IC だけでなく 先端の Si/Ge の IC や

strained Si を用いた MOS LSI などはエピタキシアル技術を使っています。今後 MOSLSI は

ますますエピタキシアル技術を使うことになると思われます。また化合物半導体はすべて

エピタキシアル技術の上に構成されています。 

  現在の半導体はプレーナ、エピタキシアルの両技術がその発展のきっかけを与えたとい

うこともできると思います。 プレーナはエピタキシアル以上に IC にとって基本的な技術

でした。エピタキシアルがなくとも IC は出来ないことは必ずしもありませんでしたが、プ

レーナがなければ IC は作れませんでした。 

● 後に、この開発に賭けた川名さんの motivation は何だったのでしょうか。これからの

若いエンジニア達へのメッセージとしても、改めて御願いします。 

●川名：「2SC41 シリーズの開発に当たっては、会社が今までで世の中に存在しなかった

製品を世に出そうという挑戦をしている。それに応えるのはエンジニアとしての責務では

ないか。そして、シリコンのトランジスタを生産化するために TV 用として満足な性能と生

産性を達成するのは私の責任である。という気持ちだったと思います。」 

省みて、会社の方針、戦略が１エンジニアの強い motivation を引き起こしていたこと

が思い出されます。2SC140 シリーズもしかりです。2SC291 シリーズでは新しい技術の大き

な潮流の中にあって、エンジニアとしてこの潮流の中でその先端技術で優れたトランジス

タを作って会社に貢献したい。それが喜びであったと思っています。2SC291 シリーズでは

これで 2SC41 シリーズが置き換えられるという野望がありました。事実はそうはなりませ

んでしたが、そういう気持ちでした。（ただその後 4 インチの TV が企画されたときにはこ

のトランジスタが水平偏向に使われたのではないかと思っています。） 

井深さん、岩間さんの慧眼とそういうテーマを与えてくれたことを 1 エンジニアとして

改めて感謝しています。                                 （了） 
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川名喜之 

 1956 年、初期ベル研究所発表の 2 重拡散型シリコントランジスタの構造(図―1) 

 

くし型電極(図―2) 

  

 
 

ヘッダー 

N 基板 接着金属層 

エミッタ拡散層（N） 

ベース拡散層（P） 

Au-Sb 蒸着膜 Al 蒸着後シリコンとの合金化層 

再結晶シリコン（P）層 

メサエッチ部 
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中ぐりの図（チップ断面図）(図―3) 

 
 

 

エミッタ電極、下に N＋エミッタ層 

    ベース電極 コレクタ抵抗（中ぐりで減

中ぐりエッチ部 
裏面金属被膜、Au,Ag 

メサエッチ部 
P 拡散層 

N 基板 
中ぐりエッチはチップ

厚さの半分程度 

シリコン基板、均一抵抗率, 

例 3Ωcm、厚さ 300 ミクロン 

エピタキシアル結晶、抵抗率大, 

例 3Ωcm, 厚さ：７ミクロン 
エピタキシアル結晶 

下 地 結 晶 、 抵 抗 率 小 、 例

0.001Ωcm 

初期のエピタキシャル型シリコントランジスタの断面図(図―4) 

従来シリコン基板 
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従来のトランジスタとエピタキシアルトランジスタの特性比較（概念）(図―5) 

 

エピタキシャル・メサ型及びプレーナ型シリコントランジスタの断面図(図―6) 

 

N 基板 

P 拡散層（ベース） 

エミッタ電極 

エ ミ ッ タ 拡 散 層

ベース電極 

メサエッチ部 

表面酸化膜 

エピタキシャル・メサ型シリコントランジスタ構造 

エピタキシャル・プレーナ型シリコントランジスタ構造 

N 基板 P 拡散層（ベース） 

表面酸化膜 

N+エミッタ拡散層 エミッタ電極 
ベ ー ス 電

10A 

0A 

電
流 

電圧 10V 0V 

エピタキシアルトランジス

従来のトランジスタ 

IB1 

IB2 

IB3 

IB2=2IB1 

IB3=3IB1 
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エピタキシャル・プレーナ構造の表面部 PN 接合電界集中の図(図―7) 

 

 

エピタキシャル・プレーナのガードリング構造(図―8) 

 
エピタキシャル・プレーナのはみ出し電極構造(図―9) 

 

空乏層 A 

N 基板 

P 拡散層 

ガードリング 

空乏層がガードリングに到達する

とガードリングの反対側に伸びる。

このため、B 点の電界はプレーナよ

B C D 

N 基板 

P 拡散層 

酸化膜 

はみ出し電極 

空乏層 酸化膜を介したはみ出し

電極によって酸化膜下の

電界を弱め空乏層を広げ

る。これで B 点の耐圧を

B 

A 部、ｌ

ベース拡散層（P） 

N 基板 

空乏層 

（電界領域） 

B 部ｌ２  

ｌ１＞ｌ２  A,B 共に同じ電位差なので、B 部電界が高くなり、A 部より耐圧が下
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日本のトランジスタの生産と輸入統計(表―1) 

 輸入(千個) 生産 (千個) 終新製品 

 ゲ ル マ

Tr. 

シ リ コ

ン Tr. 

ゲルマ Tr. シ リ コ

ン Tr. 

 

1960 ｓ35 －  139,636 172 TV8-301 発売 

1961 ｓ36 －  179,706 423  

1962 ｓ37 247 27 230,426 1,202 TV5-303 発売 

1963 ｓ38 2,939 112 263,434 4,068 TV9-304 発売 

1964 ｓ39 5,987 607 407,674 8,170 TV-120 発売 

1965 ｓ40 2,680 11,727 428,938 25,062 オーデオ、マイク、電卓 

1966 ｓ41   518,655 98,398  

出典：電子科学 Vol.17/No.6,1967 

 

トランジスタ開発年表（表―2） 

1948 スカッフ Ｓｉのｐｎ接合の形成に始めて成功 

 

ピアソン、バーデイ

ーン 

不純物をドープしたｎ型、ｐ型Ｓｉの比抵抗、ホール係

数測定 

 

ショックレイ、ピア

ソン 

表面準位の実験とＦＥＴの先駆的実験 

 

 

ブラッテン、バーデ

ン 

点接触型トランジスタ作用の発見 

 

 ショックレイ 接合型トランジスタの特許出願 

1949 

 

ショックレイ、ピア

ソン等 

ｐｎ接合型概念の確立 

 

 ショックレイ 接合型トランジスタの（構成図）可能性を理論的に提示

 WE 社 拡散法の特許 

 へッブ ニューッロンの学習モデル発表 

1950 

 

チイール、リトル 

 

チョクラルスキー法によるＧｅ大型結晶の育成に成功

引き揚げ法：３/４”＊８” 
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 ホール 偏析現象を利用しＧｅの精製を実現 

 ホール 合金法によるｐｎ接合の実験 

 西澤潤一、渡辺寧 pin ダイオードの基本特許 

1951 

 

テイール、スパーク

ス他 

引き揚げ法によるｐｎ接合の形成 

 

 

ショックレイ、パー

クス他 

接合型トランジスタの発明 

 

1952  軍用の接合型トランジスタの生産開始 

 

ホール 

 

不純物の編偏析性を利用したＲａｔｅ Ｇｒｏｗｎ 法

の開発 

1953  補聴器用へのトランジスタの応用広がる 

 デシー、ロス 接合型ＦＥＴの試作 

 プファン Ｇｅのゾーンリファイニング精製法の開発 

/10 

 

ソニー 

 

日本初のトランジスタ、ゲルマダイオードの披露会、展

示即売会（三越本店等） 

/12 

 

リージェンシ 

 

世界初のトランジスタラジオの発売（ＴＩ社製の四石の

Ｔｒを使用） 

1955/8 ソニー 世界初のトランジスタを内作したラジオ TR-55 発売 

1957 

 

塚本哲男等 

 

2T2 型の改良型として２Ｔ７型の開発。アンチモンに替

えリンをドープ。 

 

江崎玲於奈 

 

江崎ダイオードの発明。２Ｔ７型の開発過程で現象発

見。 

1956 

 

K H. Komer 

 

ドリフト型 TR の開発。ベース抵抗を増やさずにベース

幅を小は困難。不純物濃度勾配導入。 

 

J. L. Moll 

 

pnpn スイッチの開発。シリコンメサ開発中に不十分な合

金処理のため、偶然に発見。 

 

Charles A.Lee 

 

ゲルマの拡散型メサ TR の開発。従来の成長接合型に対

し、拡散層をベース形成とする方法。 
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1958/6 

 

川名喜之等 

 

エミッタ選択拡散による二重拡散型のシリコンパワー

トランジスタを開発：2SC41 シリーズ 

 

川名喜之等 

 

①中ぐり法開発、②櫛形電極開発（フリンジ効果の発見）

③Au・Ag・半田による電極材料の使用開発④Cu ヘッダー

への直接半田付け開発 

1959/2 

 

Jack S. Kilby 

 

固体回路の開発。Ge,Si などの結晶板上に何回かの不純

物拡散を行って Tr.D.C,R,配線等を形成 

/5 JeanA.Hoerni シリコンプレーナトランジスタの開発。 

1960/4 ソニー 2SC41 シリーズ本格量産 

/5 

 

ソニー 

 

世界初のトランジスタテレビ TV8ー301 発売：２３石、

Ｓｉ：2SC41、Ｇｅメサ：2SA16、Ｓｉグロン：2SC19 

 D.Kahng,M.M.Atalla MOS トランジスタ特許 

/6 W.E.社 シリコン・エピタキシャルプレーナトランジスタ特許 

/6 

 

川名喜之等 

 

世界に先駆けたシリコン・エピタキシー・中出力トラン

ジスタの実用化開発：2SC140 

 

川名喜之等 

 

①要求仕様から一貫したデバイスデザイン法プロセス

デザイン法の開発②シリコンエピタキシー結晶プロセ

スの開発 

1961/2 ソニー 2SC140 シリーズ量産開始 

1961/M R.W.noyce シリコン・プレーナ集積回路（Monolithic IC）の開発

 P.Weimer CdS 薄幕 TFT の発表 

1962/4 

 

ソニー 

 

オールトランジスタ世界 小マイクロテレビ TV5-303

発表、5 月発売 

/5 

 

川名喜之等 

 

中出力エピタキシャル・プレーナトランジスタの実用化

開発：2SC291 

 川名喜之 ガードリング法開発 

 矢木肇、川名喜之 はみ出し電極開発 

 川名喜之等 燐ガス拡散法 
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1962  日本でシリコンプレーナトランジスタの生産開始 

1963 

 

F.M.Wanlass, 

C.T.Sah 

相補型 MOS(CMOS)トランジスタの発表 

 

/11 ソニー マイクロテレビ：9 インチ TV9-304 発売 

1964 T.I. 社 MOS IC の発表 

/3 ソニー 世界初のオールトランジスタ電卓発表 

/10 ソニー マイクロテレビ：12 インチ TV－120 発売 

1965 ソニー 2SC291 シリーズ量産開始 

/10 ソニー マイクロテレビ：19 インチ TV19－20 発売 

出典：科学技術史(第 4 版)城阪俊吉著、他今回のインタビュー、参考文献により独自編集 

 

主な初期のトランジスタ年表（表―3） 

1948 Bell Labs Point Contact  

1951 Bell Labs Point Contact  

1951 Bell Labs Grown Junction（Ger）  

1951/52 RCA Point Contact  

1952 RCA Alloy Junction (Ger)  

1952 RCA Alloy Junction (Ger)  

1952 West Electric Point Contact  

1952 West Electric Point Contact  

1952 Raytheon Alloy Junction (Ger)  

1952/53 West Electric Point Contact  

1953 CBS Hytron Point Contact  

1953 GE Point Contact  

1953 GE Alloy Junction (Ger)  

1953 RCA Point Contact  

1953 West Electric Grown Junction (Ger)  

1953 Raytheon Alloy Junction (Ger)  

1953 Sylvania Alloy Junction (Ger)  
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1953/54 Motorola Alloy Junction (Ger)  

1953/54 RCA Point Contact  

1954 Texas Instruments Grown Junction (Sil)  

1954 West Electric Grown Junction (Ger)  

1955 SONY Grown Junction (Ger) 旧 2T5 

1955 GE Alloy Junction (Ger)  

1955 GE Alloy Junction (Ger)  

1955 GE Alloy Junction (Ger)  

1955 GE Alloy Junction (Ger)  

1955 RCA Alloy Junction (Ger)  

1955 Raytheon Alloy Junction (Ger)  

1955 Sylvania Alloy Junction (Ger)  

1955 Sylvania Alloy Junction (Ger)  

Mid 50s Sylvania Alloy Junction (Ger)  

1956 SONY Grown Junction (Ger) 2T5 

1956 SONY Grown Junction (Ger) 3T201 

1956 SONY Grown Junction (Ger) 3T202 

1956 CBS Hytron Power(Ger)  

1956 CBS Hytron Power(Ger)  

1956 CBS Hytron Alloy Junction (Ger)  

1956 GE Grown Junction (Ger)  

1956 Texas Instruments Grown Junction (Sil)  

Late 50s Raytheon Alloy Junction (Ger)  

1956/57 West Electric Grown Junction (Ger)  

1957 SONY Grown Junction (Ger) 2T7 

1957 GE Alloy Junction (Ger)  

1957 RCA Drift Alloy Junction (Ger)  

1957 West Electric Grown Junction (Ger)  

1957 Raytheon Alloy Junction (Ger)  
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1958 SONY Grown Junction (Ger) 2T7R 

1958 SONY Mesa (Sil) 2SC41 

1958 Fairchild Mesa (Sil)  

1960 SONY Epitaxial (Sil) 2SC140    (注) 

1960 Fairchild Planar (Sil)  

1962 SONY Planar (Sil) 2SC291 

1960s Raytheon Power(Ger)  

 出典： http://semiconductormuseum.com/Museum_Index.htm  

2002-4 by Jack Ward.を参考に追加。 

(注)1960 年までにソニーが開発したトランジスタやダイオードは、122 種に達した。 

 

以 上 
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塩ビモノマー重合技術の開発 

田島重信氏 

 

●今回のインタビューは、「塩ビモノマー重合技術の開発」というタイトルでお話をお聞き

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【出生から就職まで】 

●田島さんのお生まれからの自己紹介を、このいただいたメモ（資料－１）に沿って、お

話しいただけますでしょうか。 

●田島 そうですか。私は昭和 11年の生まれで、福井県の田舎でした。そこには信越化学

の武生工場の前身で、たしか大同化学と言ったと思うのですが、そういう工場がありまし

た。たしか小学校の 2 年生か 3 年生の頃、そこへ遠足に行きまして、液体空気を初めて見

せてもらいました。液体空気を触らせていただきまして、「おもしろいものだなあ」と思っ

た記憶があります。 

●福井県の田舎といわれますと。 

●田島 福井県丹生（にゅう）郡清水町甑谷（こしきだに）です。 

●こしきだに。 

●田島 甑谷というのは、これは蒸し器の甑（こしき）という字です。 

●一番近い市でいえば武生の近くですか。 

●田島 ええ、武生まで直線距離で 5～6キロでしょうか。福井も大体 5～6キロ位です。 

●現在もこの地名ですか。 

●ええ、そうです。 

●これは難しい字ですね。 

●田島 難しい字だと皆さん言います。「何というの」ってよく聞かれます。昔の蒸し器（せ

いろ）ですね。あの甑。九州に甑島（鹿児島県）というのもありますね。 

●大学は金沢大学理学部化学科を選ばれたきっかけというのは。 

●田島 化学科は、私は算数があまり得意ではないのですが、技術の仕事をしたいと考え

ていました。大学の先生が、たんぱく合成の専門で、私はアミノ酸の合成や重合を一生懸

命やらせてもらいました。その先生は、学生を非常に大事にしてくれましたが、厳しい指

導でした。 
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私は就職の時に、石油化学をやりたいと思ってみたり、また信越化学には親近感を持っ

ていました。 

●ではやはり大学受験の時から、化学科ということで大学はお入りになったのですか。 

●田島 化学というものをとくべつに意識したのではないのですが、 

みんなが言うには比較的化学の方がいいんじゃないのという感じで。 

●ご兄弟は大勢おられるのですか。 

●田島 私はちょっといないものですから。 

●お１人ですか。そうですか。家を継ぐというか。技術系を志向されたというのは、例え

ばお父さんのお仕事の関係とかあったのですか。 

●田島 うちの親父は農業と大工をしていまして、「建築科に行け」と言ったのに、べつの

わらじを履きました。（笑） 

●もともとそういう技術というか、ものづくりのご家庭で育てられた。 

●田島 私は地道な「ものづくり」を大事にするような環境にあったのですかね。 

私はそんなこともあって、地元に就職したかったものですから、地元に工場がある信越化

学か、あるいは信越化学が新日本窒素肥料と合弁で塩化ビニルを作っていた日信化学とい

う会社（これも後で信越化学になりました）に勤められるといいと思っていました。ちょ

うど大学の 4 年生の時に、学生実習を信越化学が受け入れてくれましたので、直江津工場

に夏 2 カ月間ほどお邪魔しました。その頃は石灰窒素もカーバイドもまだ生きていました

から、その時に石灰炉の耐火レンガの仕事をすすめられ、結構レンガというのもおもしろ

いものだなと思いながら 2カ月間ほど過ごさせてもらいました。 

 その時に、工場の中には昭和 32年にスタートした塩化ビニルのプラントが既に動いてい

て、石油化学の仕事をしたいなあと漠として思っていたものですから、信越化学に入れても

らえればいいけれど、武生にはちょっと行かれないなと思いながらいました。そうしたら

翌年に幸運にも採用してもらいました。 

 

【入社当時の塩化ビニル工業】 

●入社されたのは昭和 35年ですね。 

●田島 そうです。昭和 35年に入社しまして、直江津工場の塩化ビニルの製造現場に配属

になりましたが、間もなく「研究のところで仕事をしなさい」と言われました。 

それから 18年間位研究開発に携わりました。直江津工場では塩化ビニルが鹿島に出てしま
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った（昭和 45年）後も塩化ビニルは少し残っていましたが、不幸にして大きな事故があり

まして、その事故があるまでずっとそこで私は塩化ビニルの関係の仕事を続けました。も

ちろん電解とか製造も多少のことはちょこちょことやりましたが、主たるものは塩化ビニ

ルだけをやらせていただいたわけです。 

●当時はカーバイドからアセチレンが作られて。 

●田島 当時はカーバイドをアセチレンにしまして、アセチレンの誘導体である塩化ビニ

ルとか酢酸ビニルなどを直江津工場でやっていました。塩化ビニルは昭和 35年に私が入社

時には既に作っておりましたが、昭和 35年には酢酸ビニルの工場を立ち上げた。酢酸ビニ

ルの工場は塩化ビニルとは違ってプロセスも複雑ですし、いろんなことが要求される難し

いプラントでした。 

●塩化ビニルが日本で作られたというのは、戦前ですか。 

●田島 塩化ビニルは戦前からやはり日本でも研究していたはずですけど、大部分はまだ

戦後間もなくはそれほど大きくならなくて、30 年代の初めの頃までにいわゆるポリ塩化ビ

ニルが非常にいいものだということがだんだんわかって、皆作り始めました。 

 その時に自社の技術でいったところと、グッドリッチやモンサントといったところから

技術を入れたところとがありまして、懸濁重合法という非常にいい技術を入れました。信

越化学が塩化ビニルを始めた時には後発だったのです。13社のうちの 12番目か何かで、も

う 後発でした。 

 しかし同時にもうその頃、これは後でお話ししなければならないことですが、昭和 35年

というのが既に石油コンビナートのエチレンを原料とする塩化ビニルあるいは酢酸ビニル

に切り替わっていく時代のまっただ中でした。だから立派な工場があっても、既に目はそ

ういう石化コンビナートの方に向かっているような時代だったと思います。 

●入社されて 初に塩化ビニルに携わったのは、現場の運転ですか。 

●田島 はい、現場の運転です。 

●研究ではなくて現場の運転の方へ。それはアセチレン法ですね。 

●田島 ええ、アセチレン法です。塩ビモノマーはアセチレンから同じ場所で作っていま

したが、私は塩ビモノマーの重合の方に携わったということです。 

●アセチレン法からエチレン法に変わる時の研究開発というのは、信越化学は自社でやら

れたのですか。 

●田島 信越化学は私たちと同じ研究所の中にエチレン法の塩化ビニル、あるいはエチレ
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ン法の酢酸ビニルを技術導入するための基礎的な研究をするグループがございました。 

●そうすると技術導入で信越化学はおやりになった。 

●田島 それはいずれにしても技術導入です。 

●それはやはりアメリカからですか。 

●田島 ええ、塩ビモノマーの場合はアメリカのグッドリッチから。それでエチレンで作

ると塩酸が発生しますので、その塩酸をもう一度エチレンと一緒にしてオキシクロリネー

ション法でこれも塩ビモノマーに戻してしまう。いずれにしても塩ビモノマーを作るとい

うのはもう外国の技術が圧倒的に優れていましたので。酢酸ビニルもそうですが。 

●そうしますと、 初に現場におられて、それが大体何年から何年位までですか。 

●田島 現場はわずかで、すぐにあなたは外へ行って仕事をしなさいと。すぐ横に技術課

というのがありまして、半年位現場におりましたが、半年後にはもう技術課に入って、そ

こで今度はどうやって少し良い塩ビポリマーを作ろうかというテーマを与えられました。 

●そうすると、もう入社 1年とか 2年の時にその技術課で研究を始められた。 

●田島 その時からずっと重合の検討を続けました。 

 

【技術開発－化学工学を学ぶ】 

●昭和 30年代の後半位ですと、塩ビモノマーの重合釜の大きさは数十立方米（立方メート

ル）位ですか。 

●田島 そうですね。昭和 30 年代後半だと大体 30 立方米か、そんなものだったと思いま

す。 

●重合段階の技術改良が 初の研究ですか。 

●田島 そうですね。そういう時には改良するといいましても、いわゆる化学屋さんが薬

を調合するようにやるのが主で、私はそれがあまり好きになれませんでした（笑）。そうい

うのは、言い方は悪いですが、大変難しそうだけどおかしいな、もっとずっと系統がわか

るようなやり方があるのではないかと漠と思いながら、非常に生意気なことを考えていた

ように思います。 

 ただ地道な仕事ですから、楽しくなければどうしようもないので、その中で何が楽しい

かなと思うのが悩みの種でした。わずか半年位で研究に入って、そこから１年位であるグ

レードを作り上げることができました。それから間もなくして、信越化学のいろいろな他

の製品のプロセスがありまして、化学屋さんも大事だけれど、その当時工学的なことを学
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んだ化学工学の人が大変必要だったのです。そのために採用もするけれど、自社でそうい

う人を養成しようという話がありました。 

 それで、化学工学研究所というのを東京の大森に設けました。事務所と人がいるだけの

ところですが、ここで各工場のいろんなプラントの勉強をしながら、化学屋さんを工学屋

さんというような感じに育てていくものができまして、これが 3～4年続きました。私は

初の何もないところから建物を改装し、偉い人も一緒に行きまして、そこでともかく日が

な一日勉強しているというようなことを 2年間ほど続けました。 

●田島さんは先生ですか。 

●田島 いや、私は先生じゃない、生徒です。 

●先生はどなたがやられたのですか。 

●田島 10 年位先輩の、工学部を出たような人だとか、エンジニアが先生を務めました。 

●同じ社内の方が。大学の先生という意味ではなくて。 

●田島 大学ではなく、社内の各プロセスのプロフェッショナルな人を呼んで、その人に

いろんなことを教わるといいますか。 

●これはエンジニアリング会社を目指すとか、そのようなことも発想していたのですか。

そうではなくて自社の化学工学、製造プロセスなどを自分たちの力でやろうということで

すか。 

●田島 ええ。というのは、この時代に幾つかのプラントが立ち上がってきたのですが、

手痛い失敗をしたプラントがあるわけです。それは明らかに工学的なものの考え方が足り

ないというふうに判断されたのです。それで非常につらい思いをして、これはやはりいけ

ないなという考えになったのだと思います。 

●この教育機関は社内ではトップダウン的に作られたわけですね。 

●田島 よく分かりませんでしたが、そのように思います。 

●カーバイドから塩ビモノマーを作るという全体のプロセスとプラントは自社で、どこか

メーカーに発注しているのですか。 

●田島 私たちの塩化ビニルは、実は先ほど言いました日信化学という会社から技術をも

らいました。 

●譲り受けちゃったのですか。 

●田島 はい。だから自前の技術で塩化ビニルがスタートしたのではありません。日信化

学というのは新日本窒素肥料と信越化学の合弁でした。だから日信化学がスタートしてわ
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ずか 2 年後位にはもう信越化学がスタートするような状態になった。だけど技術は明らか

によそからいただいたものです。 

●会社を引き継いだといっても、プラントだけ買ったということですか。 

●田島 そうではありません。 

●そうではなくて、人もついて。 

●田島 はい。 

●エンジニアリングというのは大体、石油化学と一緒に、昭和 30年代の頃から入ってきた

から、それ以前の日本が戦前からやってきたようなエンジニアリングとかなり異質なもの

になってきていたのですか。 

●田島 私もよくわからないのですが、その頃アメリカのワシントン大学を出られた方が

いらっしゃって、いわゆるエンジニアリングのものの考え方とかそういうのは、やはりち

ょっと違うなという感じがしました。だからそういうところを学んでいくことが大変大事

なのだろうと感じたこともあります。 

●そういう意味では、こういうのをつくったという会社の発想がまた進んでいましたね。 

●田島 この頃は確かに盛んだったようですけど、各社さんもいろいろとやられていたの

ではないかと思います。 

その化学工学研究所に 2 年間ほどいた 後の年の一番終わり位になった時に、実は信越

化学は塩化ビニルの技術をヨーロッパに売ったのです。そんな時代に。自分たちで作って

間もなくですよね、2～3 年もしたらその技術をヨーロッパへ売って、ジョイントベンチャ

ーでシレスという工場を立ち上げたのです。そこのスタートアップの時に、「行ってお手伝

いしてきなさい」と言われて、それが昭和 37 年の終わりだったのですが、出かけまして 2

カ月ほどそこで。そこはもともと電解工場がありまして。 

●どちらの国ですか。 

●田島 ポルトガル。 

●ポルトガルに。 

●田島 塩酸と自分たちで発生させるアセチレンとで信越化学と同じような塩ビモノマー

を作って、それをポリマーに変えて製品にするという会社がそんな早い時期にありました。

行って 初の頃に、全体はうまくいっているのですが、時々製品がうまくできないことが

あるのです。こういうきれいな粉（製品サンプルのこと）にしたいのですが、できないこ

とがある。プロの先輩方の指導で正常に戻るけれど、「おかしいな、おかしいな」と思って
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いました。 

 私は現場をよく見るのが好きなものですから、目で見るという、五感で感じるというよ

うな感じを自分では生まれつきか何か知りませんが楽しみにしたものですから、ある時に

おかしいな、モノマーのプラントの中であそこの操作をすると何かおかしいことが起こる

ということをつかみました。でも、それを言うと「違う」「関係ない」と言われる。まあそ

うですね、しょうがないなと思っていました。 

 そうしたら後でわかったのですが、やはり問題があって、モノマー蒸留塔－泡鐘塔です

が、あるものがなかった。バブルキャップがなかった。したがって蒸留塔が蒸留塔の役割

をあまりしていなかったということだったようです。 

●それは 初にはあって、外れたのですか。 

●田島 わかりません。普通だったらバルブキャップのついた蒸留塔ですから、変なもの

が入ってきても、いいモノマーができなければならないのです。だけどバブルキャップが

ないものだから筒抜けで、正常な蒸留にならず高沸点留分が混ざってくる。それが何も目

に見えないので塩ビモノマーとして使って、さあ重合しなさいといってやると、何だか知

らないけどおかしいぞとなる。 

 そんなことがありまして、やはりおかしいと思ったことを追求することは大事だなとい

うような感じを経験しました。これは後で自分自身に気持ちの上で大変役に立つものにな

ったと思います。 

 

【技術開発－失敗からの貴重な知見・体験】 

（連続重合の経験） 

●田島 間もなく化学工学研究所をまたクビになりまして、直江津工場に戻って連続重合

をしなさいということになりました。その頃連続重合というと名前がカッコよく思えて。

連続重合で重合ができる話があり、あまりスケール（重合釜の付着物）も付かないしとい

うことでした。また、スケールが付かない薬も一緒に作りなさいと。それで準備をして行

ったのですが、目指す結果には達しませんでした。その時に、塩ビポリマーの品質を決め

る重要な鍵だと自分が深く信ずるものを、その失敗した連続重合の時に見つけたように思

います。 

 塩ビポリマーの品質というのはこういうもの（塩ビポリマー粉末）ですから、そんなに

難しい品質ではないのです。化学的な組成が大変難しいとか、そういうことではなしに、
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むしろモルホロジー（注：高分子化合物の物理的形態や構造をさす。非晶性の場合には凝

集状態を、結晶性の場合には結晶構造や配向性などをいう）、あるいは粉末全体の姿とか、

粒の中の形態などが大変大事なのです。それを可塑剤と混ぜてフィルムを作る時、あるい

は可塑剤をあまり使わないで硬質のフィルムを作る時にブツブツが残る。透明な丸い小さ

な粒が残って、それが残るともうフィルムにならない。というのはそこから強度が弱いか

ら裂けてしまうのです。それをなくすことはその当時、大変大事な品質の一つでした。 

 どうしてそれができるかという諸説はいっぱいあります。先輩の実験ですけど、その実

験そのものは正しいのでしょうが、どうも全体としてほかにも何かあるなという感じでし

た。ところで私が連続重合を始めたら、とんでもない品物になる。きれいな顔をした塩ビ

ポリマーは作れるのですが、フィッシュアイといいまして丸い粒がいっぱい、ある法則性

に従ってそれができるようになった。それを社内で話したのですが、「それは正しいかもし

れないけど違うことは違うよ」という。 

 私はその頃、それしかあまり手段がないものですから先輩のレポートを一生懸命読むこ

とにしました。だけど、レポートを読んでいると理解できるけれど、何かちょっと腑に落

ちないなとも感じていました。こういうことも説明できないし、シレスに行ってあまりい

い重合ができなかった時の経験もあったし、何か違うなと思った。まだ若い時ですから生

意気盛りですよね、そんなことを心の中にずっと思いながら、連続重合の失敗を一遍何と

かしたいなと思っていました。 

 幸いにその時は太平洋ベルト地帯の、新しいコンビナートに参加しようという準備をす

る時代でしたので、偶然にチャンスに恵まれたということでしょうか。こういうことがな

ければなかなかお金を投じて研究をするということはないと思いますが。だからそれはも

うめぐり合わせだと思います。 

●今のお話は貴重なお話しですね。連続重合の研究をなさるというのは、普通の発想でい

えば、回分重合だったら連続重合でやりたいなというのは、化学屋の常識的なところです

よね。実際は増産とか、そういうのが絡んでいたのですか。 

●田島 そうでしょうね。だから上司の方が、連続重合がやれるならいいじゃないかと。

やりたいな。誰かいないかな。あそこにあの人がいるから、それに担当させてやってみろ

よと。こういうような感じだったと思います（笑）。私も連続重合ならまあやってみたいな

と。だけどその当時の設備やらいろんなことを考えても、相当なお金も使わせてもらった

のですが、どうもうまくいかない。 
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 その当時連続重合に使う触媒も、十分速いのがなかったのです。従って、もし悪い品質

を直すならば、設備と一緒に考えてものすごく速い触媒があればうまくできると。それで

全体がピストンフローになるような、だから恐らく数分か、あるいは数十分の間に次々に

更新というような連続でしたらうまくいくなと思っても、その当時の触媒というのが速い

のがなく、バッチで運転する時は 10数時間かかるような触媒だった。 

 だからどんなに頑張ってやっても１日 2回転しないような時代でした。その 10年後位に

なってようやく速い触媒が出来たのですが。 

●その時代の連続というのは、チューブラーですか、それとも攪拌槽の連続ですか。 

●田島 チューブラーもやりましたし、攪拌槽もやりましたし、いろんなことをしました。

だから、わずか 2年か 3年の間に相当お金を使いました。 

●その時はもう既に田島さんは連続重合研究のリーダーですか。 

●田島 はい、それのチームリーダーで。とはいっても、ほんのわずかのスタッフと三直

を構成する要員だけですが。 

●わずかというのは何人位おられたのですか。 

●田島 数人です。 

●数人のレベルでやられたのですか。 

●田島 三直ぶっ通しでやりますから、その直を構成するための要員は 低でも 6 人要り

ます。交替も入れると 7人要りますね。それにスタッフを数人加えて 10人位のグループで

す。それで１週間とかそれ位の単位で動かせるようになり、ものも 10数トン作っているわ

けです。しかし、品物が今言いましたようなことになりまして、それを解決するには本当

にピストンフローができればいいが、回分槽の連続重合では速い重合触媒があれば可能性

はあるけど、とても到達できない感じでした。 

 あるいは化学の発想からいけば、懸濁方法もいろいろな手段があるし、またホモジナイ

ザーというような乳化機もあるじゃないかということでいろいろな考えをいれ、高価なホ

モジナイザーもすぐに試しましたが、うまくゆきませんでした。 

●今のお話ですと、連続重合では結局、検討期間中には先ほどお話のあったフィッシュア

イの問題は解決を見なかったわけですね。 

●田島 できませんでした。 

●先ほど、ちょっとヒントになるようなものはあったといわれましたが。 

●田島 大事なヒントだと思うものをつかんだように思います。それを回分法に適用すれ
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ば一挙にいいものになると。連続では解決出来ず、しかもスケールもくっつくし目標には

到達しそうにもないので、改めてスケール防止法を検討して、回分法で大きい釜をつくろ

う、高性能なものを作ろうと考えました。大型というのは、私はあまり好きではないので

すが、高性能なものを作りたかったのです。 

その当時、大変いい技術をもっている機械メーカーがありましたので、国内の道路やら、

輸送事情やら、船で輸送する場合やら考えて、可能な限り大きいものをやろうよと。 

 ちょうど先ほどの化学工学研究所の時に、塩ビポリマーのプロセスの研究をしましたの

で、重合のみならず周辺プロセス、脱水だとか乾燥だとか、貯蔵・輸送だとか、あるいは

粉末ですから空気で輸送するような空気輸送機、あるいは袋詰め、パッカーとかいろんな

プロセス機器を全部勉強しました。 

●そういう観点がまず基本的にあったわけですね。 

●田島 ええ、その時にそれをやって、ともかく仕事だけは続くように頑張らせてくれた

のだと思います。 

 

（乾燥機の経験） 

 次に、ロータリードライヤーのお話をしましょう。塩ビポリマーがもともとあまり利幅

の大きいものではありませんから、乾燥機も原単位を非常に大事にして、蒸気を節約でき

るように、燃料を節約できるようにしなくてはいけません。ドライヤーは、その当時フラ

ッシュドライヤーといいまして、空気（熱風）で乾かすドライヤーでした。これはどこへ

でもものをチューブに従って輸送できますので大変便利なところもあるのですが、やはり

熱効率が悪い。その対極として もいいのが、ロータリードライヤーというのがありまし

て、伝熱チューブが中に入ったもので、これは非常に熱効率がいいものです。これも実際

の実機まで作らせていただきました。 

 実機は大体 2メートル弱の直径で、長さが 10数メートルあるものです。小さなパイロッ

ト で は す べ て う ま く い っ た と 思 っ た の に 、 残 念 な こ と が あ り ま し た 。       

パイロットから実機にスケールアップする時に機械として検討することが不充分であった

と思います。 

 大きな装置で何十本ものステンレスパイプと胴体からなっているわけですが、それが熱

膨張でわずかに伸縮します。伸縮による応力を逃がす工夫はしていましたが一様ではなく、

個々に差があり応力が生じる上に、乾燥する水分の中に極微量の塩素イオンが含まれてい
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て、パイプ表面では水分が蒸発すると塩素イオンが残って濃縮され、激しい腐食環境にな

ってステンレスパイプの応力腐食割れを起こしました。 

 でもその時には運よく塗料のいいものを見つけ、それで伝熱を妨害する塗料を塗ったら

うまくいきましたが、しかし本質的な解決は出来ませんでした 

 乾燥機として 後まで役に立ちましたが、熱効率はよくても、失敗でした。その時に、「あ

あ、ステンレスあるいは機械というのはこれだけやはり違うのだから、よっぽどよく勉強

しなければいけない」といういい経験になって、これが後の重合釜の時にもそういうこと

を考えながらやれる下地になったと思います。高い勉強代だったと思います。 

 もう一つは、その乾燥機を、今度はそれならば効率がロータリードライヤーの、次に良

いものでということで再度試みました、これは水平流動の流動槽で、その頃乾燥機はバッ

チワイズの流動乾燥機だったのですが、連続にしましょうと。それで、連続乾燥機を自分

たちで設計して作りました。大きな重合機に見合うもので大体 4 トンパーアワー位の連続

乾燥機を作りましたが、これも将来鹿島に展開する時の基準になりました。 

 これも今から思いますと、その頃常識にとらわれたというか、常識の線でいくのは悪い

ことではないと思いますが、残念ながらほかにもっといいのがあったのです。せっかくい

い乾燥機を作りながら、特許で押さえられた。 

普通は多孔板の下から暖かな空気を送り、粉体がフカフカと浮きながら乾いていきます。

ただその多孔板の空気を止めると穴があいていますから、少量の粉末が落ちてしまう。実

験の時にはちゃんと金網を張っておいて下に落ちないようにしたのですが、実際のプラン

トでは金網をしなかった。落ちたって別にまた掃除すればいい。また洗えばいいし、空気

と一緒にもっていってしまえばいいので、それほど重要なものではないのですが、そこに

一つのヒントがありました。 

多孔板だから、同じ穴が均質な配列で風を垂直に上昇させればよいとして、それ以上勉

しなかった。多孔板の微小な穴から垂直に上昇する風が流動層に必要なのではなく、穴か

ら水平に吹き出しても流動層全体では垂直な上昇流に変わるという発想に至らなかった。

こうすれば粉末落下のない多孔板ができたわけです（注：多孔板の孔が全円周くり貫かれ

た円孔ではなく、大根おろしなどを作る時に使う卸金のように、円周の一部のみを切り押

し広げた形のものを指す）。実はそういう特許を乾燥機のメーカーがちゃんとやってしまっ

ていて、結局その乾燥機に次第に変わってしまったのです。長い間私たちが作った乾燥機

でやったのですが、やはりそういうメーカーのものには負けました。 
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【技術開発－塩ビモノマーの大型重合プロセスの開発】 

（開発の背景） 

●連続重合の実験が終わった後、大体、時の流れからいいますと、その次は鹿島向けの大

きな装置へのプロセス作りをされたのですか。 

●田島 今お話ししたいろんな周辺機械も含めて、鹿島ということを念頭に置きながらや

りました。例えばサイロだとこのように軽い粉でも何千トンという大きなトン数でものす

ごい圧力がかかるわけです。そうすると固まってしまうのではないだろうかとか、いろん

な心配をする。あるいはものを排出する時に、それを出す時にどうしたらいいのだろうと。

底をコーンの形にすればよいけれど、それでは結局建設費が高くなってしまいますから、

フラットな底から排出すにはどうすればいいかと。そういう時のこともいろいろ検討しな

がら、全体の設備をいろいろ勉強していたわけです。 

 その当時の大きいサイロというと大体セメントとか穀物のサイロです。そういうものを

できるだけどこかへ行っては見てきながら、非常に安い方法で粉末を引き出すことを考え

て、200～300 トンも入るサイロを作り、排出可能な基礎技術を作った上で、後で鹿島では

もっと大きなサイロを作る。そんなこともほかに派生としてはありましたが、いずれにし

てもそういう鹿島とか、あるいはその他のところを念頭に置きながら、プロセスの機器を

作っていこうというような勉強をさせてもらったわけです。 

●それは鹿島の想定という時には、どの程度のキャパシティーですか。 

●田島 鹿島の工場で、想定が塩ビポリマーで年産 20 万トン、塩ビモノマーで年産 30 万

トン位でしたが、そういうものをできるだけ少ない人間でやる、ともかく 低限の人間で

できるためにはどうしたらいいかと。各種の計算例を示しながら上の人に指導してもらう

というような仕事でした。 

●鹿島というのは昭和何年ですか。 

●田島 昭和 45年です。 

●20 万トンというのは当然１系列の話ですよね。 

●田島 ともかく工場全体が年産20万トンで、何系列にするかはその時に工場規模として、

大きいものができたほうがいいか、あるいはあまり大きいものにしてしまうと小さなお客

さんのところにうまくデリバリーするにはどうすればいいかとか、いろいろありますから。 

●それ以前は大体これの 10分の１とか。 

●田島 そんなものです。 
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●その位の規模が普通だったわけですね。 

●田島 そうですね。10 分の１というのはちょっとオーバーですが、少なくとも数分の 1

位。重合釜で 5～6倍の拡大をして、一番大きな釜で 130 立方米位でしたから。 

●昭和 45年に鹿島を作るために、技術導入という話は社内ではなかったのですか。 

●田島 ポリマーの技術導入の話はあまりありませんでした。ただしバルク重合（塊状重

合）は、同じこういう粉ができるのですが、これだけは相当勉強した方がいいといって、

グループの人全体はそういうものの勉強に出かけました。私は出かけませんでしたが。 

●もう自社技術という形ですね。 

●田島 そういうことはないですが。しかし塊状重合の研究なんかもちゃんと自分でやり

ました。 

●当時の時代のことを考えると、そういう塩ビポリマーの技術について自社でやっていこ

うという流れは、他社でもあったのでしょうね。 

●田島 他の会社さんも同じだと思いますけど。あまり信越化学が特別なものではなく皆

さん、そういうふうにして技術を研鑽されたと思います。 

●こういうふうな大きな規模のプラントというのは海外にもその当時はなかったわけです

ね。 

●田島 ありませんでした。 

●それは塩化ビニルだからですか。ほかのエチレンとかは。 

●田島 そっちはもうたくさんのものがどんどん入りましたから。だから先ほど話しまし

たように、塩ビポリマー自身が昭和30年代の早い時期に既に技術導入は終わってしまった。

塩ビモノマーはその後、30年代の半ば以降からずっと入ってきました。 

 

（除熱方法の改良） 

●そうしますと、今のような年産 20万トンのプラントにもっていこうということで、いろ

いろなことを社内的にも基本的な検討をされていて、実際にそれに向かっての本格的な検

討というのは、昭和 38年か 40 年位から始められましたのですか。 

●田島 そうですね。昭和 40年位に連続重合の失敗からすぐに切り替わって、それならば

大きいものをというふうに。 

 ちょっとご参考のために、これ（資料－２）は私がその頃担当させていただいた塩ビポ

リマーの技術の項目だけを書いたものです。この辺を見ていただくと、真ん中に連続重合
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（懸濁法）とございますね。その頃、もうこれは使い物にならない。その代わり、得るも

のがありました。それから、すぐこのフラッシュドライヤー（FlashＤ）とか、流動ＦＢＤ、

水平流動とか、あるいはロータリー気流のドライヤーとか輸送機とか篩（ふるい）とか、

そういう周辺機器の勉強をしながら、重合は連続重合をやめて回分重合でスケール防止を

しながら大きなものか、あるいは効率のいいものにしようというところに変わっていった

わけです。 

 さてそこで、重合するといっても、伝熱を妨害するスケールを缶壁につけない技術もよ

いものがなく、大きな重合缶（釜）を考えた時に、除熱をどうするのかと。熱を取らけれ

ばならない。重合熱をどうするのと、いろいろありまして、私は「熱をコンデンサーで取

ったらどうですか、コンデンサーでいいじゃないですか」と。「コンデンサーなんかだめだ」

と周りの人はみんな言うのですが、「コンデンサーで取ればいいですよ」と言いました。そ

うしたら、その時の上司が実は化学工学研究所の時にトップのボスだったのですが、その

方がいきなり「それはやれ」と。その一言で、直ぐにコンデンサーを作って、小さなパイ

ロットの釜に据え付けてやってみました。その時に、思ったよりはいい品物が、ごく普通

の何ら変わったことのないものができて、ああこれで楽になったと思いました。 

これは現場で試作をしている時に、夜の寒い時でも釜の横で寝なければならないのです。

見ていないと、その頃の計器はすぐ壊れますので（笑）。寒いものですから釜のそばで寝て

いますと、てっぺんのところがホカホカと暖かい。考えてみると「暖かいというのは何だ

これは」というふうに思いまして、これは熱が大気に放熱しているからだと。 

 それなら、中は高圧ガスの沸騰状態ですから、当然そこでは大量の蒸発と凝縮でコンデ

ンサーのように雨が降っているだろう。それならば、コンデンサーと一緒ではないかとい

うことを、この現場で寝ていた時に思っていたわけです。だから、コンデンサーでいいと。 

 だけど当時の化学を扱う人は皆さん、「コンデンサーなんかとんでもない話だ」と。 

「例えば溶液重合だったらわかる、コンデンサーだっていい」と。酢酸ビニルをやってい

ましたから、コンデンサーはついています。でもそうやって、トップがすぐ「いい、やり

なさい」と言われた。その一言がすべてを決めた。それを言われなければ何もしないまま

終わりですよね。そんな感じでこのコンデンサーでちょっと楽になりました。ここ（資料

－２）に「伝熱／コンデンサー／top dome は何故暖かい」とあるのは、そんなことを当時

思った時のメモです。 

●その当時まではほとんどジャケット除熱が主体だったのですか。 
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●田島 主にジャケット伝熱でした。 

●中に冷却管を入れるとかは。 

●田島 その当時は、冷却バッフルはありましたが、それ以外はまだありませんでした。

その後、1立方米かそれ位のパイロットを作りながらいろいろ見ますと、釜の外に熱交換器

を設置して除熱することもできるが、釜の中にたくさんのものを置いて冷却するのが大変

有利だと。それから釜の中にコイルを巻いてコンデンサーのような役割をされるのはもっ

と有利だということがわかったのですが、当時そんなものを置くと、ただでさえスケール

がつくのにどうするかという問題がどうしてもある。だからやはり何としても大きいもの

を作る時にはスケールがついてはいけないという感じでした。 

 

（スケール防止法の開発） 

●スケール防止法の開発についてお話しいただけますか。 

●田島 その頃、10 数人のグループでしょっちゅうそういう話をしながら寝ていて、ある

いはしゃべっていて、スケールというのはごみがへばりつくのだから、すぐつくわけでは

ない。やっている 10数時間の反応の間につくのだろうと。そうすると何も化学反応で付着

することもあるかもしれないけれど、泥水だってはね上げた時に泥が壁につくようなこと

もあるとか。 

 酒屋の発酵槽の気液界面とか、醤油樽の気液界面をみても、泡立ちやらバシャバシャと

攪拌しても、界面にはかすが付く。だから、バッフルの陰（裏側）に付くとか、対流が悪

いところも付くでしょうし、場所によって原因が違うだろうから、ぜひ場所を区分けして

調べましょうとおもっていました。 

 その頃にはある薬を使うといいとか、いろんなことをやっていたのですが、その他にも

う一つ、今言ったようなことをするためにどうしても物理的に付くものが、化学的に付く

もののほかにもあるだろうからと、１立方米の中古品の釜をもらいまして、それで調べま

した。その時に釜の中の壁など適当な区切りのマーキングをして、その次のバッチをあけ

てみたら、書いた跡がそのまま残り鏡面のようにピカピカに光っていた。「それはいい。こ

れやろうよ」ということになった。 

 ところがそれは真っ黒のものだった。こういう白いもの（塩ビポリマー粉末）ですから、

真っ黒は大変嫌われるのです。決定的なことで、品質が悪くなくても黒い粉末があれば、

もうだめになります。ここ（資料－２）にもちょっと細かいことを書きましたが、これが
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一番つらかったです。ステンレスの防食法や保護コロイド粒子表面のイオン性のほかモノ

マーや重合触媒の不純物などを考えていくと、どうしても黒い物質に行き着く。拙い頭だ

けれども、ステンレスの壁におもいをめぐらせると、どうしても黒い物質に考えが行き着

いてしまう。 

 ところが黒いものは上司が大嫌いで、「だめだ」と言う。悪いことにグループで仕事して

いますから、「そんなに言うなら」と言って私の上司が黒いものを現場にいきなりやらせた

のです。そうしたらスケールのついた上に塗るものですから、全部が真っ黒い異物だらけ

になってしまった。「ほら見ろ、こんなものだめだ」と言って大げんかになりまして、そう

やって黒いものはだめということになりました。 

 私は一遍塗ったら 10 バッチ以上保たせたいのです。これはちゃんと 10 バッチ保つ。だ

けど黒い。「だめ」と。そういうことで 2年も 3年もほうっておかれた。どんどん期間は迫

るし、大きい釜だとこれしかもういいものはない。もしも１バッチごとに機械を考えて塗

布するやり方を選択するならば、黒でなくてもいっぱいある。単色の淡い色、わずかな色

がついている、あるかないかわからないようなものなら種々の物質がある。 

それをやるとするとちゃんとした塗布設備を作らなければならない。設備を作るにはどう

するか。作りたいと思ったけど、作れとも言われない。私は１回塗ったら 10バッチ保つも

のだったらそれでいいではないかと。１日 2 バッチやるとしたって１週間保つという感じ

でした。そうしたら工数もうんと少なくなりますから。ともかくそういうものを主張して

いって、とうとう時間切れで黒い物質を使っていくようになりました。 

 実はその黒い物質はごくわずかで、ppb 位のものが塗った後に釜に残る。ppm ではなしに

ppb ですから、それ位のものが残っても塩ビモノマーに溶ける性質のため白色粉末の外観は

何もわかりません 

だけど、塩ビポリマー粉末やスケールに付いた黒い物質は塩ビモノマーに溶け難くなり、

釜の壁などに付いているスケールの上に黒い物質を塗ったら、それが異物になることがわ

かった。 

それから、スケールがなるべく付かないようにするためには攪拌というのはどういうふ

うにあったらいいのか、あるいはバッフルとか補助装置はどうあったらいいのかというこ

とをともかく考えながら、なるべくシンプルで中に何も置かない単純な方がいいと思いま

した。 

 それは後になるとさらに欲が出ますから、その後何十年かの間にはまたいっぱい入れる。
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その時は既にスケールを付けない相当な技術がちゃんとできていましたから、構造物を入

れても大丈夫なようになっていたと思います。 

●今のお話で、スケールというのはどんな物質ですか。 

●田島 塩ビポリマーそのものには何ら変わりがないのですが、釜にへばりついたり攪拌

翼にへばりついたりしているものです。 

●物質的には全く同じものですか。 

●田島 ええ、全く同じものです。硬い塊になったりフィルムになったりしている。 

●それがついても品質上は問題ないわけですか。また、伝熱が悪くなるとか。 

●田島 伝熱は悪くなります。それから、本当は今おっしゃったように品質がそれで悪く

なります。 

●はげ落ちたりなんかすると。 

●田島 ええ。ですからスケールの全くつかない釜で作った時の品質はその当時の品質で

したらすばらしいものになりました。 

●もしスケールがついた状態でやると、やはり品質が落ちてしまう。 

●田島 ええ。そのことが長いことわからなくて、私は連続重合でヒントを得たというの

は、連続重合は塩ビポリマーが釜の中にあるわけです。その上にまたモノマーを入れて重

合しているわけです。それがずっと流れていきます。そうするとちょうどスケールがある

中で重合するようになる。それが品質を決定的に悪くしていった理由で、ほとんど数量的

にはっきり現れます。従って、スケールの付かないきれいな釜で重合すると絶対にいいも

のになる。やはりそのとおりですね。 

 そのことを実はこの大きな釜ができる前に既に先人から教わっていた。「品質を守るため

には釜をきれいにしなさい。」と教わったと言っていました。 

●そうすると、先ほどお話が出てきたフィッシュアイというのも。 

●田島 フィッシュアイそのものです。 

●それは重合度が高いものですか。 

●田島 その頃はそんなにいい調べ方もできませんでしたが、調べた限り重合度があまり

高くない。ただ顕微鏡下の観察では非常に緻密な感じがするのです。 

●そういうものですか。名前のとおり魚の目玉みたいに何かキラキラと光るらしいですね。

それでフィッシュアイという名前がついているのだということを聞いたことがありますが。 

●田島 そのとおりです。汚れた釜を使うということは、スケールでなくても塩ビポリマ
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ーの粉末を入れて事前に少しコンタミ（コンタミネーション－異物の混入）させることに

なるわけです。１キログラムほどの粉末を釜の中に入れて 10トン程の重合をすると、もう

それだけでだめになる。だからきれいにさえすればいい。そういう性質のフィッシュアイ

があるということです。ほかには縣濁剤の界面化学によるものはここでは省略しますが。 

●ということは、何か作動原理みたいなものはある程度はわかっているのですか。きれい

にすればいいということは、逆に言うときれいにしないとできるのですから、それのメカ

ニズムというのはかなり現在においてはわかっている。 

●田島 それはもうわかっていると思います。そういうようなこともありまして、結局は

黒いものをともかく使っていかなければならないなというような感じになりました。 

● 初、スタートの時はやはり黒いものだったのですか。 

●田島 はい、もう真っ黒です。 

●真っ黒なものを壁面に塗った。 

●田島 これはニグロシンと言いまして、この資料（資料－３：ＮＥＤＯ、委託先（社）

研究産業協会「平成 10年度 産業技術歴史・継承調査（平成 11年 3月）Ⅰ日本が生んだ世

界的プロセス 第 4章大型重合器による塩ビ重合技術の開発」）中に書いてありますが、106

ページにアジン化合物というのがあります。ヘキストが特許を出したアジン化合物がある。

これはそのものです。うちもアジンとちゃんと書いたと思うのですが、ここには書いてく

れなかったけれども。アジンそのもの、アジンが非常に大事な物質です。 

●スケール防止の特許もやはり信越化学さんが 初ですよね。 

●田島 そうですね。こういう変なやり方をするのは初めてだと思います。 

●何か塗ろうという発想が。 

●田島 発想が初めてです。ともかくアプローチする過程でスケールというのが何かをや

ってみようと、スケールのつく場所を区別して定量的に検討しようというところからヒン

トが掴めた。これも偶然ですけど。だからそういう塗ろうという発想ということでは確か

に初めてかもしれません。あまり自慢できるようなものではないと思いますけれども。 

●画期的な成果ですよね。 

●田島 それと、その頃塩ビポリマーの釜の掃除をすると職業病みたいなのが一時ありま

した。それはレイノー症候群といって、包丁で釜の中に入ってこうやって掃除すると、指

先の骨が溶ける。そういう職業病がありまして、ちょうどそのまっただ中にスケールがつ

かない方法ができたので、これもラッキーでした。 
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●レイノー症候群？ 

●田島 レイノー症と言うのですが、ここで仕事をしている人の指先の骨が溶けるみたい

な感じになるのです。 

●それは化学物質のためですか。 

●田島 いいえ、この作業をするためです。非常に湿度の高い暑いところでの危険作業で

すね、高い足場を歩きながら作業するためでしょうか。そういうこともあって、そういう

ものもスケールを付けないような技術が確立するといいなというのが研究の動機になった

ものです。 

●田島 その次には、それでも釜の中にいろいろな塊がつくようなことが絶対ゼロとは言

えないので、何十バッチか続けてやっていると、ブロックがつくこともやはりあるわけで

す。その頃ジェッターといいまして、200～300 キロの圧力の高圧水で噴射して壁にぶつけ

てその周りをきれいにするジェットクリーナーというのがありました。これもちょうどそ

のころ富山にいい会社がありまして、回転ノズルというノズル自体が回転して全体を洗う

機械です。これは実験した時には非常に使い難かったのですが、だけど実機になると大変

助けになったものです。 

 

（重合釜のスケールアップ技術の開発－スケールダウン実験） 

●重合釜のスケールアップについてお聞かせいただけますか。 

●田島 大きい釜を作る時に、先人のレポートがいっぱいあって、ここは化学屋さんの配

合研究の領域なのです。スケールアップに耐えられる配合をどうして作るか、またどう証

明するか、その方法が分からないと思いながらも、ルールがあって数値化できるはずだと。

それを徹底的に考える。そういう形で「処方の数値化」とここ（資料－２）に書いてあり

ますが、こういうふうにして数値化して、どういう場合でも対応できるようにと。 

 そして今度は大きいものを作るといっても、演繹できるだけの証明がないわけです。 

 その頃、実験室で１リッター位のオートクレーヴがあった。ところがそれで作る品物は

良い塩ビポリマーの粉末にならないのです。あるいはガラスアンプルの中に入れて攪拌槽

で振とうする耐圧アンプル法でも満足な粉末は得られなく、それが当たり前だった。私は

それが大変気に入らないのです。「わかった。この小さなオートクレーヴで現場の 20 立方

米の釜とかの品質と全く同じものを作ればそれがスケールダウンであっても証明になるじ

ゃないか。今できていないのだから」と考えました。 
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 その頃、東京とかいろんなところを探し歩いていましたら、ある雑誌に偶然にガラスの

耐圧オートクレーヴ、と、書いたのがありました。「これだ！」と思ってすぐにメーカーに

飛んでいって、「下さい！」と。それは具合がいいことに難しい圧力のシールが要らないの

です。磁石で攪拌機を回すものですから。しかも透明で中が見える。これこそ、 も欲し

かったものだった。 

 それでインジューム錫の透明ヒーターがその当時ついていた。従って、ガラスの容器に

電極が出ていまして、電気を入れるとボーッと暖まる。耐圧ガラスですから中が見える。

それで直ぐにこれを買ってきた。それでリフラックスコンデンサーもつけて実験したら、

いろんなことがわかりました。 

 その時に私は、実はスケールアップするならこれまでの塊ができるようなオートクレー

ヴの回転数ではいけないと。その時に基準になるのはウエーバー数というのを使いまして。

ウエーバー数というのは重力の影響は何も表わさないのですが、界面張力と攪拌の力とを

含む無次元式です。この式でいくと、小さなオートクレーヴで今やっているような回転と

その翼はスケールアップ則からはほど遠い程離れている。磁石で回すものですから高い回

転数が使えるのですが、私はそれまで 100 回（／分）位で回していたものを 1000 回（／分）

位で回すようにしました。そうしたらきれいなものになって仕上がった。 

 これはもう大変大事だなと思いました。一緒にやっていた人たちと「よかったね」と言

って喜びました。そういうような形でやって、反応の非常に克明な様子がよくわかって、

特に温度の関係がどういうふうになるとか、どうして熱係数があるところから変わるのと

か、そういうのが目で見えるような感じになったものですから、非常な助けになりました。 

●それは大体何年ごろのことですか。 

●田島 それが昭和 43年位です。その頃すでにあったのかもしれませんが、そういうもの

を偶然に知ったということで、これが非常な助けになりました。その頃は 10時間位の反応

でしたが、その頃から昭和 45年位までの間に、10数時間かかる反応が 3～4時間とか 4～5

時間でできるという触媒がそろそろ使えるようになってきました。 

 そしてスケールも付かない、釜の伝熱もジャケット側も相当工夫をして改善しながら伝

熱を大きくしてやると、少なくともその当時 12～13 時間でやっていたものを、5 時間ほど

の重合が楽にできるかなと思いました。１日 4 回転となる。鹿島の設計は１日 2 回転だっ

た。だからワンサイクル 12 時間。それが、鹿島ができるちょっと前ぐらいには、これは 4

回転出来るるということを念頭に置きながらやっていたものですが、その時にはそのこと
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は実現できませんでした。それはもう既にそういうことをやる必要がないと、危険なこと

はする必要ないという面もありますし（笑）。 

 だからポテンシャルとしては、その工場は倍以上になるポテンシャルを持っていたわけ

です。何倍にもなるような能力を持ったものを 初から作るというのは設計としてはあま

りよくないと思いますが、そういうポテンシャルを持っていて、あるものが揃ってくると

ちゃんとできるということもそれなりによろしいのではないかと思います。 

●田島 もう一つは、そういう大きい釜にしたらやはり心配がありましてね。異常反応が

起きたら、どうするかという時に、薬を使って反応を自由に止めることができるというこ

とはもう既に作り上げていました。全体としてはいろんな手痛い目に遭っていますから、

異常反応をどうやって止めるかというのは非常に大事なことで、うまい具合に自由に反応

が止められるということで、これも大体うまい具合に間に合った。ここ（資料－２）に重

合停止技術とありますが、このことです。 

 

【成功に導いたもの】 

（支援者の存在） 

●先ほどの話にちょっと戻らせていただきます。先ほど黒い色の物質で、「これがいいもの

だ」と言って、品質的な面を見る方は「落ちるのじゃないか」と、だからこれはだめだと

いうお話がありました。 後に使ってもいいという結論が出るまでに、社内では結構、大

会議になったというか、もめたというか、そんな経緯がおありではないでしょうか。 

●田島 時間を要しましたね。つらい時に忸怩たる思いはありましたが、ただそういう推

理をして、こうやってやればいいんだなと、それが成功した時に一種の楽しみもあるじゃ

ないですか。そういうようなことを意気に感じて続けたような面が私にはあります（笑）。 

●ということは、今おっしゃったような話はずっと鹿島にみんな反映されて、設計に取り

入れているわけですね。 

●田島 はい。 

●キャリアから見ていくと、入社してまだ 10年になる前に相当なことをおっしゃって、反

映させていけたというのは一番働き盛りというか、まだ 30歳そこそこで。 

●田島 そうですね。だから生意気な盛りでしょうが、ただそれを何人かの、複数の上司

がちゃんと支えてくれたのだと思います。ここ（資料－１）に書いておきましたが、この

⑧のところ、「庇護者支援者の存在」ということですね。私はやはり庇護してくださる方々
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が複数おられたということが本当に幸いだったと思っています。 

 直江津工場技術課の中のグループは、「塩化物・天然ガスアセチレン・酢ビモノマー合成

など技術導入消化」から、一番下の「新規研究・塩ビモノマー合成 技術導入消化基礎研

究」というグループまで 6 グループです。 初の酢ビモノマーチームのスタッフが大変立

派なエンジニアでして、この人がもう私のお手本でした。まだ電動計算機しかない時でも、

非常に複雑なことを無機の世界から有機の世界までやられた方ですが、大変難しくてなか

なかついていけないのですが、そばで見せてもらって「ああ、この人のようになりたいな」

と。私はなれませんでしたが（笑）。 

 その次に、「塩ビポリマー研究」と、「塩ビプロセス研究」というのがあります。こんな

もの、塩ビポリマーの研究ですから両方一緒なのですが、塩ビプロセス研究という名のも

とに私だけ１人置いてくれた。これなんかも上司の配慮だと思います。塩ビポリマーの大

部分のテクニカルサービスや、そんなことはみんな「塩ビポリマー研究」がするのですが、

私は塩ビポリマーのプロセスを作るということで研究しろという名目のもとに、あるいは

適当に何か困ったら、「すぐあれをやれ」と言われるような部隊で、何人かの人を抱えてい

ました。 

 そして酢ビポバールの研究だとか、セルロースの研究だとか、こういうグループがそれ

ぞれスタッフと補助者を持ってベンチやパイロットをやっていた。 

●田島 そういうおかげで、ともかく何とか展開することができた。その前に前哨戦があ

りました。鹿島が昭和 45 年にできましたが、昭和 43 年に徳山の南陽というところにも、

小さいですが年産 2万 4000 トンばかりの塩ビポリマーのプラントを作ったのです。その時

には 35立方米という重合機を使って、ここでは既にコンデンサーやそういうものは実験し

て全部据えつけてしまってやれたわけです。    

 その時に先ほど言ったロータリードライヤーという乾燥機をここへ入れたり、あるいは

自分たちでつくった水平流動をまたそこへ移設して使ったり、そんなことをして実際の経

験をしたということです。 

 その大きな重合機を作る時にも、この 35立方米の重合機も同じ会社で作っていただきま

したので、その時に重合機がまた非常に幸運だったと思います。 

何しろ大きな駆動装置を持ったものですから、やはり心配だから無段変速があればいい

なと言われたのです。そうしたら偶然にそこは今のトルコン車と一緒ですね、ああいう戦

車なんかに使うトルコン（トルクコンバーター）の電動駆動装置がありまして、そうする
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とそれは自由に回転数を全部変えられる。無段変速です。 

 300 キロワットほどの大きな攪拌機ですから、これを無段変速するなんていうのはその当

時機械的な変速はできなかった。せいぜいで数十キロワット程度までの無段変速でしたが、

トルコンはそれを可能にした。それは実験機としては回転数も自由にあった方がいいので、

それをつけました。そんな大きなものは停電なんかで止まった時には大量の塩ビポリマー

の粉末が沈むわけです。そうするとモーターだけの通常回転では負荷が大きすぎてもう起

動できない。 

 ところがこのトルクコンバーターは極低速の高トルクを出せて、粉末が動き出したらビ

ューッと回転を上げていく。そういう非常にいい特徴があるので、停電の時の心配がずっ

と和らげられた。これはベッセルのメーカーさんがそういういい技術をお持ちだったから

で、これなんかも支援してもらったおかげだと思います。 

●その当時は割と短時間に非常にいろいろな命題をされたように思います。その頃という

のは非常に残業、残業で、ものすごい長時間労働で皆さんもされたのではないでしょうか。

いとも簡単にできていますねという、お話を伺った感じですけど、実はそうではなくて（笑）。 

●田島 その頃やはりうれしかったですね、24 時間の勤務が、仕事が。それで蚕棚に泊ま

って朝起きると、仕事の結果が出てくる。それがやはりいつの間にか習い性になったので

すね。楽しいなと。人から見ればつまらんことをしていると思うのでしょうが（笑）。 

●そういう性格と申しますか、それはもう学生時代から変わらないところですか。それと

もこういうテーマに恵まれて環境に恵まれて、潜在的にあったものが出てきた。学生時代

からしこしこ何かするというご性格だったのかなと思うのですが。 

●田島 やはり周りの人だとか、上司だとか、みんなそういう人に囲まれて相当な乱暴な

ことをしても見逃してもらったというところの幸せではないでしょうか。そういう期待に

応えたいなという気持ちはありました。だから火事にもなって、相当怒られたこともあり

ます。私はちょうど塩ビモノマーのガスが燃える時にどれ位の火炎の伝播速度かなという

のを自分の目で見たことがあります。それも偶然のことです。 

 シレスというところに行った時に見せてもらえました。消防の演習で、溝のところに塩

ビモノマーを流して、そして片側から火をつける。そうすると、火炎速度は以外に遅い感

じでした。 

 だけど今度は自分のパイロットでたくさん洩らして火災になって、私は怒られて。火が

ついたとき私もその真ん中にいました。ダッダッダッと火がついて、何でこんな火や、こ
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んな程度でと済んでよかったと思っていたら、そうではないのです。100 メートルほど離れ

た先はズドーンといってすごい爆発を起こした。 

 自分がその燃えるまっただ中にいた時にはバーンという音はしないのです。ボーッとい

ってブワーッと火が走るだけ。ところが遠くにいくと衝撃波がドカーンという音にした

（笑）。それこそ、そんな時でも「まあしょうがないけど」と言ってそこに置いてもらえた。

幸せだと思います。 

●先ほど、化学工学的な発想でスケールダウンとか、そういう実験もされてというような

ことは、実際に目で見て検討した人はその実験を有効と思うんですが、上司の方は、そん

なことをやったってという、そこの説得というのはすっと行ったのかなという思いはあり

ますが。 

●田島 その辺もやはりいろいろな角度から目で見てもらえるというところがよかったと

思います。だから直接の上司は偉い方で、よく理解を示していただきました。そのまた上

司も偉い方で、私は 初に申し上げましたように、化学工学研究所のボスだったのですが、

技術的に大変優れた方で、良き理解者でした。 

●その方は化学工学が専門ですか。 

●田島 専門の方です。だからそういう数値をきちっと。あるいはうちへ仕事を持って帰

って、翌日になったらぱっと自分で計算してしまう。ちゃんと持ってきてそれを質問しま

すから、私らも怖かったけど楽しみでした。 

●その方は田島さんより何歳位上の方ですか。 

●田島 はるかに上です。 

●そんな上の方ですか。それでは化学工学といっても、化学工学という言葉があったかど

うかわからない位の時代の方ですね。 

●田島 15 年位上ですか。 

 

（信頼された） 

●この聞き取り調査の話のツボをずっとこうやってしていただいているような感じがしま

す。とにかくまず自己の開発をわずか 30歳代の前半位までの間に凝縮してやられたわけで

すね。その代表的なお話を伺いまして、今ここから幾つか質問をさらにさせてもらうこと

になると思いますが、ご自身のポジションというのは、非常に若いからまだリーダーとい

う立場でもない。ただ仕事の部分においては全部自分で仕組んでいるわけですね。だれか
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がちゃんと、先ほど上司に恵まれたとか、いろんな話も出てくるわけですが、その辺もち

ょっと質問したいのですが。 

 上司がどうして、若い田島さんを信用して「おまえの思う通りやれ」と言ってくれたか

には、上下関係の何かがあったと思います。信用しない上司もいれば、ちゃんと信用して

任せてしまう上司もいるわけですけど、それはどういうところだとお考えですか。 

●田島 危なっかしい野郎だからと。 

●いや、やはりそれなりに見ていて任せるだけのものを見抜いていたのだと思うのですが。 

●田島 そうかもしれません。あるいは言うことを聞かない、腹が立つとか思いながら（笑）。 

●実際はそういうところはあるかもしれませんね（笑）。だけど 後はやはり任されるよう

な信頼感というのが何か。 

●田島 だからやらせてもらえたのですね。 

●先ほど研究チームのお話がありましたね。これのチームリーダーと申しますか、テーマ

リーダーに当たる方というのは大体皆さん、30歳前後の方でしょうね。 

●田島 そうです。 

●この時代は確かに大体その位の方が中心で、もう 40歳位以上の人というのはあまりいな

かったのでは。 

●田島 かなりロートルになっていました。 

●そういう取り組み方は、新しいことだったのでしょうか。 

●田島 その頃はやはり仕事が非常に多かったですから、だからそうなったのだと思うの

です。今その頃を思い出しますと、その頃周りは何をやっていたか。武生工場ではメラミ

ンというのをやりました。これは失敗が多かった。そこでその後、工学研究所を作る。そ

の頃塩化ビニルは技術輸出をしているし、信越ポリマーという塩ビポリマーの加工会社を

立ち上げていますし、半導体のＦＺやＣＺの技術導入をしながら、この頃既に立ち上げて

います。 

 それから武生工場では磁石とかイットリウムとか、そういうものをやっていた。イット

リウムというのはテレビのブラウン管の色を出すものです。磁石というのはサマコバ（サ

マリウム－コバルト）の磁石とかネオジ（ネオジム）・鉄・ボロンの磁石です。これについ

ては確かここ（研究産業協会の聞き取り調査）の中にも、佐川さんの発明記事がありまし

たね。ああいうものをやっていたり、あるいは半導体の関係に使う石英をやったり。 

 それから鹿島に出かけて、その後もいっぱいありますが、大体昭和 40年代位までは相当
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たくさんの仕事がありました。この間に塩化ビニルだけではなしに、酢酸ビニルは堺の方

に出ていますし、だからいっぱい仕事があったと思います。そういう中でももっと偉い人

はたくさんの仕事の開発に携わっておられましたから、若い人はみんな適当に任されたの

だと思います。 

 

（技術だけの力ではない） 

●塩ビポリマーの新しい技術を開発されたということが、信越化学の今ある源流でしょう

ね。 

●田島 新しいものじゃない、そこにある古臭いものを何とかいいものにせよという命題

だったと思います。だからあまりぴかぴか光らない仕事でしたね。 

●でも会社としては非常に重要な大命題だったのでしょうね。これがもしも失敗していた

としたら。 

●田島 技術開発が成功したからではないと思います。後のビジネスがよかったと思うの

です。ビジネスがよくて、いい技術を生かす場所をちゃんと作り得たということが 大の

ものだと思います。 

●大きくなったのはそうでしょうね。 

●田島 ええ。それ以外の何物でもないと思います。それは言い過ぎかもしれませんが。 

技術があっても、売れなければしょうがない。ちょうど鹿島が出来て１年後に塩化ビニル

の技術を宣伝して売りに歩こうというのがありまして、ある方がヨーロッパやアメリカを

ぐるぐる回ったのです。我々も連れていってもらって。それでこの塩化ビニルの技術をた

くさん売れる下地をその方が作られたけど、その方はもう塩化ビニルを非常に大事にされ

て、今のシンテックも全部その方がされた。 

 やはりそういうふうに大事だと考えて、しかもいい仕事の場をちゃんと作っていけたか

ら、そういう場があったからこそ私はこういうものができた。なければ鹿島で終わりです。

もうそのままだと思います。 

●しかし今日こういうお話を伺っていて、上司の関係とかいろいろな中で営業まで触れる

というのは……。非常に営業がよかったからこの技術が売れたというような発言をした方

は、この調査で 90数人にお話を伺っているのですがあまり今までいなかったです。確かに

そういう素地はあるけど、やはり営業の人がその技術を本当に信頼できたから売れたのだ

と思いますが。 
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●田島 そういう面はあるかもしれません。 

●鹿島で作る製品はやはり品質的にも他社に勝るものをお持ちだったのでしょうね。 

●田島 ありました、と自分では思っています。 

●例えばそれはどんなようなものですか。 

●田島 例えば、何十トンとか扱うお客がございますね。その時に硬質でしたら添加剤を

入れてブレンドして、それを今度は機械にかけるわけですが、ちょっと塩ビポリマー粉末

のぐあいが悪いとそういう添加剤が分離してしまう。そうすると若干のことですが、品質

が次第にずれてくるとか、あるいは歩留まりがちょっと悪くなるとか、そういうことがあ

る。 

 そういう時にはやはりお客はサプライヤーを責めますね。そういう時にちゃんと対応で

きるかどうか、あるいはそういう責められる頻度が少ないとか。もちろんごみが入ってい

て、ペンチが入っていて怒られるのは別ですが、そういうことではなしに、本来の品質で

勝っていたと思います。 

 

（何故かと考える、直に見る） 

●田島さんは、ものごとをおかしいと思われたら、それを追求されてきたように思います

が、その辺のことをもう少しお聞かせいただけませんか。 

●田島 品質のよいものを作るということについて、例えば、細かい粉とか種々のものを

みんな均一にきれいに粉にまぶして、どんなところから見ても、何十トン何百トンと扱っ

てもみんな均質だというようなものというのは一体どうなっているのだろうと。粉は一粒

の形態とそれが集まったマスの形態がどうあるかということを考えた時に、そういうもの

を解決できる道があるはずだからと。 

私はここ（資料－２）に「エスカンビア」という言葉を書かせてもらったのですが、「1961

年（昭和 36年）、エスカンビア」。これはどこの会社だったか、モンサントだか、どこかア

メリカの会社ですが、大変変わった懸濁重合の塩ビポリマーでした。ものすごく変わった

ものです。 

●それは会社の名前ですか。 

●田島 塩ビポリマーの商品名です。ものすごく変わったもので、それが顕微鏡下で見る

と何ともきれいな粒子なのです。きれいな外観をした粒子。 

●きれいというのは表面がという意味ですか。 
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●田島 表面も全体の粒度も。何としてもきれいな。それでこれを電子顕微鏡で見たら全

然違うのです、懸濁重合といいながら。懸濁重合というのは大体表面に皮があるのですが、

これは全然ない。私はこれをなんとか作ってやろうと試行錯誤して１年かけて作り上げる

ことができました。今までは懸濁剤を使うけど、私は懸濁剤を一切使わないでせっけんを

使った。今のシャンプーとか、ああいうせっけんを。それを使ってやったら大変似たもの

ができた。 

 それも、ちょうどその頃東京の営業をしている方だとか、そういう方が「おもしろいな

あ」と言って。大変作り難くたくさんのスケールがつきましてひどい目に遭うのですが、

ともかくできた。 

 それをインジェクション（射出成形）でペン皿を作ろうという処方で試験をしてもらっ

たら、アウトプットが 2割も違うとか、あるいはきれいな型が隅々までシャッと出るとか、

そういういい品物だった。ところがスケールがついてあまりに作りにくいものだから、と

うとう数年でやめました。当時はその方に、「お客があれをくれ、くれとせがむのですよ」

とよく言われました。そういうような非常に変わった、それもたった表面の性質、形態が

違うだけなのです。だけどその「たった」というところが実際は大事なのかもしれません。 

●今のお話のものは、今の製品にはありますか。 

●田島 ありません。 

●ないのですか。 

●田島 それに似た塩ビポリマーは、先ほどの塊状重合にそれがあります。塊状重合とい

うのは皮がないんです。従って、いろんな薬品は吸収しやすいし、大変いいものです。だ

けどいかんせん、プロセスがそれほど今に適したものにはならず 量は多くはないですけ

ど性質のよいポリマーです。 

●先ほどの話を伺っていて、可視化といいますか、ガラスの反応器を作ってという話があ

りました。ガラスというのはどれ位の圧力でやられたのですか。 

●田島 圧力は 10キロです。ガラスの厚みは 20ミリ位あるでしょうか。 

●それによって大分反応の中身がわかったと。 

●田島 大変よくわかりました。だからそれで反応も見えるし。見るといってもこういう

ものですから、顕微鏡で見るわけにいかないですが、反応器からチューブで引き抜いて、

それで高圧の状態でガラスのチューブを通して顕微鏡で見るとか、そういうことはできま

したから、大変助かりました。 
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●やはり化学反応ってあまり見ていないのですよね。入りと出だけがあって、中はいろい

ろと空想たくましく「こうなっている」なんてやるわけです。 

 この聞き取り調査でちょっと似たような話を聞きまして。イオン交換膜による食塩の分

解の時に、今メーカーとして旭硝子と旭化成と、あと徳山曹達の三つ巴というか、もう一

つが加わったみたいですごい争奪戦をやった。それで特許戦争も有名な特許戦争をやった

らしいですね。それでもう 5～6年前になりますが、ある時聞き取り調査をやったら、食塩

工業会が、どこか代表的なメーカーさんの代表的な人を紹介してくださいと言ったら、こ

れは代表的な人を特定できないと。やるなら二つの会社で一緒にやってほしいと言うので

す。そこで、旭化成と旭硝子に一緒に来てもらいまして、同じようにこうやって聞き取り

調査をしました。 

 聞いていましたら、2人とも話していることが全く同じことをやっているのです。もう同

じところで同じような難しさに、難問にぶつかりまして、それを克服するために結局ガラ

スの反応でちゃんと見て、電極から気体が出るのははがれないとだめだと。そのためには

表面をどうやって粗くするかとか、同じことを考えているのですね。それがまた特許を出

すとみんなひっかかっちゃうものだから、それで大戦争になったらしいですが、だからや

はりこの可視化の話というのは重要だと思いました。 

●田島 見るということは大変大事なことではないかと思います。ですから子供の時にい

わゆる田舎にいたり、あるいは身近な砂浜で遊んだり川で遊んだりするような経験から学

ぶことと共通なところがありまして、こういう自然現象が も理解できるのはこういうオ

ールドファッションの仕事だと思いますよ。今だったら電子で見なければいけませんから

ちょっと違うと思いますが。だからそういうのが意外に大事なのではないでしょうか。 

●先ほどのスケールアップをスケールダウンしてという発想というのは、それは何かお手

本があったんですか。 

●田島 いや何もないです。上の人をうんと言わせるためには、自分で考えるしかないで

すね。（笑） 

●上司というか、周りはよく納得されたなあと思いますが。 

●田島 ともかく、「うん、できたかと、それはよかったな」と、それだけだと思いますけ

ど。 

●かなり信頼されていたというのは、１基何百万とか、かなりのお金を、昭和 40年代の初

めの頃にそれだけの機械を研究のために使っているというのは相当信頼されてなければ、
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ちょっとできないですよね。 

●田島 いやいや。これはやはり上の方も含めて、塩化ビニルを大事に考えて何とかした

いと思ったのではないかと思います。だから予算的にも他のグループと比べると随分融通

してもらったような気がします。 

●それはシステムとして、社内的には私の経験では他社よりはうんと進んでいますね。そ

れだけの金をそんなに右左へ動かせるというのはかなりの上の人でないとね。（笑） 

●体質として、そういう進取の気性って、何か新しいことだったらやるのだというか何か

そういうものは信越化学さんにあるのですね、やはりこういう研究開発のためにそれだけ

バッとやるというのは相当先を見て。英断ですね。 

●田島 だから上の方はいろいろと考えておられたのだと思います。 

 

（期待に応える、仕事をおもしろいと思う） 

●田島さんのお立場でどうしてそこまで突っ込もうというモチベーションというか、情熱

というか、それは何だったのですか。 

●田島 あまり理由もないのですけど。 

●上司に対して一泡吹かせようなんていうのもあったかもしれませんね（笑）。 

●田島 そうですね。やはり大変つらいことが多かったのですよ。だからあまり人に勧め

たくない。決してそんなきれいごとではないですから。それでたくさんの人が関わり合っ

てその地味な仕事をずっと積み上げていくわけですね。しかもいくら地味な仕事をいっぱ

い積み上げたって、それをうまく使われなければもうそれで終わりですから。だから私は

こういうのはなかなか一口では難しい面があると思います。 

●一言で言ってしまうと、本当にお好きなんですね。 

●田島 やはり好きですね。好きだったんですよ。好きになる以外に方法はなかった。 

●昭和 40 年代になると結構遊びもいろいろ出てきたじゃないですか（笑）。奥さんやお子

さんもおられたことでしょうし。 

●田島 怒っていました。（笑）うちに帰っても絵を描いてばかりおって、プロセスの絵ば

っかり描いているって怒っていましたよ。だから支援してくださる人には悪いことできな

いと、その気持ちはやはりありましたね。ちょっと言い過ぎかもしれませんけど。まじめ

に応えたいなという。 

●やはり自分の何か開発しているものを実際に実用化したいとか、そういう気持ちはもの
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すごくお持ちのようですね。 

●田島 そうですね。それはできたほうがいいでしょうが、だけどやはりリスクもあるか

ら・・・怖い。 

●怖いというのは。 

●田島 ある会社の方でしたけど、空気輸送機の非常にいいものを作られた方ですが、そ

れはすごく効率のいい輸送機でした。私はその方の機械を買って据え付けました。その方

はその後つらい目に遭われたみたいです。というのは、私のところでは大変よいものでし

たが、それが長距離になると急に悪くなってしまう。短距離で輸送するにはものすごく立

派な機械だったのですが。 

●ものすごく立派なものにも両方あるわけですね。日の当たる面と影の面が。 

●田島 運だと思いますね。その場に居合わせるかどうかだけの違いではないでしょうか。

ただやはり仕事がおもしろくないと困りますから、私はともかく、どうやったらおもしろ

くなるかなということに、多少は努力しましたかね。 

●やはり仕事をおもしろくするというのはすごい才能ではないかと思います。みんな辛い

思いでやっているのが多いわけですから（笑）。 

●田島 辛いのをともかく忘れようとしてね（笑）。 

●いろんな単位操作をそれ自身が製品に関係しているというところをずっと追求されてい

るところがすごいなと思いました。どちらかというと反応なんていうのは反応ありきで、

後のところはうまくいったり、いかなかったりして、あまり追求しないで、機械が悪いか

らというのは非常に多いですよね。やや執念深さも感じますけど（笑）。 

●田島 執念深いのは、そうかもしません（笑）。 

●田島さんがいろいろな機械に関することまで責任を持って開発されましたが、社内には

いろいろな専門家がいて、「それはおまえの分野じゃない」というのが一般的に言えば社内

にできるじゃないですか、縦割りといいますか。それが御社では全然なかったのか。ある

いはもう田島さんへの信頼があるから周りは何も言えなかったのかなと。どっちなのかな

と思うのですが。 

●田島 自動化の話は全然しませんでしたけど、その時代に、徹底的に自動化したかった

のです。まだコンピュータはもちろん十分にない時代です。銀行のコンピュータは十分信

頼されていましたが、工場のコンピュータはあまりなくて、しょうがないからそのリレー

回路で組んで、安全を確認しながら上位コンピュータで制御するようなことをしました。
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そういう時にもコンピュータの会社には皆見積もりに参加してもらって、それでその設備

をよく聞いて、ともかく、ともかく安全にやりたかったという。 

 そういうことをした時に、コンピュータの専門のプロがやはり偉い方がいらっしゃって、

その方はもっと先走っておられた。だからそんな面倒くさいことしなくてもコンピュータ

一発で全部いくのだと言う。僕はもう大反対で、そんなことをしたら危なくてしょうがな

い。それは私の若気の至りでした。やはりその人の方が正しかった。数年もしたら全部コ

ンピュータで、ＤＤＣでやれるような時代が来ましたから。 

 やはりそういう失敗もあるのです。でも大方の意見は、安全にちゃんとローカルシーケ

ンサとコンピュータでやろうというふうにしてやりましたが、そんなのはアメリカへ持っ

ていったらあまり通用しないような感じで、コンピュータ一発でバッとやりなさいという

ような感じなんです。 

 そういう時代でもうコンピュータだって当然アメリカのコンピュータは日本よりは同等

以上にいいのがあるわけですから、だけど全部がそうだとは言えませんから、いいところ

はいいのがあったのだと思います。 

 私はこの時にコンピュータのコの字の勉強は、こういうふうにさせてもらいましたから

大変よかったですけど、それでも恐ろしくて、自分のプラントを自動にするというと「や

めとこうよ」というような感じから開放されませんでした。一たび事故を起こしたらとん

でもないことになるので、やはり怖かったですね。 

●田島さんはそういうＲＤもやられて、鹿島工場の建設にも携われた。 

●田島 まあ私は間接的ですけど。 

●それは間接的役割だったのですか。 

●田島 そうです。 

●では鹿島においては製造部のラインの経験は。 

●田島 全くありません。 

●そうなんですか。検討した結果は若い人が実際に実施してくれたと、こういう感じなん

ですね。 

●田島 私は現場を実際に自分で経験したのは、シンテックへ行って経験しました。よい

技術で作ったシンテックはもっともっと力があるはずだなおもっていましたが、大変大事

なことをその時私は初めて気がついたのです。まだまだ実験では経験しないことが実際の

現場にはあることを。内容は省きますが、意外なことで落とし穴があるのだなというのを
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本当に経験しました。私がこんな経験をしてなければ、そのまま、何でもうまくいくのだ

と思っていたでしょうね（笑）。 

●でもＲＤの世界ではあまり大きな失敗というのがなく、技術を完成されたその洞察力と

いうか、発想力といいますか、それには感服する思いがしています。 

 

【技術開発を離れて】 

（粉末が生涯のテーマ） 

●私もおもしろい話というか、興味深くお話を伺いました。今のお話が田島さんの係わっ

た代表的なお仕事ということですが、会社人生 40 年からみるとほんのまだ 4 分の１の 10

年位でやってしまわれたので、その後もいろんなことをやられたと思うのですが、何か随

分早熟というか（笑）。 

●田島 その後、私は工場が燃えたものですから、そこからわらじを履いちゃって、それ

で南陽工場というところに行って、そこでも1～2年してまたクビになって、本社に戻って、

しばらくまたむにゃむにゃとしていたら、今度はシンテックというアメリカの工場に行っ

て、ここでまた 4～5年いました。 

●ああ、この技術を向こうへ移すということで。 

●田島 この技術を移すのではなくて、もう既にジョイントベンチャーを作ってアメリカ

でビジネスを始めていたわけです。昭和 45 年に鹿島、それから間もなく昭和 49 年頃でし

ょうか、アメリカで工場がジョイベン（ジョイントベンチャーの略）で立ち上がったので

す。 

●それは信越化学の技術で。 

●田島 ええ。2004 年の 10 月 17 日でシンテックは創業 30 周年を迎えました。ですから

1974 年（昭和 49年）です。 

●この会社は、 初はジョイベンで、まもなく子会社になったわけですね。 

●田島 ええ、そうです。そこでともかく実際のものを見せていただいて、自分はパイロ

ットの時期だとか、鹿島位しか知らないのですが、そこでやってみると、ああなるほど、

いいものだなと感じながらもいっぱい作れと言われるので大変でしたが。 

 思えば、いっぱい作れと言われるほど立派な工場だったんですね。自慢になるからもし

れませんが。やはりすごいなと思いました。そこで 4～5年いて、こちらへ戻ってきて、そ

れから私は武生工場に行って、無機を扱うようになりました。そこで希土類とか磁石など
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を。結局そこでも粉末ですよね。無機の粉末。先ほどずっと粉末と言いましたが、そこで

10 数年いまして、今度は、今のウエハーを切断するワイヤーソーのアランダムというのが

大変大事なもので、その粉末を作る現場をみました。 

 先ほどちょっと言いましたが、私はずっと粉末ばかりやっていました。だから、粉末の

取り扱いにもある一つのルールがあって、大変難しい問題でもスーッと嘘のように消えて

いくことがあるのではないかと思うんです。 

●ルールといいますと。 

●田島 こういう粉末の粒度といいますか、粒がどういう粒度分布をしているか。この頃

はまだいい測定器もなくて、今ほど便利にできませんし、大量のデータを記録するコンピ

ュータもパソコンもありませんが、何としてもこの粒度をよく理解したいと。結局、私は

生涯こういう粉を扱うことになりました。 

 やはりこの時に粉はこういうふうな形（100 ミクロン位の粉末）にするには、すなわち化

学反応で云々することもさることながら、まず液体を分散するということは粉砕と一緒で

すね。粉砕と全く共通点がある。分散してそれを安定化し、それを固体に変化させていく

という単純なイメージで考えてみると、結論的にはどういう分布にならなければならない

か。石灰石の粉末から作る重カル（重炭酸カルシウム）といって塩ビポリマーの硬質のパ

イプに混ぜる大事なミクロンサイズの細かい粉がありますが、そういう粒度にするために 

粉砕機がどんな粒度を作るかということと、こういう液体から粉末を作る時に何かちゃん

とつながった関係があるはずだからと思いながら、ともかくこういうことが安心してでき

るように、何かわからないけど不思議なことでできなくなってしまったというのでは困る

ので、そういう視点でものを考えました。 

 そうしますと、懸濁重合法の化学処方というのはそれ固有のものだけではなく、実は共

通のもののような側面を持っていますので、直接のもので証明することができない時に、

似たようなもので何かお手本になるものはないかと探すことだったと思います。 
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【若者、ものづくりへのメッセージ】 

●今までのご経験の中から特に社内の後輩も含めて、若者といいますか、そういう人たち

にものづくりから逃げないように、それがいつまでも日本に根付くように。 後に、若者

へのメッセージを伺いたいのですが。 

●田島 やはり、自分の仕事に誇りも持って打ち込む、打ち込めるというのが大事なので

はないでしょうか。 

●まじめにという。 

●田島 そういうものが大事にされるような教育環境がなくなっていると思うのですが、

ちょっと言い過ぎですかね（笑）。 

●先ほど、ものを見るといいますか観察するといいますか、小さいものを見るとか、そう

いう機会があって自分はよかったとおっしゃいましたが。 

●田島 特に自然への共感とか、そういうものは大変必要だと思います。だからそういう

ものがおもしろいというふうになるような先生の教え方ですね。理科の実験は楽しいなと。

よく 近テレビで理科の実験やっているでしょう、あのような。 

●ありますね、科学番組みたいな。 

●田島 ああいうおもしろい話をして、子供たちが科学技術に興味を持つような、そうい

う教え方というのがあると思います。いきなり難しい算数でも嫌でしょうし。算数は大変

おもしろというふうに感ずる教え方があると思う。学校の時に楽しくなければどうにもな

らないと思う。だから私はそういうものを楽しいように教える教え方と、それを応援する

家庭だとか、社会だとかが必要ではないでしょうか。 

●そういう点では、先ほどのリーダーで研究をされていた頃というのは、割と素直な世代

の部下が揃っていた時代では。 

●田島 そうだと思います。 

●でないと、お１人で全部ができたわけでは当然ないですから、全部だれかがほとんどや

っていただいて、そういうチームで。 

●田島 そうですよね。多くの人がみんなやって、決してその人が全部会社で報われたか

というと、そうではないですよね。決してそんなものじゃない。ただ私はやはり学校でそ

ういうようなことをしっかりと小さい時から教わって、大きくなってもそれぞれ仕事に誇

りを持ち続けられたら良いと思います。 

 私は梅原猛さんの世界に興味があるためか、宗教観だとか哲学だとかをしっかりと教え
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る環境が必要ではないかと思うのですが。それで自然現象にも身近に楽しめるような、そ

ういう世の中の流れになったらといいと思いますね。 

（注：梅原猛氏－評論家、哲学者。実在哲学を起点とした「梅原日本学」という学問体系

を確立。人間を探求する姿勢で鋭い直観と深い洞察に基づく、古代史、文学、宗教などに

独創的な思索を展開。文化勲章、京都市名誉市民受賞） 

●子供たちがあまり自然に触れるということはほとんどなくなってしまっているみたいで

すよね。 

●田島 それですね。東京に夕日を知らない人、子供がいっぱいいるそうですからね。 

●間接的に、先ほどテレビというお話も出て、テレビでもやはり間接ですよね。かなり感

動が違うと思いますよね。それだけではなくて、下手すると教科書だけで、字だけでもう

知識だけ、物事だけいっぱい知っているという世界になりつつあって、何か我々が勉強し

た頃に比べると覚えることが多くなり、難しくなったと思いますが。 

●田島 ちょっと現場も見ていなくて何も言うのもあれですが、何かそんな感じがします。 

●今の若い人たちにものづくりに対してこうあるべきだというような何かお考えはござい

ますか。我々はよくこういうのを調べていますと、こういうことを言うと失礼ですが、昔

は目の前にテーマが転がっていたというか、たくさんあった。 

●田島 そうですね。 

●それだけに今の若い人たちに対して、何かものづくりに対して、こうあるべきじゃない

かというようなことがあったら（笑）。 

●田島 対象は違っても、もっと今流の対象があるのじゃないでしょうか。コンピュータ

とか、生命あるいは宇宙だとか。ただしもっと大がかりな仕組みの中で仕事をしなければ

ならないということにはなるのでしょうが。だから本当の身近さというのはなかなか感じ

ないでしょうが、しかし数学をやったり、物理をやったり、飛行機をやろうとしたりする

と、そういう世界は対象こそ違え、あるように思います。だからそういうところにすっと

導いてもらえるような周りがあるかどうかということかもしれません。 

●先ほどからお話を伺っていると汗をかきながら感動を受けたというか、そういうご体験

のお話を伺っていまして、若い人たちもそういう体験が必要ですよね。 

●田島 科学技術をおもしろいと教えてくれる人がいなきゃいかんと思います。そういう

意味で科学博物館なんかでいい模型で実験をして、そういうところへ子供たちを連れてい

って体験させるとかが大事なことだと思うのです。 
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●たくさんの若者が技術者になる必要はないですけど、本当に興味を持った、全体からは

ほんの一部の人がこれからの世代に出てくればよろしいですけど。 

●田島 技術をやったら損するなんて考える世界だともうどうもならないですね。 

●そういう点では、また別な機会があって、小学校、中学校などでお時間があれば、子供

たちが何を考えているのかをわかりつつ、そこに経験に基づいたお話をしていただくとい

うこともまたお願いすることがあろうかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

●田島 いえいえ、まあできるかどうかわかりませんけど、皆さんのお役に立てれば。 

●今日は長時間にわたってお話しいただきましてありがとうございました。 

（了） 
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資料－１  「質問事項に対する回答メモ」 

 

① 自己紹介 

1936 年 7 月 21 日生まれ 

福井県丹生郡清水町甑谷 8－40 

算数は得意でなかったが技術に携わりたかった 

近くに信越化学の工場があり、小学生の時液体空気を見せてもらった 

1959 年の学生実習（石灰炉レンガの耐食）したおり石油化学を仕事にしたいと思った 

1960 年 3 月金沢大学理学部化学科卒、1960 年 4 月信越化学入社 

1960 年 6 月直江津工場塩ビ課に配属の後、技術課に転籍し塩ビ研究の担当一員となる 

1961 年 11 月化学工学研究所 

1963 年 11 月直江津工場技術課 連続重合にとりかかる、以後 1978 年まで塩ビの研究 

 

② 研究開発の概要、位置づけ 

研究開発に携わった時期：1960 年～1978 年 

大型コンビナートにみあった高性能な塩ビポリマー製造プロセス 

重合機・遠心分離機・乾燥機・空気輸送機・貯蔵サイロ・配送設備・冷却水・原料投入

システム・自動化計装＆省力化 

60 年代はカーバイトアセチレン法塩ビから石化エチレン法塩ビに切り替わる時期 

酢ビもエチレン法に替わる時期 

太平洋ベルト地帯 1961 年には太平洋岸への進出構想 

 

③ 研究開発当時のポジション 

塩ビプロセス研究のグループリーダー 

 

④ 当該技術の時代的背景 

塩ビモノマーはエチレン法モノマープロセスの技術導入の時代 

ポリマーは懸濁重合が主で乳化重合のペーストレジンと溶液重合の糊剤および塊状重

合 

重合の技術導入は 1960 年以前にすでに終わっていた 



 213

なかでも塩ビホモポリマーが中心で懸濁法が大部分／特徴ある塊状重合 

1960 年には塩ビの技術を輸出した 

重合缶清掃作業 高圧水ジェッター＆スケールナイフの危険作業と職業病（レイノー現

象・指端骨溶解） 

 

⑤ 技術開発にかりたてられた情熱モチベーション 

（塩ビ）技術輸出が出来る感動と格段に優れた、売れる技術を作りたい 

連続重合の失敗の悔しさ／コンビナートのなかの重合工場に見合った重合技術 

懸濁重合の品質・懸濁破壊トラブル原因を知りたい（シスレの経験と連続重合失敗から

重合の鍵を得たと考えこれを証明したい思い） 

化学処方に工学計算手法を入れたい 

支援してくださる方々に応えたい 

 

⑥ ブレークスルーのポイント 

大型重合 スケール防止手段／除熱手段／品質決定の数値化／適当なパイロット設備

調達／異常反応を停止できる手段 

 

⑦ ブレークスルーを可能にした過去の蓄積 

たくさんの製造現場データと処方研究資料 

 

⑧ 庇護者支援者の存在 

これは特に大きかったと感じていた 

当時の研究チーム 

塩化物・天然ガスアセチレン・酢ビモノマー合成などの技術導入消化 

塩ビポリマー研究（ホモポリ・コポリ・ペースト・ラッツク品質・テクニカルサービ

ス等） 

塩ビプロセス研究 

酢ビプロセス研究 

セルロース研究 

新規研究・塩ビモノマー合成 技術導入消化基礎研究 
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それぞれ研究スタッフと補助者およびベンチないしはパイロット設備を持つ 

 

⑨ ものづくり、研究者・技術者としての信条・フィロソフィー 

先人の話・技術を学習する   

研究対象が液体気体粉末固体を扱うため身近な自然現象を手本とした   

観察・志向・実験などは手抜きしない 

仕事のなかに面白さを見出す 

粉末を通じて 

 

⑩ ものづくりへの提言 

基礎科学が面白くなる教育／技術の大切さを認識する環境 
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資料－２ 「研究開発技術内容メモ」 

 

1961 年 ｴｽｶﾝﾋﾞｱ 粒子形態 

多量乳化剤 丸い/表皮無

し/BD 大/揃った分 dry 

blend＆injection 

 

1962 年 化学工学研究所 

ｼｽﾚ粗粒 

 

記録にない粗粒原因＊痕

跡＊現場観察＆考え＊多

数ﾃﾞｰﾀ処理 

 

1963 年 末

～ 

1965 年 

連続重合（懸濁法）

 

 

 

Flash D/FBD 

Vac-Ma copoly 効能無し 

FE 激増/半連続重合 

粒子形態電顕写真 

処方由来の FE/重大な FE

要因 

懸濁法/piston flow 

/高速触媒/ﾎﾞｰﾙ弁 

1965 年 連続重合失敗 

回分重合ｽｹｰﾙ防止 

 

 

 

 

 

 

重合用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 

 

重合ｽｹｰﾙの発生部位と外

観を細かく観察 

sus 防腐剤 

懸濁剤化学変化と触媒劣

化 

重合停止技術 

 

重合機伝熱係数 

伝熱/ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ/top dome は

何故暖かい 

酢ﾋﾞは condenser（溶液重

合） 

 

黒い染料物質 10b life 

無色透明物質 

1b でよければ多くの淡

色物質 

PVC 上には塗布不可 

 

 

 

 

 

 

 

研究手段の対立 

処方の数値化 

推理の楽しさ 

よい先輩・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 

よい技術 

展開する場所 

1966 年 RD pilot/RD 実機/

応力腐食＆割れ 

FBD pilot 
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1967 年 ｽｹｰﾙﾀﾞｳﾝ実験 ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟをｽｹｰﾙﾀﾞｳﾝ

で証明 

極端な小型重合機で

は粉末でなく固まる

/10 倍の懸濁剤 

品質（粒度/BD/異物

/FE/多孔性/ﾄﾞﾗｲｱｯ

ﾌﾟ/ｹﾞﾙ化速度/耐熱

性/透明性） 

懸濁剤添加剤触媒 vs

撹拌力で懸濁剤添加

剤を 小量に－多段

撹拌/単段撹拌 

 

1968 年 南陽工場完成 35ｍ3 

FBD coil 腐食無し 

100ｍ3 実機 w/ﾄﾙｺﾝ

/down-start free 

ｼｰｹﾝｻｰ ﾃﾞｶﾝﾀｰ 

高圧回転ｼﾞｪｯﾀｰ 

乾燥機/熱効率＆廃

熱利用/焼け焦げ異

物防止-多孔板流動 

大型ｻｲﾛ/粉末ﾌﾞﾛｯｸ

防止/排出装置-ｾﾒﾝﾄ

ｻｲﾛ 

 

1968～1969 年 6hr 反応＊触媒＊1L 

従来早すぎて使えな

いといわれる触媒こ

そ将来の大事な触媒

  

1972～1974 年 4～5 時間重合可能の

触媒 

  

1980～1981 年 高速重合反応速度の

計算方式 

  

 

以 上 
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コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発 

田中 健治郎氏 

 

●今回のインタビューは、「コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発」というタイ

トルで、「透水型枠の開発」を中心としてお話をお聞きいたしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

【主要なセメント・コンクリート技術の開発史】 

●田中 私の方から 初にちょっとお断りしておきたいのは、コンクリート工学分野の研

究開発というのはその領域が著しく拡大・分化しているため、業績評価がなかなか難しい

ということです。これまでに行われた聞き取り調査の一覧表をみますと、建設関係でも大

きな国策プロジェクトをまとめ上げたという意味でそのトップの方に話を伺っておられま

すが、実際のものづくりには幅広い分野の多くの専門技術者の存在が不可欠であり、工事

完遂に対する貢献度については彼らに対してもさまざまな評価がなされ得ると思うのです。

コンクリート分野における業績評価についても同様で、分野が大きく広がっていますから、

自分がどのようなことに関与してきたのかというと、見方によれば非常に狭い部分のとこ

ろでの業績でしかないということにもなるのです。 

 19 世紀にポルトランドセメントが発明され、経済性からコンクリートという形での用途

開発が進み、鉄筋コンクリートが発明されて以降どっと研究開発の細分化が進んで今日に

至っているのですが（図１参照）、私自身はその材料・施工の領域で比較的広く関与してき

たという自負心はあります。でも、その一つ一つがどれ程のものかという評価はとても難

しい。たとえば、私たちが開発したコンクリート構造物の表層品質を高めることができる

透水型枠は、それ以前に開発に挑んだ多くの技術者が完成できなかったという意味では画

期的な開発といえると思うんですが、異なる領域のこの工法の方がもっと優れているんじ

ゃないかと批判し始めるとそれは際限がないんです。 

 これまでの主要なセメント・コンクリート技術を一覧表にまとめてみました（表 1 参照）

が、この中で太字のものが日本で開発されたもので、年代の古いところはほとんど海外の

技術であることが分かります。日本はコンクリート技術の後進国で、戦後、国土復興のた

めに建設各社が先進の海外技術を競い合って導入してきたおかげで、現在、大手建設会社

の総合技術力は世界のトップクラスになっています。でも、日本で世界に通用する独自の
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石造、煉瓦造の目地材・接着材 
の耐水性、耐候性、強度の向上 

1824    ↓ 

 ポルトランドセメントの発明   → 製造方法の改良（効率化）回転窯、ＳＰ、ＮＳＰ 
     ↓         → 原 料 鉱業副産物の利用、再生 
   品質改良 → 多品種化 普通、早強、超早強、中庸熱、低熱、耐硫酸塩、白色 

↓         油井 etc. 
 硬化収縮の低減 → 経済性の追求         

             ↓                     ・配合理論 

         骨材混入→  コンクリートの発明  → ・基礎物性の研究 

                                ・化学的性質の研究              

↓                                 1867 ↓ 

鉄棒、金網による補強     →         鉄筋コンクリートの発明  
繊維混入による補強         ↓          ↓ 
     ↓        製造方法の改良（効率化） 配筋方法の工夫 

繊維補強コンクリート    ミキサー、自動プラント   せん断補強、トラス配筋、継手 
高性能繊維補強コンクリート             1902   ↓ 

                        鉄筋コンクリートの構造設計法 

許容応力度法、限界状態設計法 

品質改良(経済性、資源有効利用)       ↓   プレストレストコンクリート 

↓                 ↓      用途開発（汎用化） 

混和材料の開発  人工骨材の開発  ダム,橋梁道路,基礎,タンク,海洋,建物,シェル, 
      ↓     軽量、再生    タワー,工場製品(板,梁,パイル,ボックス,ブロック), 
   混合セメント        吹付け,充填,水,PC 板地中壁,沈埋,鋼殻複合など 

高炉,フライアッシュ,シリカ, 
   ↓   シリカフューム,石灰石微粉末          ↓ 
 混和剤                                     要求性能の多様化 
ＡＥ剤,高性能減水剤,流動化剤,高性能ＡＥ減水剤  強度、耐久性、施工性、耐火性、水密性、 
気泡剤,発泡剤,膨張材,遅延剤,収縮低減剤, 防水剤  靭性、化学抵抗性、収縮低減、軽量化 
各種ポリマー               ↓     

                             基本施工方法        

      ↓         ・運搬方法   生コン車,ポンプ,特殊シュート   
    品質評価法      ・打込み方法 ディストリビュータ,分岐管 
    標準試験方法     ・締固め方法 棒形振動機,型枠振動機,振動ローラー 

非破壊試験法      ・仕上げ方法  仕上げロボット 
早期品質判定法      ・養生方法   湿潤,クーリング,蒸気養生,オートクレーブ 

・打継ぎ方法 グリーンカット,吸水シート処理 

       ↓                     ↓     

   品質改善技術                         合理化施工技術 
加圧脱水,遠心脱水,真空脱水,透水型枠   スライディングフォーム,吹付け,ＰＳ 
高性能化（高強度,高耐久,高流動）     
特殊性能(耐火性,透水性)          ↓ 
     ↓             ひび割れ制御法 

有害物対策                温度応力解析,ひび割れ制御各種工法 
アルカリ骨材反応,塩害,粘土鉱物            

         ↓ 

 劣化診断技術                 ↓             
超音波,赤外線,化学分析     耐久性回復技術      

電気防食,再アルカリ化,脱塩 

 
図 1 コンクリートの研究・開発の広がり 
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表 1 主要なセメント・コンクリート要素技術 
      〔各種試験方法の開発、規格化、工法改良、用途などを除く〕 

 
セメント・コンクリート技術／開発者 開 発 導 入 分 野 用   途 

セメント製造(竪窯) ／英〔アスプディン〕 1825 1873 生 産 共 通   

餅網式配筋法／仏〔モニエ〕 1861  施 工 共 通 

異形鉄筋／米〔ハイヤット〕 1878  材 料 共 通 

セメント製造(回転窯)／米〔ランサム〕 1886 1903 生 産 共 通 

各種混和材の利用 (高炉スラグ、フライアッシュ、シリカ) 1888 1910 材 料 共 通 

石膏によるセメントの凝結遅延／米〔ギロン〕 1890  材 料 共 通 

鉄筋コンクリート一体構造／仏〔アンネビック〕 1892 1906 施 工 共 通 

生コンクリートプラント／独 1903 1949 生 産 共 通 

ポンプ圧送工法／米、独 1906 1948 施 工 共 通 

吹付けコンクリート工法／米、独  急結剤／1940 独 1907 1914 施 工 特 殊 

アルミナセメント／仏〔ビート〕 1908 1954 材 料 特 殊 

コンクリートプレーサー／ ？ 1919 施 工 特 殊 

遠心成形鉄筋コンクリート管／豪〔ヒューム〕 1910 1923 製 品 特 殊 

Tilt-Up 工法／米〔コリンズ〕 1910 1956 施 工 特 殊  

強度制御・水セメント比説／英〔エイブラム〕 1918 1922 理 論 共 通 

強度制御・空隙説／米〔タルボット〕 1920 1922 理 論 共 通 

バッチャープラント／米 ？ 1924 生 産 共 通 

強制練りミキサー／ ？ 1965 生 産 共 通 

発泡剤／米 1923 1956 製 品 特 殊 

中性化理論と制御方法／日〔浜田〕 1928 ― 理 論 共 通 → 海外 

棒形振動機／ ？ 1934 施 工 共 通 

コンクリートプレファブ工法／ ？ 1941 施 工 共 通 

プレストレストコンクリート技術／仏〔フレシネ〕 1928 1952 構 造 特 殊 

鉄筋コンクリートセグメント／米〔J．F．O’Rourke〕 1928  製 品 特 殊 

膨張性混和材／米〔ラフマ〕、1950 仏、工業化 1930 1965 材 料 共 通 

ポリマーコンクリート／英 1930 1964 材 料 特 殊 

低熱セメント／米、1936 日 1932 ― 材 料 特 殊 

ＡＥ剤（凍害防止対策）／米 1938 1948 材 料 共 通 

減水剤（セメント分散剤）／英〔ケネディー〕、米 1936 1950 材 料 共 通 

ALC／スウェーデン ？ 1962 材 料 特 殊 

コンクリート防水剤／ ？ 1950 材 料 特 殊 

空洞コンクリートブロック／米〔コパック社〕 ？ 1950 製 品 特 殊 

傾胴式トラックアジテータ(生コン車) ／ ？ 1953 施 工 共 通 

プレパックドコンクリート／ ？ 1952 施 工 特 殊 

現場打ち気泡コンクリート／ ？ 1955 材 料 特 殊 

真空脱水工法／米〔ビラー〕 1936 1954 施 工 特 殊 

スライディングフォーム工法／ ？ 1956 施 工 特 殊 

中子型 RC セグメント／英〔Mott,Hay,Anderson〕 1937 1942 製 品 特 殊 

加圧成形工法／日〔吉田〕 1940 ― 製 品 特 殊 → 海外 

アルカリ骨材反応の抑制対策／米 1940 1985 耐久性 共 通 

PC パイル／豪〔ホール〕 1949 1962 製 品 特 殊 

橋梁・ディビダーク工法／独 ？ 1959 施 工 特 殊 

人工軽量骨材／米〔ソルトロック社〕 ？ 1960 材 料 特 殊 
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起泡剤／日〔鈴木〕 1952 ― 材 料 特 殊 

鋼繊維補強コンクリート／ ？ 1981 材 料 特 殊 

セメント製造(ＳＰ)／ ？ 1963 生 産 共 通 

セメント製造(ＮＳＰ)／ ？ 1971 生 産 共 通 

レジンコンクリート／独、日 1960 1960 材 料 特 殊 

ガラス繊維補強コンクリート／ 1960 1974 材 料 特 殊 

電気防食工法／米 1960 1992 耐久性 共 通 

高性能減水剤(ナフタリン系)／日〔服部〕 1962 ― 材 料 共 通 → 海外 

NATM 工法／オーストリア〔ラブセビッチ〕 1963 1977 施 工 特 殊 

ポリマー含浸コンクリート／米 1966 1970 材 料 特 殊 

リング配筋法／米 1970 1974 施 工 特 殊 

超速硬セメント／米、日〔内川ら〕 1970 ― 材 料 特 殊 

PC 板連続地中壁工法(自硬性泥水)／仏〔ソレタンシュ社〕 ？ 1972 施 工 特 殊 

PC 板連続地中壁工法(泥水固化工法) ／日〔増澤、田中〕 1974 ― 施 工 特 殊 → 海外 

高靭性トラス配筋法／日〔田中、山田〕 1977 ― 施 工 特 殊 

流動化コンクリート ／西独、日 1972 1975 施 工 共 通 

炭素繊維補強コンクリート／米 1975 1985 性 能 特 殊 

防錆剤／日〔ポゾリス G、小野田 G、フジサワ G〕 1974 ― 材 料 特 殊 

吹付けロボット／日、欧米 1977 ― 施 工 特 殊 

ＳＥＣコンクリート／日〔大成 G〕 1977 ― 性 能 特 殊 

中空コンクリートスラブ工法／日 1977 ― 性 能  

インターロッキングブロック／ ？ 1977 製 品 特 殊 

水中不分離性混和剤／西独〔SIBO 社〕 1977 1979 施 工 特 殊 

コンクリートディストリビュータ／ ？ 1979 施 工 共 通 

超遅延剤／日〔フジサワ G〕 1975 ― 材 料 特 殊 

ＲＣＤ工法／日〔建設省主導〕 1976 ― 施 工 特 殊 → 海外 

収縮低減剤／日〔日本セメント G〕 1982 ― 材 料 共 通 

特殊シュート(鉛直)／日〔鹿島 G〕 1982 ― 施 工 特 殊 

特殊シュート(傾斜) ／日〔田中、松下〕 1983 ― 施 工 特 殊 → 海外 

2 段式強制ミキサー／日〔大成 G〕 1983 ― 生 産 特 殊 

各種鉄筋継ぎ手／米、日 1983 1983 施 工 共 通 

防凍・耐寒剤／ソ連、 1980 1984 材 料 共 通 

透水型枠工法／日〔田中、堀家〕 1984 ― 性 能 共 通 → 海外 

超高強度コンクリート／米、日 1984 ― 高性能 特 殊 

高性能減水剤(ポリカルボン酸系) ／日〔田原、枚田〕 1984 ― 材 料 共 通 → 海外 

高性能ＡＥ減水剤／日、仏、独 1985 ― 材 料 共 通 → 海外 

耐久性向上剤／日〔竹中、フジサワ G〕 1985 ― 材 料 特 殊 

床仕上げロボット／米、日 1886 ― 施 工 共 通 

分岐管工法／日〔大成 G〕 1986 ― 施 工 特 殊 

自己充填性高流動コンクリート／日〔岡村、小澤、前川〕 1988 ― 高性能 共 通 → 海外 

転圧舗装ＲＣＣＰ工法／日〔建設省、セメ協〕 1983 ― 施 工 特 殊 → 海外 

低発熱ポルトランドセメント／日〔秩父セ G、セメ協〕 1990 ― 材 料 共 通 

マスコンクリート用高流動コンクリート／日〔田中ら〕 1991 ― 高性能 共 通 → 海外 

ＣＳＧ工法／日〔建設省主導〕 1992 ― 施 工 特 殊 → 海外 

透水性コンクリート(植生コンクリート) ／日 1993 ― 性 能 特 殊 

再アルカリ化工法／ノルウェー 1987 1992 修 復 共 通 

脱塩工法／ノルウェー 1986 1992 修 復 共 通 

高強度・高靭性コンクリート（ダクタル）／仏 2000 2001 性 能 特 殊 
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技術開発が行われるようになったのは高度成長期の昭和 40 年以降のことで、それまでは欧

米先進国に 30 年ぐらいの遅れがあったんです。それは日本の技術者の能力が劣っていたと

いうのではなく、鎖国や度重なる戦争などで技術の発展に長い空白があったということで、

そのことは近年のわが国の研究開発実績をみれば分かります。 

近のコンクリート技術はほとんどの領域で成熟の域に入ってきておりまして、これか

らは材料をどう長持ちさせるかとか、構造物の維持管理をどのようにするか、コンクリー

トをどのように再生させるかというような技術開発の模索が行われるようになってきてい

ます。この表は、私が知る範囲でまとめたので手前みそというか偏向の謗りを免れません

が、私もその中の幾つかに関わってきたということです。技術情報の収集や分類も大変で

すが、それらの重み付けとなると人によって評価が異なるのは止むを得ませんから、「私の

開発成果の方が上だ」と言う人がいれば「そうです。あなたの方が上です」と言ってすぐ

引き下がるところなんですが（笑）。 

●この中で後の波及効果が大きかったものは？ 

●田中 日本人が発見したり発明したもので大きいものは、私の恩師の浜田稔先生が 初

に提唱された「中性化理論」です。日本でコンクリート技術の導入が始まった明治・大正

時代、コンクリートの先進国ではコンクリートは極めて耐久性に優れておりその中に埋め

込まれた鉄筋は錆びないというのがすでに通説となっていて、誰もがそれを信じられてい

たのですが、明治時代に海外に渡った日本の何人かの学者たちが既存のコンクリート構造

物をみてその通説はどうもおかしいのではと気付くんです。きっとひび割れたり鉄筋が錆

びたりしていたんでしょう。それで、彼らは帰国して直ぐにコンクリート供試体の自然暴

露実験を開始したんです。耐久性に関する実験は時間が掛かりますから、昭和の初頭にな

って浜田先生が彼らが作った暴露供試体がどんな変質をしているのか化学分析してみたと

ころ、コンクリートの表層部分からアルカリ性が低下し始めていること、すなわち中性化

が進んできているということを確認したんです。コンクリート中の鉄筋は 初はコンクリ

ートの高いアルカリ性で保護されていて、そのアルカリ性があるところまで低下すると鉄

筋が錆び始めることを発見し、鉄筋コンクリート構造物の耐久性には自ずから限度がある

ことを国内外に発表したんです。浜田先生の中性化理論に基づく耐用年数の算定法の提唱

は先進国の研究者たちに非常に大きいショックを与えることになったのです。 

 次に、その後ずっと時代が下がりますが、昭和 37 年の服部健一博士の「高性能減水剤」

の開発が挙げられます。これはコンクリートの超高強度化の幕開けをした画期的なコンク
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リート用化学混和剤です。ナフタリンスルフォン系のこの混和剤を使用すると、セメント

の分散性が著しく高められてセメントペーストが液状化しやすくなるため、コンクリート

を練り混ぜるために必要な水の量を大幅に削減できるようになったんです。これは海外に

も大量に輸出されて世界標準の混和剤になりましたから大変な発明だといえます。この発

明を契機に日本の材料開発が先進国にも注目されるようになり、国内での混和剤開発も著

しく活発化して昭和 60 年頃の「高性能ＡＥ減水剤」の開発時点では世界のトップの座を占

めるようになったのです。 

 建設分野の特殊工法としては、昭和 51 年に建設省主導で開発されたダムの「ＲＣＤ工法、

Roller Compacted Dam Concrete」があり、これの技術も世界に波及しました。ダムコンク

リートの施工法は、従来はバケットでコンクリートを運搬して所定箇所に打込み、それを

多くの作業員がバイブレーターで締め固めるという過酷な作業だったのですが、ＲＣＤ工

法は大規模機械化施工で、ダンプトラックで運搬された超硬練りのコンクリートを薄く敷

き並べ、それを振動ローラーで転圧・圧密していくというやり方でダムを構築していくの

です。 

●それは中の方に「す」ができないんですか。 

●田中 1 層 25 センチぐらいの厚さごとにローラーで転圧していきますから。 

●だけどレイヤーができるわけでしょう。一体性とか強度とかいう問題はないんですか。 

●田中 1 層のコンクリート厚さが厚過ぎればレイヤーができてしまいます。日本の技術

をいい加減に模倣した外国のダム工事でレイヤーからの水漏れ事故を起こした例がありま

す。レイヤーができないようにするには振動ローラーによる転圧の影響が及ぶ深さを十分

慎重に見極めることが重要で、日本では、そのために 1 層の厚さを 25 センチぐらいに止め

ているのです。 

●そのほかの効果としては。 

●田中 コンクリートは一度に厚く打ちますとセメントの水和発熱によって温度ひび割れ

が発生しやすくなるのですが、薄ければ大きい表面放熱で熱が溜まりませんから温度ひび

割れが発生しにくくなるんです。それと、ＲＣＤ工法では機械力によって広い面積を一度

に施工できるので作業効率が大幅に向上できます。 

 ＲＣＤ工法の応用はその後ダム工事でもいろいろ広がっていますが、道路のコンクリー

ト舗装にも「転圧舗装ＲＣＣＰ工法」、Roller Compacted Concrete Pavement という形で

使われるようになっています。これも日本の独自開発技術です。 
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●それから「透水型枠工法」ですね。 

●田中 そうですね。昭和 59 年に私たちが開発した「透水型枠工法」は、型枠面からコン

クリートの余分な水を抜いて表層部の品質を著しく向上させる革新技術なんです。その開

発時期がコンクリート構造物の早期劣化という社会問題とちょうど重なったために国内・

外で大きな注目を集めて、私たちが公表した後に国内・外で多くの類似工法が生まれるこ

とになりました。あとでもう少し詳しくお話します。 

●次が「高流動コンクリート」になりますか。 

●田中 ええ。昭和 63 年に東大の岡村甫先生、小澤一雅先生らが初めて公表したものです

が、この開発が国内・外のコンクリート界に与えたインパクトは極めて大きかった。とい

うのは、従来のコンクリートは型枠に打ち込んでよく締め固めることが絶対の必須条件で

あったんです。岡村先生はコンクリート構造物の品質が施工の巧拙に左右されやすいとい

うことに注視して、その数年前から締め固め作業がいらないコンクリートを早く開発すべ

きだとアピールされていたんですが、もともと流動性の大きいコンクリートは材料が分離

しやすいことが経験的に分かっていましたから誰も開発に手を出さなかったんです。だか

ら、先生たちが意地になって自ら開発し実証してみせた。粉体量を増やして材料分離を抑

え、高性能 AE 減水剤を使用して練り混ぜ水を減らすという方法で。できると分かると誰も

が手を出すのが日本の技術者たちで(笑)、爆発的に研究が活発化してあっという間に数 10

種の同類のコンクリートが開発されるようになった。当時、私は透水型枠の展開の方に力

を注いでいましたから、高流動コンクリートの方には手を出さなかったのですが、公表か

ら 1 年後に突然、本四公団の明石海峡大橋の担当者に呼ばれてマスコンクリート用の高流

動コンクリートの開発に急遽手を染めることになったんです。マスコン用というのは、巨

大なコンクリート用ということで、コンクリートに混合する砂利の径が普通のものより 2

倍ぐらい大きいものを使いますから流れにくくなるし材料も分離しやすいので、私自身半

信半疑ではあったんですが、スタッフみんなが一緒になって試し練りを繰り返してくれた

お陰でそれなりのものが短期間に開発できてしまったんです。あとで岡村先生に「ゼネコ

ンの開発は力ずくですね」と笑われましたが。 

●本四公団は岡村先生に開発して欲しいと頼まれなかったのですか。 

●田中 工期に遅れがあり時間がなかったので私たちに直接だったんです。対象の構造物

は明石海峡大橋の基礎、橋台 24 万立方メートルの巨大コンクリートで、必要に迫られてい

ましたから開発期間は３カ月間ぐらいしかなく、すべてが力ずくでした(笑)。明石海峡大
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橋への採用は、高流動コンクリートの 初の大規模工事でしたので、有難いことに岡村先

生からも大変力強いご支援が頂けたんです。工事中は見学者も多く、海外の研究者たちも

たくさんみえました。 

●そのあたりの詳しいお話はどこかに発表されているのですか。 

●田中 これは岡村先生の東大退官記念の本として出版されています。 

 

【幼少時代から少年時代】 

●セメント・コンクリートの大体のイメージがつかめましたので、あとは質問項目に沿っ

て質問させていただきたいと思います。初めに簡単な自己紹介ということで、お生まれと

か、幼少のときどうだったとか、どういうきっかけで建築家を目指すようになったか、と

いったことを伺いたいと思います。いただいた資料で下町生まれだというようなことです

ね。 

●田中 父親が早くに亡くなっているものですから、まだ赤ん坊の頃に母親の実家に戻っ

たのです。祖父が大工の棟梁だったので家の隣に木材加工場があって、そこが子供の頃の

遊び場だった。振り返ってみると、自分の部屋の壁に墨入れしたビルディングのパース（設

計図）が飾ってありまして、まだ物心のつかないときからそれをじっと見ていたんです。

そのパースは、母親の弟が工業高校(現、横浜国立大)の卒業設計で作成したものらしいの

ですが「そうか、建物というのはああいうふうにやって書くんだな」というイメージがか

なり強められたようです。 

 ですから何となくそういう環境のせいで、高校生の初めぐらいには自分は建築家になる

という将来像が固まっていたような気がします。後からそれがガラッと変わってしまいま

したけど。 

●伯父さんの設計作品というのは実際建物になっているものですか。 

●田中 いや、卒業設計ですから建っていないと思います。３階建てぐらいの瀟洒（しょ

うしゃ）な横長のビルだったんですけど、その図面は今どこにいったのかも分かりません。 

●本籍が江東区木場。 

●田中 それは父親の方の実家が材木問屋だったものですから。 

●材木が堀に浮かんでいて。 

●田中 ええ、そうだったと思います。ただし関東大震災のときにつぶれたんです。木材

がものすごく高騰したため全部盗まれてしまったと聞きました。でもそういうパニックは
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大災害時には当然起こり得るわけでして、運が悪かったとしか言いようがない。 

●お生まれは昭和 17 年。 

●田中 はい。 

●午年ですよね。 

●田中 午年です。 

●私はちょうど一回り違います。それで小学校時代からおぼろげにそういう建築家になる

という夢があった。中学、高校は普通の？ 

●田中 横須賀高校。小泉首相の１期下です。つまらん受験校でしたね。 

●横須賀ですか。 

●田中 はい。 

●お生まれはどちらですか。 

●田中 群馬県桐生市。疎開先の病院で生まれました。母親の実家は神奈川県の逗子です。 

●小さいときには神奈川ですか。 

●田中 父親が他界した１歳半までは東京の中野に住んでいました。その後すぐにお袋の

実家に移ったものですから物心ついたときは神奈川県の逗子でした。 

●そうすると木材加工場、遊び場というのは逗子のことですか。 

●田中 そうです。家のすぐ隣が加工場でしたから、そこでよく遊んでいたということで

す。終戦直後のころは遊ぶものなど何もなかったですから、木片や大工道具などをいい遊

び道具にしていたんです。 

●横須賀高校は理科系とか文科系とかに分かれていたんですか。 

●田中 高校時代の記憶は何もありません（笑）。高校時代は受験というのが相当の重荷に

なっていたようで、楽しかった思い出というものは何もない。高校の３年間は自分の人生

の中でそのまま消し去っても全くさしつかえないぐらいに何も覚えていないですね。大学

に入ってようやく何か自分を取り戻したみたいなところがあります。 

 

【大学時代】 

●大学は東京理科大、神楽坂ですよね。 

●田中 そうです。ちょうど工学部の第１期生だったものですから、本当にやりたいこと

をやらせてもらいました。 

●１期生というと何年になるんですか。 
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●田中 昭和 37 年です。37 年に工学部ができたんです。 

●37 年。学科は１期生ということですね。 

●田中 そうです。そのときに東大を定年退官された浜田稔先生とか、東工大におられて

建築学会の会長をされた二見先生とか、東大同期の先生方で建設分野の錚々たる巨星が教

授として集まったんです。だから私たちも運がよかったんだと思います。 

●みんな 60 歳ですね。 

●田中 はい。そのときに定年退官された方が集まったものですから。先生方も同期会を

いつも開いているみたいでよかったようです。 

●それで、この読み物にあるような講義をお受けになったということですね。 

●田中 そうですね。 

●そのあたりの経緯を少しお話しいただけますか。 

●田中 私の場合もそうですけど、定年で企業を離れるとか大学をやめる時期の頃には自

分の過去の振り返ってみて、人生で何が大事であったとか何がよかったとか必ず思い返す

のが還暦だと思うんです。その時点からは人生の再スタートなので、気持ちが新しい。先

生方の教育の仕方がとてもよかった。あまり余計なことをお話しにならないですけど、エ

キスがとてもしっかり伝わる――教育することそのものの項目はそんなに多くないですが、

重要ポイントについてはそこのことに対して現実に起きるいろいろな話題を盛り込んでく

ださるので、そういう話題は教科書には載っていないから夢中で筆記しました。本に書い

てあることはほとんど覚えなかったですけど、冗談話とか、世の中の話とか、私はそうい

うものばかりノートにとっていました。それがあとですごく役に立ったような気がします。

若い先生方の講義は、技術情報を沢山盛り込まれるのだけれど、不思議に印象としてはほ

とんど残らない。それは知識と智慧のレベル差や、落語の間合いみたいなものの違いかも

しれない。ただ、大学時代、授業を一度もさぼらなかったのは、授業というのは１時間の

間に先生方は必ず何か一つや二つはためになるお話をされるからで、だから授業は楽しみ

だったんです。 

●幾つのときにその先生に当たるかって結構影響力がありますね。 

●田中 絶対ありますね。 

●それでここに書かれているように、震災とか戦争による被害のお話があった？ 
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（工学は分かりやすくなくてはいけない） 

●田中 そうそう。大したことは教えていただいてないんですけど（笑）、先生の熱が伝わ

ってくるのはそういうことだと思うんです。その当時、浜田先生はどちらかというと防災

の権威になっていましたから、材料教育はしばらく間（ま）があったのかもしれません。

それでこの大学に来て初めて、またもう一度材料関係の教育をするといったときに、本当

に大事なものは何かというエキスの話をしていただいたということで、大変よかったんじ

ゃないかと思います。 

 工学の教育というのは分かりやすくなくてはいけない、使いやすくなければ工学ではな

いということを教わってきたので、今の研究とか工学の進み方を見ると、わざとものごと

を複雑にして分かりにくく教えているというような印象が強いんです。工学はものづくり

の学問ですから、頭の中でどんな難しいことを考えても、 後はそれを理解してものづく

りに生かされなければいけないというところが大事なんです。 

浜田先生が提唱された中性化理論は「ｙ＝ａｘ2、ｙ:耐用年数(年)、ｘ:かぶり厚さ(cm)」

という単純な二次式なんです。先生が言われたのは「この式は厳密な意味では必ずしも正

解とはいえないが、実用的にはこれだけを知っていればいいんだ」と。教え方がすばらし

いんですね。中性化理論のその後をみると、浜田先生の提案式にいろいろな係数をつけて

たくさんの博士が生まれているんです。でも精度を高めるために細かい影響因子を沢山取

り込んでも、それらの一つ一つを正確にコントロールできなければ使いものにはならない。

やはり工学理論は使いやすさが大事なんで浜田先生はすごい人だったんだなと思うんです。 

●そういうのは、いわゆる骨太の理論ということですね（笑）。 

●田中 そうですね。このことは私も研究者仲間によく言います。複雑な理論を展開して

もだれがそれを使うのかということを考えなきゃいけないってね。工学理論は現場の人た

ちの判断材料となりやすいもの、ということは骨格がみえる単純な式じゃなければだめな

んだと。あとはばらつきという概念で要所・要所を抑えていけばいいんだと。 

 そのばらつきさえも許さないとなると、境界条件を細かく設定して、より厳密な解を求

めるようになっていくんでしょうけど、ばらつきを許しさえすればいいので、人のやるこ

とは相当のばらつきがあるんだからという捉え方をすれば、骨太の部分というか、その根

幹の部分は非常に単純な姿であらわされるということです。 

●そうですね。二次式だったら解けますけど、三次以上になるともう計算機でやらないと

できない話になっちゃいますよね（笑）。 
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（日本独自の技術を開発しなければいけない） 

●田中 浜田先生の影響を受けて私の頭もだんだん単純になってきた（笑）。もう一つ浜田

先生の話で、日本は先進国の技術ばかり入れているけど、これからの日本は独自技術の開

発を目指さなければいけないということが強く印象に残りました。ですから何かの研究開

発を進めるなら他人の模倣ではなく、原点に戻ってというのはそこから出ています。どん

な法則でもそうですが、原点に戻ると自分なりの見方ができる。それをどうするかそれが

形にできるかどうかということですから。 

●その後の泥水固化法とかがそれですね。 

●田中 まさにあれですね。 

●東京オリンピック前夜のころに大学に入られたんですよね。 

●田中 そうですが、あのころはオリンピックなんか見なかった（笑）。大学が好きだった

ので学生時代は土曜も日曜も大学へ行っていました。そこの助手や補手の人たちがやはり

出て来ていて、いろいろな実験をするのを見たり手伝ったり。学生時代から実験を手伝う

とアルバイト料が貰えた、旅行に行くというと先生からお小遣いが貰えたんですから（笑）。 

●まだそのとき、お住まいは。 

●田中 逗子ですね。 

●通っていたんですか。 

●田中 通っていました。 

●下宿されていたわけじゃないんですね。 

●田中 ええ。まあその後長いこと居候しますけど（笑）。 

 

（１年から実験室に入り浸り、大学はいわば遊び場だった） 

●実験室に入り浸られたというのは１年、２年のころからですか。 

●田中 １年のときからそうですね。校舎ができたばかりですし、いろんな新しい試験装

置が入るから、何だって面白くてしょうがない。そこには何人かの仲間がいましたが、当

時、大学の中で新しい校舎の建設工事が行われていたので建築学科の人間だったらその工

事記録を映画にしてみろというような課題も与えられた。ですから 10 人ぐらいのグループ

で建設現場の基礎工事から仕上がり工事までを全部追って１年間映画作成をしたというこ

ともありました。学校全部が遊び場だったんですね。高校時代とはえらく違います。 

●生き生きしていた。 
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●田中 本当に生き生きとしていました。 

●理科大の場合、１年生のときには専門講座はまだ入ってないわけでしょう。 

●田中 概論はあったようですが。 

●ほとんどは教養課程みたいなものですものね。 

●田中 1 期生という立場の面白いのは、先生は我々の同期生だとか言って（笑）。我々が

２年になったときに入ってきた新しい先生方は後輩であり、新入りだからと学生がおごっ

たり、先生の歓迎会を開いてあげたり（笑）。 

●変な話、教える立場と教えられる立場がもう一緒だということ。 

●田中 一緒でしたね。 

●それは恵まれていますね。 

●田中 ええ。１期生というのはそういう意味で恵まれていたのではないかと思います。

勉強でいうとピンキリで、それこそいろんな人がいましたけど。あまりカリキュラムもし

っかりしてないから、何でもやりたいことができた。また、カリキュラムの内容そのもの

も先生が自由にできたというのもあります。 

●比喩的に言えば、同じ釜（かま）の飯を食っていたという感じですかね。 

●田中 そうですね。 

●新設ですから、おっしゃったように先生から生徒まで全員新人なんですか。 

●田中 新人なんです。 

●理科大の他の学科は違う。 

●田中 工学部以外は違います。 

● 初から４年生になっているようなものですね（笑）。 

●田中 いや、卒論の期間が長かった（笑）。 

●やっぱり先輩がいるというのはよくないんだね。いない方がいいんだ。初めてで先輩が

いないんだもの（笑）。 

●田中 そうですね。 

●田中さん、ご兄弟は。 

●田中 ２人です。兄がいます。私はジロウ（治郎）で、兄はイチロウです。 

●お兄さんは何を。 

●田中 兄は都の交通局に勤めていましたが、数年前に退職しました。 
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【大学院時代】 

（学費には苦労しなかった） 

●卒業後は東大の大学院に進まれた。 

●田中 それは浜田先生が行けと言ったから行っただけのことで（笑）。 

●特定の何かやりたい研究があったのですか。 

●田中 その頃、コンクリートがだんだん面白くなってきたということがあるんですけど、

コンクリートというものは一見分かっているようにみえて実際には分かってないものがま

だ沢山ある。要するに日本のコンクリート技術は欧米にまだ相当遅れている。研究がたく

さん必要なんだと云われまして、「大学院へ行かんか」と言われたときに至極自然に「はい」

と答えました。学費のことで多少心配はしたのですが、母親も兄も反対はしませんでした。 

●変な話、学費というのは。 

●田中 学費はあまり掛からなかった。学費そのものが安かったし、奨学金をもらえたし、

家庭教師もやっていましたから。お袋に聞きましたら、普通の家では学生がいると大層お

金がかかると聞いていたけど、うちでは何もお金がかからなかったねと（笑）。いい時代だ

ったんです。 

●あのころ 9000 円ぐらいで、僕が入ったころは 4500 円だったからね、年間。多分 9000

円ぐらいだよね。 

●田中 そうですね。 

●だから家庭教師をやれば何とかなった。 

●田中 家庭教師を二つぐらいやっていますと、もう生活費そのものは何も困らなかった

です。その家庭教師でもおもしろい話がありまして、一軒は週２日で月謝 3 千円ぐらい、

もう一軒は「うちは日本で一番お金を出すから、 高の教育をしてほしい」と云われて、 

1 万 5 千円も頂いた。そこで、 高の教育というのは教えないことだと思いまして何も教

えなかったんです。おかしいなとは自覚していたんですけど、それでも２年ぐらいやった

ら、あまりに高度過ぎてということで向こうがお断りになってきた（笑）。 

 

（ 高の教育とは何も教えないこと、学生時代の家庭教師のときからの哲学） 

●そのころから「何も教えないことだ」という哲学を持っていたんですね（笑）。 

●田中 高教育なんて言わなければ私はそれなりに一生懸命教えただろうと思うんです

けど、 高教育というと私もへそ曲がりなもんで何も教えないで自立させることだなと。 



 231

●問題解決能力を身につけてくださいということですね。テクニックだけ教えてもしょう

がないと。 

●田中 そうです。本人が考えて自分で解決すればいいわけです。決して良い考えではな

かったのでしょうが、でも 高教育と言われると困るんです。 

●それは女の子ですか。 

●田中 いえ男の子。 

●それは大学受験の子ですか。 

●田中 いえいえ、中学生。3 千円の子は成績が急に上がり始めて親に感謝されたんです

けど、1 万 5 千円の子はあまり変わらなかった（笑）。 

●コストパフォーマンスが合わない（笑）。 

 

（破壊工学の研究を目指したが指導教官と考え方が合わず、博士課程も満期退学） 

●大学院時代のことで何かエピソード的なものはありますか。 

●田中 大学院時代は指導教官の言うことを全然聞かなかったということ（笑）。 

●そして博士課程も。 

●田中 研究テーマを勝手に変えて満期退学。ほとんど先生と離れていたんですね。当時

は東大紛争の真っ只中で構内はめちゃくちゃ。安田講堂崩壊がたしか私が卒業する１年前

です。 

●45 年か 46 年だもんね。 

●田中 いろんな問題があったんですが、今になってみるとみんないい思い出だなと思い

ます。指導教官に対する気持ちが切れたのは、研究テーマの相談のとき。自分がやりたか

ったのは材料の破壊工学で、壊れにくいものをつくるには破壊現象を科学することが大事

だと説明したんですが、頭から「破壊の研究なんて金にならない」と言われて取り上げて

もらえなかったんです。当時はまだ材料の破壊工学は話題にも上っておらず、その 4～5

年後ぐらいから各所で研究が始まったのですけど、もう少し私に根性があれば、反対され

ても研究をしていたのでしょうが、まだまだ未熟でしたね。 

それと、大学院時代の指導教官の 初の指示は、三鷹にあるご自宅の鉄筋コンクリート

の工事の管理だったんです。 

●先生の自宅のですか。 

●田中 そうです。大学ではそれなりの勉強をしてきましたから指示には素直に従いまし
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たけど、逗子から建設現場の三鷹まで行って、研究室に朝 10 時ぐらいに入ると「遅い」と

か「タクシー代が高い」とかそういうことしか言われない先生だった。しかも、院生時代

に先生の専門分野のことは一度も教わらなかった。教えられなくても先生より自分の方が

よく勉強しているという自負心ばかりがものすごく強かったから、誰がみても生意気で可

愛くなかったでしょうね。でも、今になってみると、あの頃の自分はあれでよかったんじ

ゃないかと思いますよ。 

自分がやりたい研究が拒絶され、費用も出ないもんですから、お金の掛からない研究と

して誰にも相談せずコンクリートの自然癒着の研究というのをやり始めた。人の骨は折れ

ても時間が経てば自然に癒着しますが、コンクリートも似たところがあって、打ってから

まだあまり時間が経っていない時に圧力を加えてひび割れを生じさせた場合、きちんと湿

潤養生していると自然に癒着して載荷履歴のないものより強度が強くなるんです。そんな

研究でおもしろいデータが得られたので、「これで研究発表したい」と先生に話したら「自

分と連名にしろ」と言われるので「先生との連名ならお断りです」（笑）。みんな若気の至

り、でも、そんなことでより強くたくましく育ててくれたということは間違いない（笑）。 

 ただ、院生の時代に後輩たちに言ったのは「私と同じようなことをすると私のようにな

るから、私の姿を見て違う行き方をしろよ」と。みんな立派にドクターになりました（笑）。 

 

（指導教官はお金になる研究テーマを見出す面では優れていた） 

●田中 誤解されると困るんですが、指導教官は一般の民間企業でいうとすごく人望があ

った人なんです。というのは、やっぱりいろんなことをちゃんとお金で評価できるという

意味で。研究テーマもお金になるものでないとだめだということは、民間企業の研究テー

マなんかは特にお金が大事ですから、そういうものに対してきちんと判断してあげるとい

う意味ではすごく優れている方だった。 

●ずっと大学の先生なんですか。企業から戻ってきたとかでなくて研究者ですか。 

●田中 一度、民間企業に勤めたんですけど、１年も経たず大学に戻ってきたと聞いてい

ます。 

●そのころは民間からの研究の依頼が多くあった？ 

●田中 多かったですね。 

●そういう意味ではおもしろい研究もやられていたのではないんですか。 

●田中 ですからそういう依頼を大学院のテーマにする。私に与えられたテーマは「デッ
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キプレートの合成床の研究」だったのですが、それはすでにアメリカで完成して汎用化・

多様化しており、ただ日本への導入が遅れていただけのものですから、何の面白味もなか

った。海外企業の製品カタログを集めただけでも厚さ 10 センチぐらいになるんですよ。当

時、日本で 初の超高層ビルの霞ヶ関ビルが建設中で、超高層幕開けの時期でしたから、

デッキプレート合成床の需要が今後急速に増えることが予想され、某建材メーカーがその

大量製造に踏み切ろうとしていた時期だったんですね。でも完成してしまっている工法の

研究を今さら何でという気持ちでしたね。 

●検証ですね。 

●田中 そうです。研究委託を受けたんですから研究室にお金は入ったんでしょうけど

（笑）。 

●そのころ研究室には何人ぐらい。 

●田中 院生と研究生で 10 名ぐらいでしたかね。 

●他大学の出身の方も結構いたんですか。 

●田中 ええ、6 割ぐらいでした。 

●当時は技術導入が盛んな時代でしたから、外国からいろいろと技術が入ってくると、そ

れをメーカーさんなりから大学院に対して試験依頼がきたり、臨床試験してくれなんてく

るんです。実は私もいやというほどやらされました（笑）。 

●田中 企業であれば実用化のための研究ってすごく大事なんです。導入技術は未完成の

部分もあって日本の実情に照すといろいろ問題があり、それを実用化するというのは大変

なことなんです。表の中には書いていませんけど、実用化研究を含めればこの何倍にもな

ると思いますが、やはり新規性とか創造性という点で劣るので省いただけです。他の国で

開発された技術を実用化するというのは、できるだけ無駄を省いてより合理化することと、

できるだけコストダウンを図るというような減らすことばかりが目的になりますが、日本

はそのキャッチアップ時代が長かったんでそれに慣れ過ぎてしまっている。現在は創造的

な研究開発が必要と云われているのに、まだ形もなしていないのにできるだけコストダウ

ンを図れって、どうもそこから抜け切れていないんです（笑）。 

 

【東京理科大助手時代】 

●それで満期退学して、そのまま理科大に戻った？ 

●田中 指導教官には大手企業の某社に行くように言われたんですが、先生との腐れ縁を
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早く切りたかったので。 

●就職も反発したわけですね（笑）。 

●田中 そうなんです。それで理科大の理工学部に就職したんですが、でも材料分野とい

うのは案外狭い世界で、その大学の先生も私の指導教官と繋がっていた。２年目に私が辞

めたのはその理由が大きい。 

●助手をですね。 

●田中 はい。材料教育に対する批判など私もよくなかったんです、何でも必ず自分の悪

いところはあるんですけど（笑）。私が勤めていた２年間はちょうど理科大が大学紛争をや

っていて、大学紛争の終結とともに辞めたものですから、紛争始末人みたいな感じがしま

した（笑）。 

●紛争が少し遅かったんですね、理科大って。 

●田中 大学を辞めたもう一つの理由は、就職幹事の先生の代理で 4 年生の就職の世話を

したとき、大学紛争にかかわった学生たちもその他の一般学生と同じように就職させたん

です。それも学科の先生方の反感を買ったようです。 

●学生の就職。 

●田中 ええ。「あれは学生の熱病みたいなものですぐ冷めるんだから構わないんじゃない

ですか」と言ったのですが、それがいろいろ問題になったんです。でも、後になってその

ときの卒業生がみんな感謝してくれましたから、悪いことじゃなかったと思うんですけど。

いろいろあって大学を辞めて熊谷組に入ったのですが、想像以上にとてもいい会社だった。

熊谷組を選択したのは先生との縁がない会社という理由だけです（笑）。 

●それは自分で探して。 

 

【大学院助手を辞め、熊谷組へ】 

●田中 そうです。建築の先生と縁が薄いのは土木分野の会社ということで。熊谷組は建

設の機械化をいち早く進めた土木の会社として名が通っていた。そこを選んで入って 初

はよかったんですけど、運命というのは皮肉なもので、その頃から会社が建築分野へ進出

に力を入れ始め、３年目ぐらいに私が建築の大きいプロジェクトに関与することになった

ら、その技術委員会の 高技術顧問として私の指導教官が招聘されることになってしまっ

た（笑）。先輩にコンクリートの専門研究者がいなかったもので、否応無く私もその委員会

へ。いやでしたねぇ（笑）。 
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定期的に開催される技術委員会では、いろいろな問題について 高顧問が「これはこう

しなさい」「あれはこうしなさい」と示唆をするんですが、いずれの示唆もあまり実務的で

はない。これはまずいと思ったんで、私は先生が帰られた後にもう一度関係者を集めて「先

生の指示をＡ案として、もっと実務的なＢ案についても検討しましょう」と（笑）。それで

工事はほとんどＢ案で進めた。Ａ案で工事を始めたら少し問題があったのでＢ案に変更さ

せてもらったというような理由にして。先生の示唆を鵜呑みにして工事を行っていたら、

おそらく大きい支障を来たしてしまったと思うんです。だから変なところで先生を助けて

いた部分もあるんです（笑）。 

●会社も助けているわけですね（笑）。 

●田中 そうです。つくづく世の中は皮肉なものですね。 

 

（泥水固化法の開発へ－自由放任の良き上司増澤部長との出会い） 

●入ってすぐにやられた仕事が泥水ですか。 

●田中 私の上司となった増澤部長の専門は土質・基礎構造だったので、 初は私が使い

ものになるかどうか分かりませんから、1 年目は構造計算や配筋図などを書かされました。

でも、会社に入るときゼロからのスタートという気持ちでしたから、専門外の仕事でも何

も抵抗はなかったんです。でもコンクリートをやっていたのは履歴書で分かりますから、

２年目の初めに水を固める研究の「泥水固化工法」のテーマが与えられたんです。 

 それまでの１年間はいわゆる試用期間みたいなものですが、何でも一生懸命やったから

よかったのか、給料が１年後に５割アップしたんです。もともと 初の給料の決め方が「幾

ら欲しい」「大学でこのくらいでしたからそのくらいでいいです」ということで決めたので

すから、会社もいい加減だったんですね。あの頃は民間企業と大学で給料が３割ぐらい違

っていたんでしょうね。１年で５割も上がったということで何となくプロスポーツの選手

のような気にもなった（笑）。 

●48 年に入られたんですよね。ちょうどオイルショック。 

●田中 私が入って間もなくですね。 

●そうですね。８月ぐらい。 

●田中 入社時点では建設需要は頂点でしたから、各企業はのどから手が出るように技術

者が欲しかったんです。だから、自分がここに入りたいと言ったらどこの会社でも入れた

よき時代だったんです。熊谷組に入ってよかったのは上位者に自分と同じ専門の人がいな
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かったというのが 高の平和でした（笑）。 

●やっぱりパイオニアという方が逆におられたら何かぶつかって。 

●田中 ええ、企業の研究所では毎年それなりの成果を上げるためにどうしても上位者が

研究や何かをある程度方向づけすることになるんですが、それがなかったものですから全

て自分で考えなければならない。会社にとって今何が大事で何をしなければならないのか

を自分なりに考えて自分で実践する。それがよかったんです。 初から「この道を行きな

さい」と言われて素直に従っていたらやっぱりある程度偏向した専門家になってしまうん

です。そのあたりが企業の研究開発やマネジメントのすごく難しい点なんですね。 

●大変ではあるんでしょうね。 

●田中 研究開発部門の上位管理者の大変さはそのあたりにあると思います。部下をある

程度放任していても、あるところでは有無を言わさず拘束しなければならないし、人によ

ってそのタイミングがすごく大事だろうと思います。全く放っといても１人でどんどんや

っていく人もいますし、言われなければ動けない人もいますから。ただ組織として効率を

上げるにはどうしたらいいかというのは、上位管理者であれば誰もが悩む問題なんです。 

私の場合は、 初に与えられた泥水固化工法の研究開発が幸運にも成功してしまったこ

とで上位者の全信頼が得られ、その後は私のやることは一切フリーにしていただけた。そ

れは大変ありがたかったんです。 

 

（ 初の開発成果「泥水固化工法」はかなり普及した） 

 泥水固化工法というのは地中に深い溝を掘る際に使用する泥水を溝の中でそのまま単純

に固めるだけの技術だったのですが、単純であるがゆえにものすごく用途が広がりまして、

溝を掘ってコンクリート板や矢板を埋めたり、管を埋める工法など応用工法だけで 10 ぐら

いできた。 

 地下に鉄筋コンクリートの壁をつくるという連続地中壁工法というのは、地面に深い溝

を掘って、そこに鉄筋の篭（かご）を落とし入れてからコンクリートを打つというのが一

般的な地中連続壁工法なんですが、普通に溝を掘っていくと土壁が崩れてくるので溝を泥

水で満たしながら掘削していくんです。泥水掘削というのは溝の壁が崩壊しないように泥

水の圧力で土の壁を抑えるという意味です。泥水には通常ベントナイトという膨潤性鉱物

微粉とわずかな糊剤が混和されていまして、溝の中の水圧を地盤の水圧よりちょっと高め

ておくと、水が外側の地盤の中に浸透し、土壁面に薄いベントナイトの膜ができるんです
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が、その薄い膜の存在によって深さ 100 メートルぐらい溝まで掘り進めることができるん

です。その溝にプレキャストコンクリートの壁版を建て込んで地中壁を構築するのがＰＣ 

板連続地中壁工法です。でも溝の中にＰＣ板を建て込んでもその周りには泥水が残留して

いますから、その泥水を地盤と同程度の強さに固めないとＰＣ板が動いてしまう。 

●泥水を固化すると構造物と同じような強度が得られるんですか。 

●田中 いや、周辺地盤の強さより少し高ければいいんです。それと泥水を固めたものは

粘土程度以上の止水性があるので遮水壁としての利用も応用工法の一つとなった。 

 

（泥水固化法成功の鍵は、「発想」の転換による凝固材料の組み合わせとエアブロー攪拌） 

●もうすこし開発経緯を詳しく聞かせてください。 

●田中 連続地中壁構築技術というのは昭和 30 年代の末頃から盛んに技術導入されてい

た海外技術です。それは地盤に溝を掘って鉄筋篭を建て込んで、泥水中でそのまま下の方

からずっとコンクリートを打っていく方法なんですが、泥水の中でコンクリートを打つた

めコンクリートの質も低下するし、鉄筋には泥が付着しますから付着力も悪いということ

で部材の強度にある程度安全をみる必要があり、また、仕上がり面が土の壁どおりの凹凸

になるので汚いわけです。 

●汚いですね、でこぼこして。 

●田中 はい。そういう欠点があって、連続地中壁の品質をよくするにはＰＣ板を建て込

むなどの方法に変換する必要があるのですが、溝の中でＰＣ板と土壁との隙間に泥水が残

るので、それをどう処理するかが解決の鍵だったわけです。その一つの方策はフランスの

ソレタンシュ社で既に開発されていた。それは掘削に使用する泥水として自然にゆっくり

固まっていく泥水、すなわち自硬性泥水を使用する方法がその何年か前に開発されていた

んです。でも、自然に固まるというのは掘削中や建て込み作業で何かのトラブルがあって

工事が延期されると、泥水が固まってしまうので、もう一度 初から掘らなければならな

くなるというような問題があった。ところが、固めたいときに固めることができる泥水固

化工法であればその時間制限がない。同じ工法のように見えるけれども泥水固化工法はメ

リットが大きかったんです。 

●その先行技術を上位者が教えなかった。 

●田中 そうです。すでに自硬性泥水というものがあると言われたら、恐らく固めるイメ

ージはそちらの方向に行ってしまったでしょう。ところが、泥水をその位置で固めるとい
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うことだけが開発テーマだけでしたから。 初は紙コップでの実験の繰り返しだった。実

験設備もきちんとしたものがなかったのでダーっと紙コップを並べていろんな固化剤をへ

らで混ぜて、薬品の会社と同じようなことを繰り返していました。 

●この技術のキーポイントというのは凝固するための素材ですか。 

●田中 重要なキーポイントは二つです。凝固する材料の組み合わせと溝の中での材料の

攪拌方法、その二つがなかったらできなかった。 

固化剤の組み合わせの発想は、あれだけ練り混ぜ試験を繰り返したから気が付いたんだ

と思います。いろいろな材料を練り混ぜていたときに、どうも基本発想が間違っていたん

じゃないかと閃いた。ベントナイトというのはモンモリロナイト（Montmorillonite）鉱物

という膨潤性の、水を大量に吸って膨潤する鉱物があるんですが、 初はその鉱物が吸っ

た水もすべて固めなければと考えていたのですが、その外側にある自由水だけ固めればい

いと発想を転換するまでに時間がかかったんです。 

 目で見た限りは単なる泥水ですから、泥水中に含まれる水は 95％だと固化剤はどれぐら

い必要だろうという計算になるのですが、それでは固化剤が多くなりガチガチに固まって

しまう。自由水さえ固めれば粘土と同じような網目組織になって固まるんだ、というとこ

ろに行き着くのに３カ月ぐらいかかっています。 

 固化剤としてはセメントが一番安いので、セメントを混ぜる前に自由水の中にセメント

を急結させる材料を溶かし込んでおけばいい。しかし、ベントナイトが吸着している水で

はなく自由水の中だけに急結剤がうまく溶けてくれるだろうかということから急展開が始

まった。それがたまたま研究所にあった水ガラスを使うことで思い通りになったんです。 

●もう一つのキーポイントは泥水の攪拌ですね。 

●田中 そうです。泥水を固めるには溝の中の泥水に固化剤を混ぜて攪拌しなければいけ

ないんですけど、この攪拌技術は増澤部長が空気を吹き込むジェットバスの方式でやって

みようといって、それがまたぴったりと成功したからよかったんです。 

 空気攪拌のよさは、吹き込む力ではなく水中を上昇する気体の大きい浮力を利用するわ

けですが、気体が上昇しやすい部分は固化剤がまだそこに行き渡っていないことを意味し

ており、攪拌を続けていると固化剤がその部分にも混ざって泥水全体の粘性が高くなって

大きい空気泡がボゾッ、ボソッというような上がり方になり、表面でそれが破裂するよう

になるんです。空気攪拌は狭い隙間でも満遍なく全体を均質に混ぜることができるので、

溝の中での攪拌方法としては設備も簡単ですし大変画期的ないい方法でした。 



 239

 固化剤は廉価ですし、設備はコンプレッサーだけですから、この泥水工法は瞬く間に広

がっていきました。 

●東京ガスのＬＮＧの地下タンクは、従来方式の場所打ち連続地中壁にしていますけど、

あれは地上からオープンカットでもやっていますので、違うんでしょうけれどもね。 

●田中 ＬＮＧの地下タンクの壁は部材厚が厚いですし、連続地中壁は仮設みたいなもの

だから。一般には狭い敷地の中で壁厚をできるだけ薄くしてということになると本体壁と

なるＰＣ板を使った方がやっぱりいいんです。 

●ところで田中さんは、その研究でドクターは。 

●田中 取らないんです。 

●取られてないんですか。主義なんですか。 

●田中 趣味（笑）。 

●でもこれで取らなくても、いつでも取れると。 

●田中 いくつかの研究開発のたびに周りの人にそう言われるんです。でもいいんです。

趣味なんです（笑）。まあいいや、それは後にしましょう（笑）。 

 

（ 初に既存情報を入れてしまうと発想の制限となる－白紙に絵を書くことが大事） 

●話を元に戻しますが、固化剤の開発を試行錯誤していたときは、全く外の情報は入れな

いでやったということですね。 

●田中 全くなかったんです。 

●今はすぐにインターネットで立ち上げて（笑）。あまりそういうのはよくないというふう

に書かれていましたけれども。 

●田中 ものにもよると思いますが、情報がかえって災いすることは結構あります。これ

もすでにやられている、あれもやられているとなると、既成の情報に強く影響されて発想

そのものが偏りやすくなるんです。ものを知ってからそれを消すということはなかなか難

しい。だから、どんなテーマでも 初に関連データや情報をできるだけ早く集めるという

ことより、まずは自分なりにそのものを基本から考えてみる。それが原点に戻るというこ

となんですが、それから情報を集めるのはいいと思うんです。原点に戻ればそこから発想

するすべてが新しいんです。 

●白紙の状態で、そこに絵をかく。 

●田中 そうですね。たとえばニュートンの万有引力というのを今の学生が自分なりの考
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え方でそこに行き着いたらすごいことだと思うんです。ですけど、今は 初からそういう

ものですよと教えられてしまうわけですね。 

●発見的学習という。 

●田中 そうです。わくわく感が大事だというのはそういう意味なんです。もともとゼロ

からいろんなことが発想できるのに、 初に教えてから新しいことをやれと言われても、

「そんなこと教わっています」とか云われて（笑）。 

●そういう形になれちゃうんですね。 

●田中 ええ。企業ではそれをしないと「遅い」と言われるし（笑）。 

●何か知っていると、どうしてもそこばっかり見てなかなか周りに目が行かないというこ

とがありますね。 

●田中 既成というのが怖いのは、こういうものが既にあるというのは頭の中をかなり強

く支配してしまいますから。ものは先入観を入れずにさらに見る方がいいんですけど、競

争社会ではそれでは遅いと言われてしまいます。 

●それが入社２年目で、増澤部長との出会いによる 初の仕事ということですね。 

●田中 ええ。工法が非常に単純だったから応用が広がり、国内だけでなく海外でも工事

が行われるようになったんで、増澤部長は 20 数人のスタッフ全員をこの開発や関連工事に

投入し始めたんですが、私はゼネコンの研究所としては基盤材料のコンクリートの方がも

っと大事だと思っていましたから、基礎の研究開発が終わった後は自由を得て直ぐにコン

クリートの研究開発を始めたわけです。 

 

【幸運の女神がほほ笑み続けた時代－手がけた仕事がどれも成功】 

●いただいた資料によると「幸運の女神がほほ笑み続けた」というのをいただいているん

ですけど。 

●田中 ええ、退職するまで女神はずっとほほ笑んでいてくれました（笑）。 

●幸せな人生だったんですね（笑）。 

●田中 そうですね。何をやっても自由でしたから。ただ先ほど言いましたけど、先輩が

いなければこれが社会に役に立つとか、会社に役に立つとか、仲間に役に立つとかって自

分が常に考え続けているわけです。そういう修練がなされたことが非常によかったし、そ

う思っていると仲間も乗ってくれるわけです。もし自分だけの好き勝手をやっていたら、

周りの人は相手にしなくなります。物をつくる建設分野の研究開発では、組織力は絶対必
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要な要件なんです。 

 研究開発を進めるときに自分と同じ方向に同調してくれる人が多いか少ないかで、成功

率は大きく左右されます。みんなが同じ方向を向いてくれるようになるのはすごくいいこ

とですが、その基本は普段の生活にあるんです。日頃から仲間のためにどれだけの仕事を

やってきたかというようなことが、必要なときに力を発揮するのです。私は長い間現場や

支店で自主的に技術相談や技術者教育などをやってきていましたから、開発技術を実用化

する際には随分いろんな人が乗って協力してくれました。現場が自分の理念の実践の場に

なったというのはそういう意味なんです。 

 

（現場回りからニーズを掴み、人的ネットワークを得る） 

●何かの読み物の中に現場回りを独自にやっていたと。あれはちょっと感動したんです

（笑）。 

●田中 というのは、自分の上司は専門が違いますから、私をどういうふうに教育したら

いいか分からなかったんです。私としては建設の会社に入ったからには当然現場を知らな

ければならないと思い、「現場に出してほしい」と言ったんですけど、それがノーだったの

で、それならということで「じゃあ現場回りは自分で勝手にやります」と（笑）。 

●それは研究所だったからできたんですか。 

●田中 そうかもしれません。研究所はそのころまだ本社にあって、技術部的な存在だっ

たんです。研究所施設ができたのはかなり遅く、昭和 57 年ぐらいでした。愛知県の豊川に

施設ができて、平成元年に現在の筑波に移ったんです。本社にあった頃は技術部的な仕事

はたくさんあったんですけど、研究所員ですから、上の人から命令された研究をやること

がメインであり、現場に行くことは自分で自発するしかなかったんです。 

 そこで、平日午後５時までは上の人からの仕事をやるけど、５時過ぎればあとは自由時

間。当時は土曜日の午前中までは業務時間でしたが、日曜日は全くフリーな時間でした。

建設需要が非常に多かった時代だったので、現場は残業が当たり前、日曜日も現場は動い

ていましたから、自由時間の自発行動は成果が上がったんです。 

●奥様とか。 

●田中 結婚はずっと遅かった（笑）。 

●まだそのときはおひとりだったんですか。 

●田中 はい。ですからお金も貯まっていたし（笑）。麻雀と少し飲むぐらいで遊ばなかっ
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たですものね。 

●現場が要するに遊びですか（笑）。 

●田中 そうです。大学で実験室を遊び場にしたのと同じような、でも気持ちは全く違っ

ていました。上司が認めていない現場回りでは、現場で自分が何かを言えば責任は全部自

分に掛かってきますから。 

●自己責任ということ。 

●田中 そう、一切の責任が自分にあるというのはすごくいいんですね。何にでも真剣に

なりますから。真剣になれば現場の人とのあうんの呼吸ができる。そういう人たちとのつ

ながりがどんどん増えていくので、いろんな意味で後になってプラスになったんです。 

●初めは何か「この若造」みたいな感じで受け入れてくれなかったわけですね。 

●田中 そうです。「何だこやつは」って（笑）。 

●大体そうですね。我々設計で初めて現場へ行ったら大体みんな怒られますけれども（笑）。 

 

（75 年「高靱性トラス配筋工法」開発） 

●田中 だから幸運の女神は、その後もずっと退職までほほ笑んでくれた（笑）。 

●75 年に「高靱性トラス配筋工法」。 

●田中 はい。 

●田中 その開発の切掛けになったのがアメリカから導入された「リング配筋法」で、そ

の発想がユニークだったのでおもしろかったです。リング配筋法は航空母艦の甲板部分に

安価なコンクリートを使うということで、ひび割れ防止のために開発されたものなんです。

リング筋というのは幅 12 ミリ厚さ 3 ミリぐらいの帯鋼を直径 50 センチぐらいのリングに

して端部を溶接しただけの単純なものなんですが、それを水平に二段に重ねて敷設するん

です。一つのリングに対して四つのリングが重なり合うように配置するんですが、コンク

リートが体積収縮したり温度伸縮したりする際に起こる引張応力がリング筋に伝達されて、

リングの重ね合ったところでコンクリートのせん断力に変換されるため、ひび割れ制御効

果がものすごく高いんです。 

 愛知県豊川市にある当社の機械工場の常務がその情報を得て「おもしろそうだからちょ

っといろいろやってみようや」という話になったのですが、試験施工をやったらその効果

がとても大きいことが分かりますます面白くなった。通常のコンクリート土間スラブなど

ではよくひび割れが起こっていますけどそれも防止できるし、屋上スラブはひび割れが防
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げないので防水層を施していますけど、リング筋を配筋すれば防水層もいらなくなる。 

●スーパーの駐車場とか、ああいうのもそうですか。 

●田中 いいわけですね。リング配筋法では、コンクリート部材の内部で起きる応力変換

メカニズムというのが面白かったので、その平面的な効果を立体化できないだろうかと考

えて開発したのが立体トラス配筋法なんです。表面に生じた応力がその背面にも影響を与

えることになって全ての鉄筋がいつも効果的に働くのが無駄がなくておもしろいんです。

たとえば、構造物の壁の開口部というのはひび割れが出やすいことは知られていますが、

立体トラス配筋をそういう部分に使ったり、無防水の床にしたりといろいろやりました。 

●高品質化の一環ですか。 

●田中 そうですね。高品質化ですね。今でもそれは商品になると思っているんですけど、

残念ながらそれを使った建物が、敷地の売却で取り壊されてしまいましたので、その効果

を実証的に人に見せられないのがとても残念です。 

●これはあまり広がってはない。 

●田中 広がってないんです。今でも商品にはなると思っています。ただ、5,6 年前にあ

る会社に行きましたら同じようなトラス配筋を道路床版に使っていた。「この配筋の効果は

どうですか」と聞いたら、担当者が高靱性で復元力にとても優れていると答えてくれた。

私は 20 年前にそれを研究していたのに（笑）。立体トラス配筋はひび割れ防止効果が極め

て大きいとか、そういうような部分には今でも十分使えるんです。 

●コスト的には有利ということですか。 

●田中 イニシャルコストは高くなりますが、精度も性能も品質もよくなりますから、ト

ータル的には有利だと思います。でも、発注者はイニシャルコストしか考えないですから。 

 

（77 年「高所圧送する軽量コンクリートの高品質化研究」） 

●その後、「高所圧送する軽量コンクリートの高品質化研究」。 

●田中 当時はコンクリートの単位水量が際限なく増えていた時代だったんです。コンク

リートポンプが普及して、建築ではどんなところにでもポンプを使うようになっていた。

ポンプで軽量コンクリートを圧送すると配管の中で気泡の多い骨材が水を吸い込んでしま

うので、実質的な練り混ぜ水が少なくなり、骨材が相互にかみ合うようになるためポンプ

で送れなくなる。そのため水をたくさん入れたシャブシャブのコンクリートを送らざるを

得なかったのですが、その水量を極力少なくすることに挑戦した。１立方米当たり 210 リ
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ットルぐらいの単位水量が当たり前であった時代に、それを 185 リットルぐらいにまで落

とすことができ、当時としては日本一少ない単位水量だったのですが。 

●普通のコンクリートをポンプで上げるのは、何メートルぐらいまで上がるんですか。 

●田中 現在のポンプでは 400 メートルぐらいの高さまで圧送できます。 

●そんなに上げちゃうんですか。 

●田中 はい。軽量コンクリートだと 200 メートルぐらいまでかな。昭和 50 年代初頭の頃

は、軽量コンクリートだと 120～130 メートルまででしたかね。それ以上になると２台ポン

プを使うとかいうようなことで。 

●ああ、中間にもう 1 台置かないとだめか。 

●田中 そうです。 

●それは建築、土木、どっちでもいいんですか。 

●田中 高所圧送は建築が主です。たとえば超高層など。 

●ああ超高層。 

●田中 はい。 

●超高層ではほとんどコンクリートは使ってないんですか。 

●田中 鋼構造が多いので、床スラブだけコンクリートというのが多いんですが、 近は

地震の揺れを少なくするために剛性を大きくするということで柱や梁を鉄筋コンクリート

にする事例が増えています。特に高層マンションなんかはほとんど鉄筋コンクリート造で

す。 

● 初からできたプレキャスト部材を組み立てる方法で。 

●田中 いや、そうでもないです。たとえばハザマさんの施工したクアラルンプールの世

界 大の鉄筋コンクリート造建築のペトロナス・ツインタワーは、あれは高さ 450 メート

ル。現在、熊谷組が施工している台北の超高層は 540 メートルぐらいで、それらは全部下

からコンクリートを上まで圧送している。 

●鉄骨では耐火被覆を巻かないと火事とか、熱に耐えられないんですね。 

●田中 そうですね。 

●コンクリートの建物だと、下部の部材が随分大きくなっちゃうんじゃないですか。 

●田中 近はコンクリートがものすごく高強度になっていますから。昔は 200 キロから

300 キロぐらいの強さだったコンクリートがこの 10 年の間にどんどん高強度化して、今で

は 1000 キロを越えるぐらいの強度が出せますから。 
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●壁や柱が厚くなくてもいいんですか。 

●田中 そうなんです。 

●昔聞いたら、高くなると、下の部材はこんなに大きくなってしまうとか。 

●田中 強度の低いときはそうでしたけど、今は違います。 

●エレベーターのスペースもなくなるぐらいだと言われたんですけど（笑）、そうでもない

んですか。 

●田中 それは材料強度が低かったためで、高強度化すれば細くできるわけです。台北の

540 メートルのビルは世界 大の鋼管コンクリートですから、鋼管の中にコンクリートを

詰めていくというやり方ですけど、柱は径が２メートル、３メートルぐらいの大きさの柱

が何本もあるんですが、梁は鉄骨なのでスパンは相当広い。柱は鋼管充填コンクリートで

すが、鋼管に取り付く梁が鉄骨にできるので、スパンが大きく飛ばせるんです。コンクリ

ートの圧縮強度は昔でいう 1000 キロ（kg/cm２）、 近では 100 ニュートン（N/mm２）と表

すのですが、それが普通にできるようになってきましたから。超高層や大スパン橋梁など

では 100 ニュートンクラスをよく使います。 

 超高強度コンクリートは昭和 60 年頃に高性能ＡＥ減水剤が開発されてから一挙に増え

るようになりました。それまでは 40 から 60 ニュートンぐらいが 高でした。高性能ＡＥ

減水剤のＡＥは Air Entraining といって、細かい空気を入れて耐久性と流動性の改善を図

るということなんですが、現在はたくさんのメーカーが作っています。 

●高性能ＡＥ減水剤、1985 年ですね。 

●田中 そうです。その頃から急に高強度、高耐久、高流動というコンクリートの高性能

化が急速に進み始めたんです。 

●高性能化するということは、セメントの品質自体が変わってきているんですか。それと

も添加剤のせいなんですか。 

●田中 混和剤の影響が大きい。セメントも若干変わりましたけど。 

●基本的にはセメントというのはそんなに変わるものじゃないでしょう。 

●田中 ええ。ただ低発熱型のセメントが 60 年代の末ぐらいに日本で独自に開発されたん

です。ただ、低発熱型セメントは古くからアメリカにはあるんですが、日本ではもう少し

鉱物組成のことをいろいろ考えて性能のよい低発熱セメントが開発されたんです。それが

現在では普通に使われるようになりました。 

 低発熱がよいのは、高強度コンクリートではセメント量が相当大量に、コンクリート１
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立方メートル当たりでセメントが 700 キロも使われるんですが、セメントの水和発熱が大

きくて、固まるときに内部の温度が 100 度を超えてしまうということがあるんです。その

ため強度発現性の低下や温度ひび割れなどいろんな問題が起こるのですが、低発熱タイプ

のセメントでは普通のセメントの発熱を４割ぐらい落とせますので、高強度コンクリート

ではそういうセメントに変わってきています。でも、普通セメントは昔から今までほとん

ど変わっていません。 

●レポートが「ポンプ工法指針」にそのまま採用された。 

●田中 そのまま採用されまして、そのときの増沢部長がびっくりして「おっ、すぐに技

術論文賞を出そう」ということになって社内で表彰されたりしました。 

●社内の論文賞の対象になったんですね。 

●田中 私の業績なんて会社の中では 初は全く知られなかったんですけど、それがだん

だん分かってきたということです。 

●あまり自己ＰＲはなさらないですね。 

●田中 ええ。私は放任しておけば結構それなりのことをやるんだけど、強制するとへそ

を曲げるとか、我ながら困った性格だと思っています（笑）。 

●褒めると逆らう。実際にはすごく感謝して喜んでいるのに（笑）。 

●田中さんの使い方をよく知っていた（笑）。 

●田中 そうなんでしょうね。でも、材料の専門知識はなかった。それが分かったのは泥

水固化工法を研究しているときで、「あれで固めてみろ」「これで固めてみろ」といろいろ

と指示されたのですが、それらはことごとく失敗しましたから。あのとき無駄な助言をし

なければものすごくスケールの大きい人だと思ったでしょうが、ばれちゃったわけ（笑）。 

上位者の教えたことがことごとく駄目というのはよくありますよね。だけどそれも大事で、

上位者は下に恥を見せるということが素直でいいのかもしれない。敵の多い部長だったけ

ど、私は感謝しているんです。 

 

（83 年「急傾斜地用コンクリートオープンシュートの開発」） 

●「透水型枠工法」の仕事をされる前にもう一つお仕事をされた。「急傾斜地用コンクリー

トオープンシュートの開発」ですね。 

●田中 コンクリートをシュートで斜めに流すと直ぐ材料が分離するので、標準仕様書で

は、オープンシュートでのコンクリート運搬は距離をできるだけ短くしなさいと書いてあ
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るんです。しかし、こういうふうに緩衝パネルにアールをつけるというちょっとした工夫

をすれば材料分離を防止できる。単純でしょう。これでコンクリートを傾斜角度 48 度の地

下空洞で 260 メートルも送ったんです。 

●こういうふうに緩衝パネルに当たって蛇行して行くんですか。 

●田中 ええ、それが見事に蛇行して流れてきたんです。いざ本番というときにはドキド

キするんですよ。本工事の前の日には上からコンクリートが降ってくるというようなこと

を夢にまでみましたもの。その当日は何事もなくうまくいった。地下の 260 メートル位置

でのコンクリートの流れなんですが、蛇のようにうねって流れてくるんです。しかも流れ

てきたコンクリートの質はものすごくよくなっていた。これをすぐに購入したいといって

きたのが大手企業の某社で、これを中国の工事に使いたいと。そのとき専務が「そんなも

のは特別の開発費用を取る必要はないから、そのまま原価で売ってやれ」と。だから研究

開発の値段なんていい加減で開発当事者の苦労なんてただみたいなもの。経営者の勝手な

評価で値段が高くなったり安くなったり、もうめちゃくちゃ（笑）。 

●結構広がったんですか、世界中の工事に採用された？ 

●田中 これは世界中にというよりも、海外工事でコンクリートの輸送手段に困っていた

他社さんが買いにきたということでの広がり程度。でも、その国では技術料がただだから

広がっているかもしれません。うちの会社では青函トンネルと奈良俣ダム（群馬県）と今

市ダム（栃木県）の三事例しかありません。長距離急傾斜地の工事自体が少ないですから。 

●緩衝板のアールというのは、曲率とかいう工夫があるんですか。 

●田中 あるんです。これも傾斜角に対してどのくらいの角度で傾斜分を取りつけるかと

いうことと、アールは飛び出しを抑止するわけですから、コンクリートの流れの速度に合

わせてのアールというのがあるんです。 

●コンクリートの配合によっても違うんですか。 

●田中 違います。 初にやったことはコンクリートの流下速度と、粗骨材だけを流した

速度が同じであればいいという考え方でやりました。 

●下手するとどこか止まったり、溢れたりしちゃうわけですよね。 

●田中 そうです。ただ、この開発で気づかなかったミスは、シュートの鋼板の厚さが 1.6

ミリぐらいで薄かったんですけど、3000 立米ぐらい送ったら底板に穴があいてしまった

（笑）。鋼板が磨耗することに気がつかなかった。それ以後、輸送するコンクリート量に対

して何ミリと厚さを算定するようになった。それも発表したからノウハウは全部ただ（笑）。 
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【透水型枠工法の開発】 

●品質向上技術の 終局面として「透水型枠工法」についてお伺いしたいと思います。 

●田中 透水型枠については、私自身の思い入れは強かったんですが開発途中にこの成果

を巡っていろいろなことがあったのであまり話はしたくなかったんです。でも成果自体は

世界的な発明だったと思っています。私たちが公表してから既に 18 年になりますが、その

あと類似のいろいろな透水型枠が開発されその実績も増えてきているので、現在、日本コ

ンクリート工学協会の透水・脱水委員会(略称)で透水型枠や脱水工法などの技術のまとめ

作業が行っていまして、この 9 月に２年間活動が報告されることになっておりますが、引

用文献のトップには私たちの名前が出ています。コンクリートから余剰水を抜いて品質を

高めるという発想自体は大変古いんですが、透水型枠が開発される前は、圧力を掛けて強

制的に水を抜く方法以外はなかなかうまくいかなかったんです。 

●強制的にというと。 

●田中 全体を機械的に加圧して水を絞り出すとか、遠心力を利用するとか、真空にして

水を引き出すとかいうことです。それらによる品質改善効果は明らかに大きいのですが、

一般の構造物には使えないんです。どこでも使えるというのは、普通に使う型枠で水を抜

かなければならない。 

 

（「おっ、水が出てる。これはすごい」－堀家氏との出会い） 

●開発の経緯のところに書かれていますが、堀家さんとの出会いと、現場を見てハッピー

インスピレーションがわいたという、そのあたりのことを。 

●田中 あのときは興奮しましたね。布型枠からの水の染み出しをみて「おっ水が出てる。

堀家さん、これはすごいよ。」と声が出ちゃいましたものね。弘前のダム現場では当時ジオ

テキスタイルを使った土留め壁の工事を行っていまして、傾斜した土壁面が崩れないよう

にその表面にコンクリートを打って保護するのです。普通は表面にコンクリートを吹き付

けたり、斜めの型枠を設置してコンクリートを打ち込んだりするのですが、そこでは土壁

の表面に白い大きな布製シートをかぶせて、その布をワイヤーで適当な間隔で抑えてシー

トの内側にコンクリートを流し込んでいたんです。そうするとシートがコンクリートによ

って丸く膨らんでくるのですが、そこはダムの湖底に沈んでしまうところなので膨らみが

あっても構わなかったんです。その布型枠工法は現場の工務課長だった堀家茂一さんたち

が独自に開発した工法で、そのコンクリートを打っているところに偶然案内されて、シー
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トの表面に透明な水が染み出しているのを発見した。うれしかったですね。「これは絶対に

いける」と。 

●見たときにそういうインスピレーションがあったということは、それまでいろいろ考え

ていたということですよね。 

●田中 そうなんです。型枠から水を抜くにはせき板に穴をあけるということは誰でも考

えつくことなんですが、みんなそこで止まってしまっているんです。水だけを排出させる

には穴ができるだけ細かい方がいい。15 ミクロンぐらいの細かい穴であればセメント粒子

がせき止められて水だけ出るんで、それは今でもトンネルの型枠にあるんです。でも、水

の出があまりよくないことや、型枠を転用するときにその狭い穴の目詰まりをどうやって

掃除するかなどの問題があって期待したほどはうまくいかない。 

●田中さんご自身もやられていたんですか。 

●田中 いいえ。型枠の小孔が目詰まりしやすいことは、昔、ある先輩が試みてうまくい

かなかったことを聞いていましたし、普段のコンクリート工事でも釘穴などからはほとん

ど水漏れしないことが経験的に分かっていますから、やりませんでした。穴をあけても「セ

メントのノロ」ですぐに塞がってしまうんです。一方、型枠面で水を吸わせるという考え

方もあるんです。50 年ほど前にアメリカで開発された段ボールみたいな吸水紙を張りつけ

る方法なんですが、その欠点は雨で型枠が濡れてしまったら水を吸う効果はなくなってし

まうことで、日本でもあるダム現場でそれを導入して使った例があるんですが、1 回の試

験施工で立ち消えになっています。室内ならいいんですが。 

でも、型枠全面から水を抜く発想自体が誤っているわけではないので、そのことはいつ

も頭から離れていなかった。思考がいつも同じところをぐるぐる回っている状態だったん

で、あの現場で思わず声が出たんだと思います。型枠に布を被せてフィルター替わりに使

えばいいんだと。 

 

（鉄筋コンクリート工事標準仕様書「型枠からは水漏れがないこと」逆転の発想から成功） 

●田中 学会の仕様書では「型枠からは水漏れがないこと」と規定されているんです。 

●水を抜くというのは逆転の発想ですね。 

●田中 はい。型枠から水漏れ水があるとコンクリートの表面に部分的に砂縞ができて粗

面になったり、色が変わったりするのでよくないということなのですが、水が全面から均

質・均等に抜けるならそのような問題はない。そのような技術がなかったからそういう規
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定がなされたんです。 

●今回のメカニズムというのはどういう発想に基づくものなんですか。 

●田中 透水型枠の排水メカニズムですか。コンクリートはある軟らかさを持たないと施

工ができないので、その軟らかさを付与するには練り混ぜる水の量で調整するしかないん

です。そのため、普通に使われているコンクリートの練混ぜ水の半分はセメントの水和反

応に寄与しない余分な水なんですが、それがコンクリートを打ち込んだ後で少しずつ上昇

してくるんです。その現象をブリーディングというんですが、コンクリートを打ち終わっ

た後をみると、表面にそのブリーディング水が浮き出てくる。浮き上がる水があるという

ことは、その水を逆利用することができる。浮いてくる水を横から引き出せば、ブリーデ

ィング水の移動方向が変わってくる。水が移動するときには同時に細かい固体粒子も一緒

に運ばれますから、それが次第に表層部分に溜まってきてこういうふうに組織が非常に緻

密になるんです。どのぐらいの深さの水が型枠の方に動くようになるかというと、これま

での研究で 20 センチぐらいの深さまでは動くことが分かった。でも微細粒子が溜まって組

織が緻密になるのは表面から３センチぐらいの深さまでで、特に表層部分に近いほど顕著

だということです。それも実験して分かったことなんですが。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 透水型枠に向かって余剰水が移動する様子 

 

 もう一つ重要なことは、水が全体に均質に抜けるのかということ。コンクリートをある

レベルまでずっと打ち上げてくると、下の方ほど内部間隙水圧は高くなります。上の方は
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低いわけですから、この水圧差の違いがあって品質の改善が全体的にバランスがとれるの

かどうかという問題があるんですが、不思議なことに 上部の 10 センチほどを除けばほと

んど品質が均質になる。何でなんだろうというと、どうも水が抜け出る際に布のフィルタ

ーの存在によって表層組織が緻密化していくんですが、それによってコンクリート表層部

が二次フィルターの作用をするようになる。そこに写真がありますが、型枠近傍に二次フ

ィルターの薄い層ができているのが分かります。色が少し濃くなっているでしょう。 

 このフィルター層は、水圧差が大きくて水の流れが速ければ早く形成され、水の流れが

ゆっくりであれば層の形成が遅くなるので、単位面積あたりの排水量としては全体的にバ

ランスがとれてほとんど均質な面が得られるらしいのです。 

写真１ テキスタイルフォーム工法と従来工法との比較 

    ガラス玉を骨材（砂利、砂）とした模擬コンクリートの断面写真で、 

型枠の種類の違いにより、表層部組織の変化が見られる。黒っぽい部分 

が２次フィルターの形成。 

 

●色は変わってないですね。 

●田中 パンフレットの写真の色は表面がちょっと黄色っぽく見えますが、実際にはセメ

ントの濡れ色に近い。この色で全面が均質に仕上がるという感じです。空気の残留による

あばた（ブローホール）が全くなくなり表面強度も強くなるということで、耐久性も向上

するんです。 

●気泡あばたって、ここにぽつぽつした斑点ですか。 
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●田中 ええ、そうです。これが大きくてよく分かりますね。普通のコンクリートの表面

によく見られるものです。この気泡あばたは、垂直の壁や柱では少ないんですけど、斜め

の壁では大きいものが沢山出ます。斜めの部材にコンクリートを打ちますと、空気はみん

な垂直に上昇するでしょう。それが斜めの型枠で遮られて表面に溜まるので、すごく大き

いあばたになるんです。透水型枠を使うとそれが全くなくなってしまうので、土木の工事

ではすごく歓迎されて、その効果を期待してよく使われるようになったのですが、本当の

効果はもっとすごいんだよというのが私が 初から主張していることなんです。 

 気泡あばたの低減も大事だけど、コンクリートの表層品質が向上して耐久性が大幅に向

上することの方が大きいんだと云っているんですけど、気泡あばたのように見えないから

なかなか一般の方には理解していただけない。 

写真２ 透水型枠による気泡アバタ発生の抑止効果 

（開発初期に行った模擬部材試験の写真） 

 

●テキスタイルフォームの型枠素材は何ですか。 

●田中 合板でも鋼板でもプラスチックでもかまいません。 

●ここが布なんですね。 

●田中 はい。せき板の表面にこの特殊な布製フィルターを取り付けたんです。この布も
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メーカーの繊維土木開発の梅本社長が熱心に協力してくださってできた賜物なんです。 

●その布の素材は何ですか。 

●田中 繊維はポリプロピレンやポリスチレンで、表と裏が粗と密の二重織りとなってい

ます。 

●そうすると布を透過した水が型枠の通気孔から水が出やすくなる。 

●田中 透水型枠の基本的な三つの要素は、コンクリートに所定の形をつくる型枠とセメ

ントを透過させないフィルターと、水がスムーズに抜け出すために、フィルター背面に適

当なドレーン・スペースが必要なんです。 

図３ 透水型枠の構造 

 

●この穴の配置とかは。 

●田中 穴の配置は型枠が小さかったり、型枠を転用しないのならなくてもいいんです。

私たちの透水型枠では穴を 10 センチから 15 センチぐらいの間隔で設けていますが、それ

は転用することを前提としているからです。水みちが長くなると繊維の中にどうしても微

細粒子が溜まってきますからフィルター効果が少しずつ低下してくるので、適当な間隔に

穴を開けることでその水みちを短くしているんです。これは普通５回から７回ぐらい転用

することを基本としていますが、転用しないのであれば穿孔の必要はない。型枠の加工手
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間でいえば穴は開けない方が安上がりなんです。それと、理論的にはこの穴はうんと小さ

くていいんです。実際に流れる水量は１平米で２リットルぐらい、それも１時間半ぐらい

の間にその程度が排出されるわけですから、穴１個では 20cc しか流れないからです。でも

何枚もの板を一挙に穿孔するので、その容易さから径３ミリから５ミリぐらいにしている

んです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「透水型枠工法」を特許で独占する気はなかった。） 

●これって世界標準とか、そういうふうになっているんですか。 

●田中 なっていませんが、私がこれをフランスの国際シンポジウムで発表してから３年

後ぐらいにドイツやイギリスで透水型枠の発表が始まったということがありまして、彼ら

は私に直接データを求めてきたのに、引用文献では取り上げない。彼らもえげつないなと

思いました。今ではこのフィルター材料そのものの材質をいろいろ変えて、ドイツでは大

きな化学メーカー（チバガイギー）が透水型枠用のフィルター材料を市販し始めています。 

●特許を取られているかどうかですけど、工法は同じでもフィルターを換えればひっかか

らない。 

●田中 私たちも一応特許出願はしましたけど、それで縛ろうという気持ちはあまりなか

ったんです。というのは、これを研究開発していた当時、日本ではコンクリート構造物の

早期劣化が大きな社会問題になってきていて、コンクリートの専門技術者としては耐久性

を向上させる工法を早く提案し広めなければいけないという使命感を感じていたもので、

写真３ 透水型枠の種類 

（木製、アルミ桟、鋼製など） 
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その意味では特許なんてどうでもよかった。とにかくみんながこれを早く使うようになれ

ばよいのにと思ったのですが、そういう個人の思いと競争社会の現実とは裏腹なもので…

（笑）。 

 

（「透水型枠」の 初の試作は自費負担で） 

● 初の試験型枠の試作は、自費負担だったと頂いた資料には書かれていますが。 

●田中 それはまだ独身でお金があったからです（笑）。透水型枠の性能試験は小さい型枠

でやってもだめなんです。コンクリートの品質を変えるのはブリーディング水ですから、

小さい供試体ではその水の絶対量が少ないですから。だから大きい試験型枠が必要なんで

すが、技術担当の専務が「そんなものは効果がはっきり分かってから作ればいい」みたい

な変な言いがかりをつけ費用を出して貰えなかった。こんな分からず屋に説明していても

埒が明かないから自分でやっちゃおうと覚悟して、自分で試験装置を設計して直接工場に

発注したんです。自分の預金残高を考えましたが、これならだれにも迷惑がかからないか

らいいと（笑）。 

●そこらのサラリーマンと違う。 

●田中 いや、独身時代が長いとそういうときもある（笑）。 

●84 年ですよね。 

●田中 そうです。 初は「お金は出してもらわなくたっていいや」といってやり始めた

んですが、結局、そのお金は後になって会社から出た（笑）。実験結果がよかったからなん

ですが、それには確信があった。大きい部材で実験すれば品質がよくなるんです。かつ、

その装置でいろいろなフィルター材料の性能試験ができるようになりましたから。 

●これが完成して非常に品質が向上したわけですね。それで熊谷組の工事受注は増えまし

たか。 

●田中 建設工事というのは特殊な一技術だけでできるものではありませんから、これで

受注が増えたということはないでしょうが、テレビニュースなどの報道で問い合わせが増

えたので名前は上がりましたね。それと、私自身はそれを契機に社外のいろいろな委員会

に引き出されるようになりました。 

 

（関西電力のコンクリート品質管理委員会で評価を受け、全面採用） 

●田中 関西電力さんのコンクリート品質委員会に品質向上対策の一つとしてこの透水型
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枠工法を提案したときは、まだ工法の開発途中だったんですが、私には絶対の確信があり

ましたから、独断で提案しました。同席したうちの原子力担当部長は「大丈夫か。できる

のか。失敗したらどうするんだ」とかなり心配していましたけど。関電さんから実験費用

の一部を頂き、総額は 2 千万円余りの実大模擬部材実験になりましたけど大成功でした。

それは、実験に関わった関係職員がみんなこの技術の確立に夢中になって手助けしてくれ

ましたから、少しのミスも生じなかった。自分一人の力なんて多寡が知れていますからね。 

●関電さんはそれで採用してくれた。 

●田中 ええ、工事は１基が 9000 平米ほどで、２基全部に採用してくれました。 

●それが原発の第１号。 

●田中 そうですね。 

●そのあとの広がりは。 

●田中 パンフレットにはいろいろな構造物に使われた事例写真を載せています。当社の

透水型枠テキスタイルフォームの販売実績は、資料が少し古いんですが 94 年までの 10 年

間で 588 件と聞いています。現在では類似工法が 10 種類ぐらいありますし、海外でも使わ

れていますから、透水型枠全体となると、どのくらい使われているのか想像できまません。 

 

（透水型枠工法は表面の見栄えはもとより、タイルの接着性が向上） 

●打ち放しの建物は 近あまり見かけませんが、透水型枠では見栄えがよくなりますね。 

●田中 そうですね。建築の場合には、仕上げタイルを張ることが多いんですが、タイル

の接着力も強くなるんです。 

●そうですか。接着力がよくなる。 

●田中 剥がれ落ちにくくなくなる。タイルとかモルタルが落ちたというのがよくありま

したけど、そういう危険が少なくなるんです。 

●さっき国際標準といいましたが、JIS にはなっているんですか。 

●田中 まだなっていません。コンクリートの教科書や参考書には随分前から私たちが書

いた図が掲載されているんですが、学協会でその技術をまとめる動きが出始めたのはつい

近のことです。でも、開発してから 18 年も経っていますから当時の細かいことはみんな

忘れちゃってますね（笑）。 
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写真４ 傾斜した壁面に透水型枠を使用した例 

普通の型枠を使用すると気泡アバタ（ブローホール）を 

生じやすい箇所が均質の美しい仕上がり面が得られた。 

 

（コンクリートの品質向上は、すなわち耐久性向上） 

●品質向上ということは耐久性もよくなるわけですね。今メンテナンスというか、できる

だけ何でも長寿命化しなきゃいけないという流れですが。 

●田中 ここに中性化試験の写真とデータ結果があります。中性化というのは空気中の炭

酸ガスとの反応によってコンクリートのアルカリ性が表面からだんだん失われていく現象

です。これは促進中性化試験の結果なんですが、普通の型枠を使用した部分では 3 センチ

くらいの深さまで中性化していますが、透水型枠ではその深さが 1 センチ程度に止まって

います。中性化が鉄筋位置まで進むと鉄筋が錆び始めるんで、それが耐用限界とされてい

ます。普通は、鉄筋が深さ３センチぐらいのところに埋め込まれているとそれだけで 60

年はもつとされているんですが、透水型枠ではその時点でまだ３分の１の深さまでしか中

性化が進んでいないという意味です。 

 ということは、透水型枠を使用すればその 3 倍は長持ちすると考えがちなんですが、実

は 3 倍どころじゃないんです。耐用年数は理論的には深さの二乗に比例しますから 9 倍に
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なるんです。ということは普通型枠で 60 年なら透水型枠では 540 年にもなる。だけど 540

年なんて実際にはだれも証明できないから、少なくとも 3 倍ぐらいは耐用年数が長くなり

ますと説明しているんです。実験に基づいた理論でもそれはあくまで理論であり、実際と

は異なる。まして数 100 年も先のことですから。 

写真５ 中性化促進試験の結果 

コンクリートの破断面にフェノールフタレイン 1％アルコール溶液を吹き付けると、 

ｐＨ１０以上のアルカリ性が保持されている部分が赤く呈色する。呈色しない部分は 

アルカリ性が低下（中性化）している。 

 

（学生時代の浜田先生との出会いが、田中氏の大きな仕事に結びついた） 

●それはさっきの浜田先生の理論。 

●田中 そうです。中性化理論。 

●ということは変な話、学生時代の出会いがちょうど田中さんの一番大きな仕事に結びつ

いていたということですね。 

●田中 そういうことになりますね。結びついてくるんですね。 

●恩返しができたということですか。 

●田中 いや、その頃は残念ながら先生はすでに亡くなられていました。今ではコンクリ

ートを劣化させる要因は中性化ばかりでなくいろいろあることが分かっています。でも、

耐用年数の計算は今のところ中性化理論でしかできないんです。 
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●先ほどの効果確認というところに、関電大飯と書いてありますね。 

●田中 ええそうなんです。学会の発表では関電さんが実験のスポンサーだったもので。

すべてそうですね。お金を出した方が上位になる。立場の強い方が上。開発者が誰なのか

分からない。たとえば大規模国家プロジェクトの場合には、多くの記事には局長の名前し

か出ない。すごいな、この橋は局長が一人でつくったんだということになる（笑）。この聞

き取り調査もそういう意味では人選が難しいんだろうなと思います。特に建設分野は多く

の人の関与がありますから、人の選択は難しいよと前から言ってきたんですが、それが私

になるなんて（笑）。 

 

（ドクター取得より、自分たちで開発できたこと自体ですべて満足で） 

●もう少しアピールしてもいい（笑）。 

●田中 いろんな考えをもつ人たちがいる世の中だから、他人の評価はそれでいいんだと

企業に入って思ったんです。こういうものを自分たちが確かに開発したということですべ

て満足なんです。自分の発想・考案が形になったといってもいろんな人の協力がなかった

らそこまでいかなかったんじゃないか。そう思うと、自分というものはこの際、度外視し

ていいんだというところが技術開発分野にはたくさんあるんです。これまでずっと幸運の

女神がほほ笑み続けた時代だって思えるのは、みんなの協力が得られ続けたことなんです。

一つの技術開発のたびごとに自分が自分がと言っていると、だれも同調してくれる人がい

なくなっちゃうでしょう。 

●嫌な人間だと思われちゃいますね。 

●型枠の特許のお話になりますけど、型枠の特許に固執しなかったというのは、型枠とい

うものは、たとえば熊谷さんのようなゼネコンが自分のところで作って使っているんです

か。それとも型枠メーカーというのはあるんですか。 

●田中 型枠メーカーもあります。それからフィルター材料のメーカーがあります。 

●そうすると、そこに技術を売るということはできたわけですね。 

●田中 メーカーに実施権を与えましたけど、私はいろんなところでこの技術報告をする

ときは、 初から全部のノウハウを示してきました。そんなに大それたことはないよって

（笑）。 

●社内的には普通はそういうとき「ちょっとおまえ、そんなあっちこっちでしゃべるな」

と、こうせえ、ああせえというのが出てくるんですよね。 



 260

●田中 そうですね。自分が考えている社会の要求にどう応えるかということと、どうす

れば会社がもうかるかというのは判断基準が全然違います。運がよかったのは、私の場合、

上位者に同じ専門家がいなかったから指図も受けず、勝手に自分が思ったとおりに、今は

これが世の中のためなんだ、なんて考えてやってきた。 

●なるほどね。 

●田中 もしも、いろんな煩わしいことがあったら、別のことをやっていたかもしれませ

ん。でも、自分が漠然と社会のためにと思っていても、思いどおりにならないというのは

そのとおり。これは特許なんか関係なくどんどん広げていこうと思っていても、ほかの会

社は自分のところで独自のものをつくるんだとやっきになって、また何年もかけて研究開

発するわけですよね。 

●こういう感じになって（笑）。 

●田中 「熊谷に負けるな」とかって当時はたくさんあったんでしょうね。ほかの建設会

社の人から「ちょっと熊さんと似たやつを作ったけど、すみません」とかよく言われまし

たものね。 

●いろいろと話を聞いていると、やっぱり田中流技術開発というのは温かみを感じます。 

 

【研究者から後進の指導者へ】 

（40 代までは「会社のため」、50 代からは「社会のために」） 

●田中 研究開発は、30 代から 40 代の半ばぐらいまでで、でも、40 代の初め頃からは教

育の方が主となりました。 

●後進の指導みたいな感じですか。 

●田中 ええ。そして 40 代の末ぐらいからほとんど社外の仕事ばかりになりましたね。研

究産業協会とか（笑）。学・協会の関係では今まで 39 の委員会に参加してきているんです

が、一つの委員会の任期は 2 年平均ですから、1 年間で平均 13 研究委員会ぐらいになりま

す。それらの委員会開催が毎月あったりすると、もう本当に死にそうになる。でも、社会

貢献は自分で勝手に決めたんです。40 代までは会社のため、50 代はすべて社会のためにと。

でも、そう簡単にはいかない。比率があって、自分のために、会社のために、社会のため

にというのは仕事配分のバランスで、年代ごとにその切り口を見るとその比率が変わって

くるだけで、どの時代でも必ずあるんです。でも、会社のために本当に一生懸命やるのは

40 代まででしょう。50 代になっても「会社のために」だけというのは、もう会社がなんで
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存在できているのかということを忘れているから。本当は社会に支えられて存在している

んですからね。でも他人のことはいい。私のロマンの世界ですから（笑）。 

●今まで話の中でいろいろ影響を受けた人というか、この研究産業協会のインタビューの

項目でいえば、庇護者とか支援者とかいうことになると、第１に浜田先生であった。 

●田中 その都度誰かがいます。研究開発には必ずキーマンになっている人が、たとえば

泥水固化の開発では増澤鯱男さん、透水型枠の開発では堀家茂一さん、ほかの場合にもそ

れぞれいろんな人がいるんです。そういう人たちと一緒にやらなかったら開発はうまく成

功しなかったかもしれない。何かの研究開発のときには必ずそういう誰かがいます。 

●逆に田中さん自身も後進の人にとっては庇護者であったんでしょうね。 

●田中 放任という意味で（笑）。若い人はほとんど放任でしたけど、ただ進んでやる人と

そうでない人がいたのは事実です。でもやる人はその後やっぱりすごい成果を上げていま

す。だから人によるのかな。指導方法は個人個人によって少しずつ違うんだなというよう

な感じはしています。一律にこうすればみんなよくなるということはないですね。ちょっ

と褒めると反抗する人とか（笑）、人はみんなそういう変なところを持っているような気が

するんです。一筋縄ではいかない。 

 

（工学研究は、世の中に役立つことが基本） 

●田中 ただやっぱり責任意識というのが基本にあるんだろうと思いますね。研究という

のは「何のために」を放っておくと、どんどんエゴになってくる。基本的に社会のためと

か、会社のためという、そういう大義名分を持っていると方向を大きく間違えることはな

いんですけど、悲しいかな、今の大学のを見ていると、自分の専門研究にひとりよがりに

なっているのが目に付く。実務とほとんど関係ないような研究をしていて、毎年たくさん

の発表論文が出ているけど、あまり世の中に役に立っていないなというのが実情です。個々

には理屈をつければ、こうゆうことに役に立つんだって大義名分はあるんでしょうけど。 

 基本に戻れば、工学の分野ではものづくりに役立つということを考えない研究というの

はあまり意味がない。工学研究はともすると理学や数学の方向に進んでいきやすいのです

が、それは方向違いで、工学では何かをつくり上げるために役立つことをきちんと認識し

て持ってないといけない。どんなテーマでも研究という名前がつけられるんですが、工学

研究というのはやはり有用性というのがすごく大事です。その有用性というのがどんな効

果をもたらすかということを明確にして自分自身で認識した上でやらないとまずいでしょ
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うね。研究という名前がつけばいいんじゃない。 

●土木と建築でも、パソコンにばかり向かっているとかいう人が増えていますね。 

●田中 たくさんいますね。 

●現場主義というか、いろいろ現場を回って経験されて、そこから問題を発見していくと

いう研究をされてきたわけですね。 

●田中 自分から率先して現場に行こうなんていう人は現在はまれですよね。逆に言えば

組織が変な形で力を持つと、その組織の中の目先の業務ばかりが中心となりますから。だ

から、管理者としてはどこかで自由裁量を認めて緩めておく必要があると思うんです。ど

のポイントまでは本人の自由裁量で頑張らせ、あとの分は組織のためにということで、比

重を何割か何割かで分ける必要がある。 

 自由裁量といっても才能のない人はしょうがないから組織力として頑張ってもらうしか

ないんでしょうけど、自由裁量で頑張って大きい力を発揮する人も多いので、その辺をど

うバランスさせるかということがすごく大事でしょう。個々人によってみんな違いますか

ら。 

●40 代、50 代ですか、管理職になられたときに、そういう方針でやっていったわけですか。 

●田中 自分の過去のことを見たときに、あまり彼らにこうしろ、ああしろという方向を

こちらが言ってしまうと、結局教えたとおりのことをやりさえすればいいというふうにな

ってきて甘えるから、テーマを与えて方針は自分で決める。彼らの計画書を見てもほとん

どの場合はフリーパスでした。ただ「ここからここまでは忙しくてできません」と言って

工程表を持ってくると、「うーん、目が悪くなったから君が実線で書いたところがみんな点

線に見えてしまう」というのはよく言いました。要するにここからここまではぎっちりと

自分の仕事があります、みたいなのはないよと。本当は研究業務の時間というのは４割ぐ

らいはフリーなはずで、その間にこれもできるじゃないか、あれもできるじゃないかとい

うぐらいのことは言いますけど。 

●実線で書いたことは意外と雑用っぽいのが多かったり（笑）。 

●田中 ここからここまでは何々の研究と実験とか書いてあったら大体全部線を引きます

よね。そこのところを大きく、点線だとか破線で書く人はいないからそれはいいんですけ

ど、それが理屈になって、私は今こんなに忙しくてできませんと言ったときには、そうい

うことを言う。やらせてみると大体できちゃうんですね。「どうも点線に見えるけどな」、

「じゃあやってみます」（笑）。 
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１本の線の話というのは若いころに苦い体験がありまして、私が木造住宅の設計図面を

大工の棟梁に見せたら、「あなたは簡単に一本の線を引いてるけど、入り組んだ軒の線を一

本にするにはそれぞれ屋根の勾配が変わるから大変なんだ」と言われましてね。そこで悟

ったんです。 

 

【田中氏の、技術者としての信条、若者へのメッセージ】 

● 後に、ものづくり、技術者の信条、若者へのメッセージについて伺いたいと思います。

田中さんは、「現場主義」「教えない教育の大切さ」、ということを書かれています。また、

ご自身で「夢・才ノート」「記憶不可ノート」を作られて、折に触れそのノートに書き込ん

でいると書かれています。今日本当は持ってきていただけたらと思ったんですけど。 

 

（田中氏の研究を支えた「夢・才ノート」と「記憶不可ノート」） 

●田中 「記憶不可ノート」は今でもあると思うんですけど、「夢・才ノート」がどこへ行

っちゃったのかな。退職時の大引越しで、しばらく見なかったものはみんな捨てるといっ

て７割ぐらいの書類や本類をどっと捨てちゃったんです。 

●もったいない。 

●田中 古い書類なんかみていると懐かしくなって片付け仕事にならないから、目をつむ

って過去のことはすべて忘れることにしたんです。ノートはどこかにまぎれているかもし

れませんけど。それは夢に見たときに、夢というのは大体いいかげんなことが多いんです

けど、真剣になっているときは結構現実に近いもので夢を見ることがあるんで、そのとき

はノートにちょこちょこと書き加える。あとは自分はコンクリートをこうしたいんだとか、

コンクリート構造物をこうしたいんだとか、あるいは現場でこんなことを困っているから

こうしたいんだというようなことを、そのときに思いつくことを書き込むんです。だけど、

後でほとんどバツがついて消されるんですけど。 

●解決したときにバツにする訳ですか。 

●田中 いや解決というか、バツがつくのは大体この思いはだめというのが多いんです。

それでも工学に携わる技術者ですから、常に現場が困ったことだとか、自分が目にしたこ

とでの夢とか、この材料にかかわるものでの夢とかいうのはそのときに書いておいた方が

いいというのがありまして。自分自身すぐ忘れっぽいものですから、書いておくと後にな

って、何年間か経ったとき、「ああそうか、このときこんなことを考えたな」というような
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ことがぱっぱっとデジタル的に結びつくというようなこと。 

 まだ幾つもテーマがあると言ったのは、たとえば耐久性判定の試験方法をもっと簡略化

できるとか、ひび割れなどいろいろ研究がなされているけど、もっとこういうふうにした

らいいじゃないかというようなことなんですが…… 

●枕元にあるんですか。 

●田中 以前はかばんにいつも入れて持ち歩いていたんですけど、外部委員会が増えてか

らは、古いものは会社の引き出しの中に入れておくとか、入れっ放しが多くなった。 

●それはどういうのですか。大学ノートですか。 

●田中 大学ノートです。 

●もう何冊にもなっているんですね。 

●田中 そんなたくさんはないですよ。３冊ぐらいじゃないですか。本当に安いノートで

（笑）。ただ、テーマに関係する情報などいろんな紙を張りつけたりして分厚くなった。 

●Ａ４サイズですか。 

●田中 Ｂ５です。 

●この「夢」は分かるんですが、「才ノート」というのはどういう意味なんですか。 

●田中 夢じゃなくて「無（む）才能」って、才能がないというふうに読んでもいいんで

すけど（笑）。「記憶不可ノート」はもう記憶が不可能（不可ノー）ということで。  

●不可能、そうか、そういう意味ですか。ちょっとダジャレが入っているんだ（笑）。 

●田中 まあ半分冗談で生きてきたみたいなものですから（笑）。 

 

（「夢を持つこと」、そして人に「夢を与えること」が大切 

－「コンクリート材料を何とかしたい」これが私の大きな夢だった） 

●「夢を持つ」。とにかく研究開発の 初の段階では、まず研究者自身が具体的な夢を持つ

ことが大事だよという、『セメント工業』に書かれていますね。 

●田中 ああ、ありましたね。夢は先ほど申しましたけど、自分はコンクリートに携わっ

ていてこの材料をどうしたいんだ、いま何が問題でできないけど、これをこうしたいんだ

というのが一つの大きな夢なんです。使いづらさがあったら、そこの使いづらさをどうし

てあげたらいいか、地震で壊れたものをみたら壊れないようにするにはどうしたらよいか、

それらがみんな夢になる。それは常に人の役に立つということですよね。 

 夢を与えるというのは、たとえば私が一番 初に習った、耐火的な都市はコンクリート
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がないと築けないというのは、コンクリートがなくてはならない材料だということで、そ

れを正常に発展させていくにはどうしたらいいか。たとえば耐久性を向上させるにはどう

したらいいかというのは一つの夢ですよね。それは世の中のためであって、自分のためじ

ゃない。みんな社会のためにというふうになりますでしょう。 

●それはやはり、浜田先生との出会いがそういう夢を形づくる。 

●田中 と思いますね。だから浜田先生は教育の仕方がうまかったと思うんですよね。 

●やっぱり出会いですかね。 

●田中 ええ。たとえばコンクリートの圧縮試験用供試体、コンクリートを強く押し潰す

と 57 度ぐらいの斜めひび割れを生じてせん断破壊を起こすわけです。「57 度ぐらいで割れ

ることは分かっているんだけど、何でそうなるのかはまだ分からないんだよね」という。 

●57 度。 

●田中 ええ。大体強度でいうと 300 キロぐらいのコンクリートというのは、圧縮破壊さ

せると 57 度ぐらいの角度でせん断破壊線が出るんです。細かいギザギザがあってそんなき

れいな線じゃないんですけど。「何で 57 度になるのか分からないんだよね」というような

ことを聞くと「おー、おもしろいな。何でだろう」と引き込まれて同調しやすくなる。そ

れはもしかすると石灰の結晶の形が基本になっているんじゃないかとか、砂利のアーチン

グかもしれないとか何でもいいんですよ。思いつけば、あとで確認して正しければ新発見

になる。 

●考えるきっかけを与えるということ。 

●田中 そうです。だから、どんな現象も当たり前と思ってみちゃだめなんです。当たり

前のことが何故であるかというふうなものがみんな夢になるということですよね。非常に

単純なことしか教わらなかったような気がするんですけど、その一つ一つに意味があると

いうことは、やっぱり還暦過ぎてからの教育に意味があったのかな（笑）。浜田先生たちが

すごいなと思ったのは、60 歳過ぎているのに授業の前に一生懸命勉強して講義を行ってい

たんです。マンネリ教育だと思ったらとんでもない。朝はちゃんと、今日の講義で説明す

る計算問題など全部ご自分で解いて、それから教室に出てこられる。 

●大学の先生で、何年前かに作ったノートで、講義内容は何度も同じ、毎年毎年同じだと

いうのがありますよね。 

●田中 すごいと思ったのは、学生たちの目線とか目の輝きとか完全に把握されていたん

でしょうね。学生というのはどういうことに興味を持つんだと。だからそこまでおりてき
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て「これが分からないんだよ」と大先生に言われたら、自分の方が分かるかなと変に錯覚

してしまう（笑）。 

●ディスカッションとか結構しましたか。 

●田中 大先生ですからそれはあんまりはなかったですが、どんな質問にでも答えてくれ

ました。でもディスカッションというふうにはならなかった。たとえば、「鉄はこのように

高強度化したけど、強度を高めたことで何が減ったか」とか、そういうようなことをグラ

フを見せながら学生に質問したり。ものはすべてがプラス側となるのではなく何かを伸ば

すと必ず何かがマイナスになるというようなこと、教科書に書いてあること以外の話をそ

のように教えられるんですよね。 

●それが印象に残ったことですか。 

●田中 印象に残っています。けど、それほど多くはない（笑）。でもとにかく、すごく興

味が湧いたから勉強したんだと思います。大学時代は灰色の高校時代の反動でよく勉強し

ました（笑）。 

 

（「名利を捨て去ること」「信念に従うこと」「世の平和を願うこと」－3 つが私の信条） 

●あと興味を持ったのは、禅の鈴木大拙。あれはいつごろ読まれたんですか。 

●田中 あれは大学院の修士課程で迷いもあって勉強してなかった頃です。 

●先生といろいろあったとき。 

●田中 大学紛争だったし、研究は止められたし、いろんなことがありまして、気持ちが

ぐれていましたね。精神的にぐれていたとき、たまたま禅の本に出会ったんです（笑）。 

●禅はその後の生き方とか考え方とかに影響しておりますか。 

●田中 ああ変わりましたね、恐らく。多情多感な時代というのは気持ちが純なだけに、

弱くていつでもふらついていましたね。何が正しいのかよく分からないという。禅は自力

宗教――自力哲学と言うのかもしれないけど、すべての物事は自分の考え方一つだという

のがある。だから大学から企業に移ったときに三つの信条を挙げた。「名利を捨て去ること」、

「信念に従うこと」、「世の平和を願うこと」というこの三つが自分の信条だったんですけ

ど、信念に従うというのはまさに禅から来ています。自分自身が正しいと思ったことを行

って、問題が起きたらそれはすべて自分の責任だということですよね。いつでもだれかに

聞いて行動していたら、自分というものの心棒がなくなっちゃうという意味でね。禅だか

らといって座禅みたいな大そうなことはしませんでしたけど（笑）、本だけはたくさん読ん
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だ。禅という名前がつく本をどんどん買ってきて読んでいました。 

●そういう一種の充電みたいな生き方、たまたま紛争があって。 

●田中 紛争があったのと、先生に反抗し続けて勉強しないって結構勇気が要ったのかも

しれない（笑）。 

●ある程度そういう充電期間、充電って適当かどうか分からないですけど、自分の考え方、

バックボーンとか。 

●田中 にはなりますね。それができてきたからだと思いますけど、反抗しながらもわだ

かまりは持たなかった。先生にはわだかまりがあったかもしれないけど、本人は至って平

穏だった。あまり将来の心配をしていない。時代もよかったのでしょうけど、将来に対し

てこうしたらこうなるなんて何も考えなかったですから。 近の若い人たちはすごく賢い。

入社したときから退職金の計算などしてますから（笑）。 

 

（「足元を見よ」、そこにヒントが隠されている―若者へのメッセ－ジ） 

●若者へのメッセージに相当するのか分からないですけど「足元を見よ」とか、いろいろ

なところに書かれていますが。 

●田中 そうですね。それは信念に従うことと同じですよね。自分自身の思ったことをや

らないと。それをいつも人が言ったからといって他人の責任にしていたら、思いどおりの

人生なんて歩めないですもの。人生はうまくいかなくてもともとですものね。 

●それが座右の銘みたいな感じですか。 

●田中 「無鉄砲」だっただけかもしれないけど（笑）。でも昔からそうでした。思ったと

おりのことをやって、ただし基本には人のためにというのが常にベースにはあって、それ

で思ったとおりのことをやってだめだったら自分が悪いんだというようなところ。 

●あと、体得したものを生きている間に世の中にお返しする。それで今、研究産業協会に

いろいろ寄与されているのもその一環なんですね（笑）。 

●田中 世の中にお返ししている（笑）。 

●十分に世の中に、まあ、これからまだあるんですけども。 

●田中 一昨年から昨年にかけてコンクリート工学協会の委員会で大学で教えるためのコ

ンクリートの教科書をつくってきましたけど、それも社会に貢献するために作ったんです。

でも、まだ学者的だから、もっと分かりやすくしなきゃいけない。浜田先生が昔言われた

分かりやすい工学という意味で、もっとブレークダウン、落とさないと、かつできるだけ
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内容を絞り込んで少なくしなきゃいけないという課題があって、少ない内容で分かりやす

くするのにはものすごく頭を使うんです。 

 でもやらなきゃと言いながらなかなかできない。それはパソコンに入っていますから、

時々引き出しては「これはこうだろうな」と思ったりして修正しています。それが完成し

たら、もういなくてもいいんじゃないかと思うんです（笑）。企業人としてやるべきことは

もうやり終わった。あとは専門家としてやるべきことをちゃんと。あとはもう少しだけ家

庭を大事にして（笑）。 

●死ぬときにはチャラにして帰る。 

●田中 ええ、チャラが一番いいでしょうね。 

●普通は借金だらけですが（笑）。 

●田中 気づかないですけどね（笑）。人が残せるものはどうもその人が世の中のために本

当に賭けていた熱意みたいなものだけが残っていくんじゃないかって。例の浜田先生の話

じゃないですけど、ああいう大先生たちが「こうしろ」と言ったわけじゃなくて、「こうい

う世の中をつくるためにこれが大事なんだ、あれが大事なんだ」と言ったこと。そのため

に先生方も努力されてきたわけだけど、その余韻みたいなものとか、波紋みたいなものが

残っていくような気がするんです。 

●浜田先生という方も受け取る人によって違うわけですから、そういうつもりで言ってい

たわけじゃないんでしょうね。 

●田中 と思うんですけどね。恐らく受け取り方は個々人の体内にセットされた固有の電

流計で感じとれたものだけが増幅される。それとどういう琴線が共鳴するかということに

よって波動が変わってくると思うんですね。 

●同じことを聞いてもですよね（笑）。 

●田中 そうなんです（笑）。 

●琴線に全く触れない人もいて「そんなこと言ってた？」という人もいる（笑）。 

●田中 80 人の同級生の中でコンクリートの研究を続けているのは 2、3 人ぐらいしかい

ませんから。やっぱりそういうふうなものに同調できたかできないかというのは違うと思

うんですね。 

●田中さんのお話を聞くと、確かにやっぱり現場主義的なところからスタートしています

ね。２年前に聞き取り調査をやった際にカルマン渦流量計というやつがありますね。これ

が横河電機の常務をなさった方で東大の教授だった山崎（弘郎）さん、この方の恩師がま
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さにそういう考えなんです。東大のドクターまで面倒を見ているんだけど、本当の工学士

というのは、実学というのは世の中で役に立たなきゃいけないというので、むしろ世の中

で勉強する。 

 先生自身も卒業したのは昭和 20 年代の後半、29 年ぐらいですか、結局もう勉強したく

たって食うことが先決だから、その先の勉強する時間がないわけですよ。だから、とにか

く卒業して実社会へ入った人たちに、逆に現場で本当にこういうものが必要なのかという

ことを知るために、自分の教え子を夜呼ぶらしいんです。「夜の輪講会」なんて名前をつけ

て、月に１回必ずやっていたそうです。やっぱり工学というのはそういうものだという、

田中さんの話を聞いて思い出したんです。 

 田中さんのテーマづくりもそういうところから来ているみたいで、聞くとどうも文献を

あさって世界でこんなことをやっているからしようというのではなくて、現場に行ってみ

たら布から水がはみ出しているから、これは多分役に立つとか、それがいいところだとお

聞きしたんです。そういう意味でぜひこれからやるとは言えないけど（笑）。 

●田中 失敗したのもありまして、大学をやめる理由の一つにもなったんですけど、私が

輪講を始めたら、私の運命を変えてくださった先生のところの助手たちもみんな私の輪講

に参加し始めた（笑）。だから、いいと思ってやっても、必ずしもそれが全部の人のために

はならないのかもしれない。ただ信念に従うというのは、自分がよかれと思ってやったこ

とが自分の身に災いとして降りかかるときもある。でも後で考えても正しかったと思えれ

ば、やったことに反省の必要はないんです。いいことをしていたのにな、だけど理解され

なかったなぐらいなことですよね。でも、もし信念に従っていなかったら、恐らくそのと

きにいろんな疑問が湧いて、人を恨んだりしちゃうだろうと思うんです。 

●今日のお話、よかったですよ。何となくアテネのオリンピックの金メダルを取り損なっ

たブラジルの選手みたいな（笑）。あれは人の責任にしないで。あの人すばらしかったと思

うんです。田中さんのお話にはそういうところがあります（笑）。 

●田中 あの選手はすばらしかったですね。話が全然違っちゃっていいですか。今年のオ

リンピックが始まる前に、日本はオリンピックで金メダルを幾つ取るかということが仲間

たちの間で話題になりまして、私は 10 幾つかは取るんじゃないかって云ったんですが、ほ

とんどの人はそんなに取れるわけない、せいぜい 6 つか 7 つだとかって言っていた。でも、

何か 近のスポーツマンたちの状況が変わってきているので、もっと多く取れると私は主

張したんです。要するに既成の組織力だとか、既成のスポーツのあり方、走り方はこう、
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ものの投げ方はこうでなくてはいけないという既成のものを当てはめる時代はもう終わっ

たんですね。独自なことをやらなくちゃいけないと選手自身たちが悟りはじめたんです。

選手たちが自分の競技をそれぞれの見方でいろいろ科学し始めて独自性が出てきたという

意味で、金の数が増えたんじゃないかなと思うんです。じゃあ北京だったらどうなるか。

北京のときには当然日本人のまねをされてもっと上へ行く人が出てくるでしょうから、日

本のメダルはまた減ることになる。それでいいんです。アメリカの何々選手がこういう走

り方だから、それがいいんだというやり方はもう限界が来ているんじゃないか。こうすれ

ばこうなるという既成を追い求めていたら、そこで止まってしまう。そこをブレークスル

ーするにはもう一度原点に戻ったとき、本当に目的に対する適合性があるのかどうかもう

一度検討し直すことが大事で、スポーツに限らずみんなそうだと思うんです。だんだん変

わりつつあるから、きっともっと面白くなる。 

●北島選手も去年バルセロナで勝ちましたよね。その後泳法をまたゼロからやり直したと

言っていましたよね。品質改良じゃなくて新製品をつくるんだということで、有名なコー

チ（平井伯昌）が。 

●田中 オリンピック選手も野球の野茂やイチローもみんなそうですけど、やっぱり原点

に戻ったときにものは開けてくるのであって、何々選手の模倣をすればいいというのはあ

るところで行き詰まってしまうんでしょうね。まずは自分の体をもう一度科学し見直すと

いうことは、どうも技術開発も似たところがあるんじゃないかなと思いますね。 

●田中さんご自身もいつも原点に戻って（笑）。 

●田中 そうですね。何でもそうですけど、原点に戻ってみると楽しい。ただ、いかに自

分がアホであるかというのもよく分かります。「これはこうなんだ」ということではなくて、

「何でそうなんだろう」ともう一度もとに戻ってみると、自分は何も知らない人間だとい

うのがよく見えてくるという意味で。 

●どうも今日はありがとうございました。 

●田中 どうもありがとうございました。 

（了） 
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高炉とコークスの狭間で四半世紀 
中村正和氏 

 

●それでは、ただいまから中村正和さんに対する聞き取り調査を始めさせて頂きます。

中村さんは高炉の専門家で、長年高炉の研究開発に携わってこられたということで、今

日はその辺についていろいろな角度からお伺いしたいと思います。 初にこの調査の経

緯とか趣旨について黒木委員長からご説明頂きたいと思います。 

●この聞き取り調査の趣旨、どういう目的でやっているかということについて、既に依

頼状の中でご説明させてい頂いておりますし、今、司会いただいた永田さんはこの委員

会の委員長を８年間ぐらいやられていて、私の前任者であると同時にこのプロジェクト

に非常に力を注いでいただいた方ですので、私がしゃべるのは非常に僭越だと考えてお

ります。 

 1993 年にこの研究産業協会が設立されまして、そのいろいろな活動の中で、戦後の産

業の発展に貢献した人、事物よりも人間の業績について、これもきちんと保存しようで

はないかということが話し合われました。それに基づきまして、平成６年からこの活動

を始めています。昨年までに既に 90 人行っておりまして、その中で非常に多くの有名な

商品、有名な技術について聞き取り調査をさせてもらいました。 

 ただ、ほかの類似の聞き取り調査と違っているかなと感じられるところは、我々は技

術そのもの以上に、技術を開発した人の活動、成長の過程、こういうことを注意深く聞

かせてもらっています。それは何故かといいますと、一時使われた言葉ですが、若者の

技術離れというのがありまして、要するに技術そのものがだんだんブラックボックス化

してきて、そういうものを学んだり活用したりすることの楽しさをどうも青少年が忘れ

てしまったのではないかということで、もう一度そういう重大な発明、発見、または技

術開発をされた方のお話を通して、技術ってすばらしいなということを感じ取らせたい

ということに注目してこの活動をしております。 

 そういうことで、例えばお父さんは何をやっていらしたのかとか、かなり立ち入った

ことをお伺いすることもありますが、目的はそういうことですので、今日のお話もそう

いうことを含めて中村様からいろいろと聞かせて頂きたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

●それでは、早速インタビューに入りたいと思います。冒頭申し上げましたように、中
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村さんは高炉一筋で来られた研究者、技術者で、今日はその高炉の研究開発ということ

が中心になろうかと思いますが、この聞き取り調査を従来やってきた流れというものが

ありますから、それに沿っていろいろなことをお伺いできればと思います。 

 初に、研究者としてスタートするまでということで、家庭環境や教育環境について

お伺いできればと思います。お生まれの年、どこでお生まれになったか、そういったこ

とも含めてよろしくお願いします。 

●中村 はい、わかりました。 

 ただ、ちょっとその前に、先ず今回高炉を取り上げていただいたということに大変感

謝したいと思います。今の黒木委員長のお話にもありましたし、先日小金澤さんにお持

ちいただいた今年の報告書を見ても、これまではいわゆるハイテクや先端技術に関連し

たものが多く、その中で高炉のような一見古くみえる技術を取り上げていただいたこと

を有り難く思います。 

 新石器時代といわれる現在ですが、ハイテク製品なりハイテクプロセスも少なくとも

製造の過程で鉄の恩恵をこうむってないものは先ずないと思いますし、社会といいます

か、皆さんの生活のベースに鉄があることには賛同頂けるのではないかと思います。そ

の中でも高炉ないし溶鉱炉＜溶鉱炉は非鉄精錬の世界でも使われるので以後“高炉”を

使用させてください＞にというのは、１８世紀以来、鉄造りをほぼ一手に引き受けてき

た反応器です。さらに、ちょっと手前みそですが、日本の製鉄技術といいますか、高炉

技術は世界に冠たるものだと自他ともに認めておりますので、そういう意味でも高炉を

取り上げて頂いたことに本当に感謝します。 

 一つ残念なのは、私が今日お話をさせて頂く訳ですが、中村直人さんという私たちの

大先輩がおられまして、その方はこの間の第２次大戦の戦中から戦後に現場で大変苦労

されて、その後この高炉技術の開発をリードされてきました 

初その中村直人さんに聞きとりをするということで話が進んでいたと思いますが、本

当に不幸なことに日程が決まりかけているころにお亡くなりになってしまい、私のとこ

ろへお鉢が回って来てしまいました。中村直人さんでしたら、それこそ本当に戦後の高

炉技術全般にわたっての話をして頂けたと思いますが、残念ながら私はその 20 年近く後

に入社して高炉に携わっておりますので、そういう全体の話をすることができませんし、

またふさわしくないとも思いますので、少し絞ってお話しさせて頂きたいと思います。 

 先ほど生まれからという話でしたが、実はそれが、私がこれからこのテーマで話をす
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るということに大変関係しています。私は昭和 11 年に八幡で生まれています。父親が当

時といいますか、私が生まれたときにはもう官営ではありませんでしたが、官営八幡製

鉄所に入社していて、コークスの技術屋でした。あまり絵は使わないと言いつつ絵が出

ていますが、これが昭和 35 年の八幡です。これは雲ではありません。 

●えっ、煙？（笑） 

中村 ええ。ちょっと部屋が明るくて見にくいですが、ここにずうっと煙突が並んでい

るのも見えないと思いますが、これは製鉄所から排出される煙です。昭和 35 年でもこう

いう状況でした。また、これは空から撮った写真だと思いますが、これは洞海湾と称す

る入り海ですが、もうこんな状態で、もちろん魚などがすめる状態ではなかった訳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現  在 

 これには写っておりませんが、この手前がずっと皿倉山という山で、多分その山頂あ

たりから撮った写真かなとも思いますが、この辺に製鉄病院という製鉄所が運営する病

院がありまして、私はそこで昭和 11 年に生まれました。そして、この煙を見ながらずっ

と育ってきたということです。（笑） 

●その右のほうは工場がなくなったからきれいになったのですか。 

●中村 確かに写真に写っている場所から煙の出る工場はなくなりました。 

 この辺は東田地区といいましたが、確かにここはもうほとんど何もなくなりましたし、

ここの東田地区も、これは皆さんご存じだと思いますが、レール工場とかが一部残って

いるだけです。今度博物館ができるのはこの辺ですが、高炉とかコークス炉は全部写真

１９６０年
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の右上に写っているこちらへ移りました。この写真の右側が現在ですが、海はきれいに

なりましたし、空もこんなに真っ青に晴れ上がっています。今主力工場は右上のこの下

にある訳ですが、生産能力はこの時代よりはるかに大きいものがありますから、もしこ

ういう煙が出ていれば、この角度ですと真っ黒に煙って見えるはずですが、非常にきれ

いになって、 近はこの海でエビがとれるというような状況です。 

 そういうことで、昭和 11 年に生まれて、その後、姫路のそばにある広畑に製鉄所を新

設するということでそっちへ引っ越しして、小学校はそこで暮らしました。そして、終

戦後、当時の旧日鉄が八幡と富士に分かれるということで父がまた八幡に戻ったもので

すから、また八幡に戻りました。そして中学、高校は北九州でという、そんないきさつ

です。どっちにしても、製鉄病院で生まれて、子供のときはずっと製鉄所の煙を見て育

ったという状況です。 

●こういった環境だとすると、やはり生まれながらにして工場とか技術といったものに

対する親しみのようなものはあったと言えるのでしょうか。 

●中村 ええ。そういうことで、父親はコークス屋でしたし、母は東京の山の手育ちで、

高等女学校を出ましたが、実は母方の曽祖父、母にとっての祖父は松本藩士で、明治維

新のころに脱藩して江戸へ出てきて、今の東大の前身である開成所の化学の先生をして、

後に文部次官までやったような人です。母も好奇心の塊みたいな女性で、うちの前を消

防自動車がサイレンを鳴らして通り過ぎるとはだしで飛び出すような母親でした。そん

な家庭環境だったので、私は弟と妹２人の４人兄弟ですが、結果的に兄弟姉妹４人すべ

て理系に進みました。ですから、何かそれ以外のことは考えられないというような雰囲

気でした。 

●その中でも特に化学を選ばれたというのは。 

●中村 これも生まれたときから何かそういう雰囲気で、父親も化学が専門でしたし、

母親がそういうことで好奇心の塊といいますか、料理なども自分でいろいろ工夫するん

です。（笑）考えてみたら料理も化学反応みたいなものですね。これとこれを合わせたら

何かこういうものができるんじゃないかしらというような感じで、不思議な食事に付き

合わされて育ちました。特に私は昭和 11 年生まれで、終戦のときは小学校４年生で、と

にかく食うや食わずの社会でしたから、ご多分に漏れず庭を全部畑にしたり、そういう

あり合わせのもので食をつながなければならないというようなことでした。 

 これは多分全国的に共通だったと思いますが、父親がパン焼き器をつくったりしまし
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た。電極を入れて中に小麦粉の練ったのを入れて、100 ボルトを突っ込むとパンが焼け

るとか、とにかくあり合わせのもので物をつくったり、食べたりせざるを得なかったと

いうこともあります。そういう状況でしたから、４人兄弟はほとんど迷うことなく、み

んな理系に行ったということです。何かきっかけがあったということではありません。 

●中村さんを含めて４人のご兄弟すべて化学のほうですか。 

●中村 ええ。弟は東京工大でセラミックスを専攻しましたし、上の妹は女子大の食物

学科で、卒業実験はジャガイモのフライでした。てんぷらの油ってだんだん劣化します

が、ある温度でてんぷらを揚げて、それを何回繰り返したらどうなるか。過酸化物を定

量するのだと言って、うちへ帰ってはジャガイモを揚げて、その油のサンプルを持って

学校に行って分析したりしていました。下の妹は薬科大学へ行きました。ですから、み

んな化学です。 

●中村さんは高校を卒業して東京大学に入られる訳ですが、東京大学に特に入られた理

由はありますか。 

●中村 理由というほどのこともないのですが、父親がたまたま本社に転勤になってみ

んな東京へ出てきてしまったということもありましたし、運よく引っかかったというこ

とで、こちらが選んでどうこうという状況ではありませんでした。 

●東大での４年間の教育の中で特に印象に残ったこととか、あるいはその間に現在の中

村さんを決定づけるような何かがあったとか、あるいは生涯の師と呼べるような方に出

会ったとか、生涯の師というのは、小学校から大学までの間についてそういう方がおら

れたかということですが、この辺りについてはいかがでしょうか。 

●中村 やはり何人かはおられます。家庭環境がそういうふうですし、その先生がいな

かったらどうなっていたかというほどのことはないと思いますが、例えば中学のときの

数学の先生が非常に目をかけてくれたらしいです。らしいというのは、私は直接には知

らなかったのですが、後で母親がＰＴＡのときに先生からこんなことを言われたという

のを聞いて、「ああ」と思いました。 

 数学の試験がありますと、 初に私の答案を採点するのだそうです。あいつがどうい

う点を取っているかと。もちろん先生はそんなことを私に直接おっしゃいませんでした

が、母親経由でそんな話を聞くと、やはりこっちも励みになるじゃないですか。先生が

そんなふうに思ってくれているんだなというようなことはありました。 

●小学生、中学生のころは、結構科学的な遊びとか、昆虫採集とか、鉱石ラジオとか、
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そんなことをよくやっていたのですか。 

●中村 何しろ物のない時代でしたし、北九州で秋葉原はありませんから、逆にあまり

高級なことはできませんでした。これも皆さんやったと思いますが、戦後はアルミの鉛

筆のキャップがありましたが、あの中にセルロイドを詰めて飛ばすとか、そんなことは

やりました。多分特別に皆さんと違ったことをやったということはないような気がしま

す。もちろん隣の友達のお父さんからラジオづくりを教わったり、そういう小さいこと

はいっぱいあります。 

●大学では何かありましたか。 

●中村 さっき一筋に来たと言いましたが、本当は１回、大学に入ったときに逸れかけ

たことがあります（笑）。ちょうど私どもが大学に入ったころは、いわゆる生物化学とい

うか、今は生命科学ともいいますが、バイオケミストリーというのが体系的にまとまっ

てきた時代でした。ゼミでそれを聞いて、こんな面白い学問はないと思ったのです。生

命現象が化学方程式で書けるということが非常に新鮮で、これはちょっとやってみたい

なと思ったのです。 

 しかし教養を終わって専門学部に進学するときに、だけどこれで飯が食えるかなとい

うことがあって、それで工学部に行ったのです（笑）。あのときバイオのほうへ行ってい

たらどうなっていたかなという気はしなくはないです。 

●じゃあ、行っていればよかったとは思わない。 

●中村 そうですね。実はもう皆さんご承知ですが、家内はそのときに理学部に行って

初志貫徹している訳です。ですから、もし同じことをやっていたらヤバイなと。夫婦げ

んかが絶えなかったかもしれないなと（笑）。たまたま両極端みたいな、片方は鉄づくり

という も泥臭いことですし、向こうは遺伝子というか、生き物みたいな軟らかいこと

でしたから。 

●当時は例の二重らせんが発見されて、かなり時間はたっていましたね。 

●中村 そうです。ワトソン・クリックのＤＮＡ構造決定が１９５３年で、私の大学入

学が１９５５年ですから丁度話題が沸騰していたころです。大学のキャンパスの隣に研

究所があって、そこに日本におけるＤＮＡ研究の草分けの渡辺格（いたる）先生がいら

っしゃって、そこへ出入りしていました。もちろんＤＮＡ、遺伝子研究はその構造決定

以前から始まっていましたが、まだその当時海のものとも山のものともわからない、今

の遺伝子医療とかがこんなところまで来るとは予想もつかない状況でした。 
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●そういうことで研究者としての生活をスタートされることになる訳ですが、そういう

環境ですと、もうこれは八幡製鉄に入社するというのは．．．． 

●その前に卒論について伺いたいのですが。 

●じゃあ、それを聞いてください。 

●そうですね。私がなぜこんな質問をしたかというと、私は中村さんの卒論で、ちょっ

とここのところだけは細かく聞いておきたいことがあるんです。これは中村さんが一番

初に始めたのですね。 

●中村 いや、１年先輩がいます。私は２代目だと思います。 

 これは私が卒論実験のために安東研究室を選んで、そのときにたまたま先生が割り当

てられたというだけの話で、特にあいつはこれが向いているだろうということではなか

ったと思います。だけど、私の卒業後何年か経って続きをされた黒木さんはどういうふ

うに今あの実験を思い返されているかわかりませんが、結果としてあの重質油の水添脱

硫の実験をやっていたために非常にスムースにその後の高炉研究に入れたような気はし

ます。これはそのときそう思っていたという訳ではなく、後で考えての話ですが。 

 今は触媒でも、触媒設計とか、あるいは分子何とかモデルでシミュレーションして構

造を予測して触媒を設計するということがあるようですが、当時はとにかく何か触媒を

いろいろな条件で焼いてみて、それを反応塔に詰めて、温度を変えたり圧力を変えてや

ってみるということしかなかった。もうひたすら実験を繰り返して、その中からいい条

件を見つけるというだけの話で、黒木さんのときはもう大分違っていたかもしれません

が、私のときは本当にそういうことで、もう理屈も何もない世界でした。 

 後でまた高炉の話になったときに話題になるかもしれませんが、高炉も理屈の乏しい

世界で、何かの因縁と云っていいかもしれません。高炉は私が入社する頃でもいわゆる

宿老さんという大ベテランがいて、その人の勘と経験でもって操業が成り立っていまし

た。今の水添脱硫の安東先生のところでの触媒実験も、いってみればそういうもので、

勘と経験というか、とにかくいろいろ繰り返し実験をやって、いい条件を見つけて、そ

れでスケールアップしていくというものでした。高炉の世界は全くそれそのもので、こ

れを何とかしなくてはいけないのではないかというのが私の高炉研究におけるテーマに

なります。 

 触媒をやった反応屋ですから、本来化学を出て高炉屋になると反応のほうから入るの

が普通だと思いますが、そうではなく、高炉の計測という切り口から高炉とつき合い始
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めました。やっているうちに検出端が送ってくるデータを理解するために、必要に迫ら

れてもう 後には反応屋に戻るという経過を辿る訳ですが。そっちへ話が行っていいで

すか。 

●その前に、八幡製鉄に入られたのはそういった環境でごく自然に、もう既定の路線と

言う感じでしたか。 

●中村 ええ、そうですね。生まれ故郷ですから。 

●八幡製鉄の中で、特に高炉を手がけようとされた動機というのは。 

●中村 いきなり高炉ではないんです。私が会社に入ったころは、世界的にも製鉄会社

そのものが、今後鉄をどうやって作ろうかという模索の時代でした。今は高炉以外に考

えられませんが、世界的にも将来は高炉以外のプロセスに頼らざるを得ないのではない

かという状況だった訳です。中東で石油が発見されエネルギー源が石炭から石油・天然

ガスに移行しようとする時代背景もあります。そういうことで、入社当時は、流動層還

元といいますが、鉄の粉鉱石に下から還元ガスを送って浮遊させながら還元して金属に

するというプロセスが世界的に検討されていました。 

●じゃあ、鉱石を砕いて粉末にするのですか。 

●中村 いや、もともとかなり細かい粉みたいな状態で産出するのです。鉄鉱石という

のは何となく塊みたいですが、そうではないのです。鉱山によってさまざまですが、品

位を上げるための選鉱過程がありますので、塊状のものに併せてかなり細かい状況で産

出されるものですから。 

 その話をするとちょっとそれるのですが、戦前から戦中にかけて鉄鉱石や石炭など製

鉄原料は官営八幡製鉄所設置場所が八幡に決まる選定経緯からも明らかのように、中国

とかアジアが主体だったのですが、終戦後、中国が共産国家になったり、植民地であっ

たマレー半島やインドのあたりも独立したりということで、アジアの原料事情が非常に

不安定になりました。そのために今までの原料供給量が不安だというような話があって、

遠くブラジルのほうから鉱石を運んでくるかというようなことも検討されたようです。 

 そうするとやはり運びやすい粉の状態で持ってきてそのまま使うというようなことで、

当時アメリカの石油会社がベネズエラの辺でプラントを建てようという動きがあったの

で、日本でもそれに追従する形で、いろいろなプロセスが検討されました。八幡製鉄で

は流動層というのを選びましたが、ロータリーキルンでやったらどうかとか、いろいろ

なオールターナティブが当時研究開発されていました。 
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 そこへ配属されて、パイロットプラントの連続運転で２交代とかやったりしていまし

たが、昭和 40 年ごろか、ちょっと前ですか、オーストラリアはそれまで資源の輸出を禁

止していたのですが、それを政策転換して輸出するという意思決定をしました。それで

日本の製鉄研究が一遍にひっくり返った。今までいろんな製鉄技術のバリエーションが

開発されかかっていたのですが、それが全部すっ飛んで、高炉法ということになりまし

た。 

●それはどうしてですか。オーストラリアが輸出を決めたら、どうしてそれがひっくり

返ったのですか。 

●中村 オーストラリアはご存じのとおり、鉄鉱石だけではなく、石炭もありますから、

石炭と鉄鉱石がセットになって入るのです。なぜさっきの流動層という話になるかとい

うと、流動層の場合はガス還元ですから、必ずしも石炭は高炉に必要なコークス品位を

確保するための石炭の形で必要だということではない訳です。それで原料供給に不安要

素が出てそういう高炉法以外のオールターナティブがいろいろトライされたのです。戦

前まで東南アジア、インド、中国あたりから石炭と鉄鉱石のセットを高炉を前提に輸入

して、それでやっていた訳ですから、それに戻ることになる訳です。 

●それはいいコークスができる石炭が来るからという意味ですか。 

●中村 それもあります。そこそこいい石炭が。 

●オーストラリアにはあったと。 

●中村 そこそこいい石炭が。それにパイロットプラントまでやったけど流動還元はな

かなか難しい技術だということが分かってきたこともあります。 

●これは余談ですが、オーストラリアは何でそれまで禁輸していて、どうしてそこで輸

出を決定したのですか。 

● 中村 それはいつか調べたことがありますが、忘れてしまいました。 

●それは日本に対してというより、世界に対してですか。 

●中村 いや、世界に対して。自分のところの資源量に多分自信がなかったのだと思い

ます。うろ覚えなので後で訂正することになるかもしれませんが、それこそ日本も参加

して資源探査みたいなことをやって、十分輸出するに足る資源が自国の中にあるという

ことがわかったというのがたしか直接の原因だったように記憶します。＜確認済み＞ 

●そういうことで、じゃあ高炉だということで高炉の方に入っていかれた訳ですか。 

●中村 ええ。今まで折角パイロットプラントまでやっていたのだけれど、それがすっ
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飛んでしまって、もう高炉しかないということで、今まで流動（層）還元をやっていた

研究室がそっくり方針を転換して高炉研究をやることになった訳です。 

●流動還元というのは、流動物の流動に還元ですか。 

●中村 そうです。流動層還元。 

●それでは、その辺りから始めて頂きたいと思いますが、その前に、そもそも高炉とは

どのような構造で、どのような原理で鉄ができるのか、といったところの概略を説明し

ていただけませんか。 

●中村 それでは、この図を使って説明しましょう。………… 

高炉を一言でいうと向流式３相反応器です。 

３相というのは気体、液体、固体。 徳利型の反応器の中を固体と液体は上から下へ、

気体はその固体と液体の隙間をすり抜ける形で下から上に流れる。それで向流式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体は鉄鉱石とコークス。これを高炉の炉頂へ交互に装入します。 

鉄鉱石はコークスの層に挟まれた形で炉内を降りて来る途中で、下から上がってくる高

温の還元性ガス（ＣＯと窒素が主成分）によって加熱され、還元反応が起こって酸化物

から金属になり、さらに炉下部の高温域に達すると溶けて液体となりコークス充填層の

中を滴下し、 終的には炉底部から排出されます。コークスは極めて融点の高い炭素で

すから、炉内ではガス化する以外はなくなりませんので炉の下の部分、炉底までぎっし
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り詰まった状態になっています。 

一方の還元ガス（気体）は炉下部の詰まっているコークスに予熱した空気を送り込ん

で、部分燃焼してガス化することで出来ます。2000 度をはるかに超える高温のＣＯとＮ

２ガスが発生し、先述のように炉内を上昇し、反応に必要な温度を確保し、酸化物であ

る鉄鉱石を金属化する反応を起こす訳です。 

私が高炉を究極の反応器という訳は、①ぎっしり詰まった充填層の向流反応器なので

反応器の容積利用率が極限まで高い②ものの流れがピストンフロー（プラグフロー）で

上下方向の混合がないので反応効率が高くとれるなどの理由によります。 

従って高炉という反応器はぎっしり詰まった充填層の中をガスが満遍なく流れるとい

うことを前提に成り立っていること。そのガス流れは固体から液体に相変化する鉄鉱石

ではなく、充填層の主要部分を構成しているコークスに支配されていることがお分かり

頂けたのではないでしょうか。 

1901 年に官営八幡製鉄所に火が入って、ドイツから 14 名の顧問技師が来てフルセッ

ト技術導入をやりましたが、１年半ぐらいやって操業を中止してしまいました。160 ト

ン／日の能力があるはずの高炉が結局平均 76 トン／日で、日清戦争の後に軍事的な要請

から建設計画が始まったにもかかわらず、結果として日露戦争に間に合わなかったとい

うことで議会の大問題になります。 

 したがって、コークスの性質が悪くて、これもまた後でお話ししたいと思いますが、

炉の中で粉になったりすると中のガスが通らなくなってしまって、ガスがある一部分を

吹き抜けたりというようなことが起こるのです。そうすると、溶鉱炉の一部分だけをガ

スが突き抜けるという感じで、ほかのところは反応が起こらない訳ですから、全く反応

器としての用をなさなくなって、事と次第によっては半年ぐらい高炉が操業できなくな

るということになります。 

 したがって、うちの父親もコークス屋でしたが、高炉の炉況が悪くなるとコークスの

せいにされる。（笑）コークスの何が悪いから、こういうものを焼いてくれとかいうこと

はなくて、ただ炉況が悪いからコークスを何とかしろという指示が来るということで、

晩年に至るまでずっとぼやいていました。それを何とかしなくてはいけないというのが

私の潜在意識で、後でお話しする私の研究テーマにつながっていく訳です。 

 ちょっと話を戻すと、そういうことでコークスが操業を左右しているということは、

高炉が始まって以来、恐らくそれまで高炉で使っていた木炭を生産するために国中の森
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を丸裸にしてしまったイギリスで、1709 年石炭を蒸し焼きにしたコークスを使った高炉

が成功して以来ずっと 300 年続いてきたことだと思います。いいコークスを焼くという

のは結構大変で、これも後で話すことになると思いますが、石炭を厳密に選んで、それ

をブレンドして、それをなでさすりといいますか、極めてコントロールされた状態で乾

留していくということをやらないと安定した高炉操業に必要なコークスを焼けない。鉄

を作るのですからもちろん鉄鉱石が大半ですが、全体の銑鉄のコストの中でのコークス

の割合が非常に大きい。したがって、コークスの使用量を減らして銑鉄の製造コストを

下げたいというのは、高炉法始まって以来の永遠のテーマです。 

 ちょうど私が会社に入ったころに重油吹き込み法という技術が導入されました。重油

を羽口から、この空気の吹き込み口からここへ吹き込む訳です。ここは上述のレースウ

ェイで 2000 度以上の高温になっていますが、コークスが中に詰まっていて、そこへ 1400

度の空気を吹き込みますから、ここでコークスが燃えて還元性のあるガスになります。

コークスには炉内の通気性確保という役割がありますが、炉の下部まで来て初めて還元

剤生成というもうひとつの重要な役割が与えられます。高炉はコークスの消耗により鉱

石が炉内を下降する移動層反応器であり、炉内ではコークスによる鉱石の直接還元とい

う反応も進行するので話は簡単ではないのですが、レースウェイへ重油を吹き込んで燃

やしてやると、それが高温の還元ガスになるので、少なくとも還元剤としてのコークス

の代替になり、その分だけ炉頂から入れるコークスを削減できるという訳です。 

 ちょうど私が会社に入って、しかも流動層還元プロジェクトがつぶれたころに、コー

クスを重油で代替するということが現場にはまだ導入されてなくて、研究所で盛んにそ

れのためのテストをやっていました。私が流動還元をやっているうちにそれが現場に導

入されて、実際の操業中の話として高炉で重油が使われ始めていました。 

 研究室が高炉へ舵を切ったときはコークスを減らすためには重油をいかに沢山吹き込

むかということが課題になっていて、会社の中に、どうやったらもっと重油を大量に吹

き込めるかという委員会ができて、そのメンバーのひとりに選ばれました。私がそれに

関して知見があった訳ではないですが、もしかしたら私が大学の卒業実験で重油の水添

脱硫をやったというようなことが上司の頭の中にあって、あいつは重油を扱ったことが

あるということだったのかもしれません。それはわかりませんが。 

●水添脱硫ってどういう字を書くんですか。 

●中村 水素添加による重油からの脱硫。 
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●それで水素の「素」を除き、添加の「加」を除いて、水添。 

●中村 その委員会に出ているときは、多分まだ反応屋として見られていたと思います

が、これにはちょっと運命的な出会いがありました。 

 これは高炉の羽口で、羽口を手前からのぞいています。ちょっと見えにくいのですが、

斜め右上からランスというか、パイプが入っていて、そこから重油を炉内に吹き込んで

います。向こう側の温度が高いものですから手前のフレームが黒く見えていますが、こ

れが重油の燃焼フレームに相当するものです。どうやって重油をたくさん吹き込むかと

いうこともさることながら、燃えている状態は今までこうやってのぞいて見ているしか

なかったのですが、燃えている状態を定量化できないだろうかという話が当時出てきた。

私はそういう問題意識を持って重油吹き込みの委員会に出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから、これは何か意図してやった訳ではなく、本当に偶然ですが、ある日研究所の

廊下を歩いていましたら、計測実験室のドアが開いていて、中にテレビのモニターがあ

って、何かの画面が見えたのです。ひょっと見たら、この画面が見えている訳です。私

がテーマとして問題意識を持っているこの画面が計測実験室のモニターで見えていたの

です。 

●これは写真じゃなくて、動画ですか。 

●中村 ビデオです。計測の人たちですから、見たら何ができるかということはあまり

考えなかった。もちろん全く目的がなかったということではなく、今まで宿老さんとい

う大ベテランの人が遮光眼鏡で覗いて回って、勘と経験で炉内を判断して、それで高炉

を動かしていた。だったらおれたちが直接肉眼で見るのではなく、テレビカメラに見さ

せたら何が分かるだろうかという程度のことはあったと思います。しかし、彼らは計測
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屋で、高炉屋ではありませんから、見てどうしようということなく、高炉操業のことは

何も知らずにそんなことをやっていた訳です。今考えれば不思議で、今ではそんないい

加減なことは許されないと思いますが、当時はそんなことが許されていた訳です。 

 話を戻しますと、悪口を言いましたが彼らは彼らなりの問題意識で、今まで羽口をの

ぞいた人が目視でやっていたことをテレビカメラにやらせたらどうなるだろうかぐらい

のことでやっていたと思います。そこへたまたま私が通りかかって、この絵が見えた訳

です。私が問題意識として持っているこの重油のフレームがこうやって見えている訳で

す。「これは何か使えるかな」ということをそのとき思いました。 

 この黒いところが吹き込まれた液体の重油が気化し着火燃焼する前の比較的温度の低

いところですが、この黒いところの面積が一つの燃焼状態定量化の手がかりになるので

はないかということで、今度は計測屋にハッパをかけて、この全体の面積の中の黒い部

分の面積をリアルタイムで計算する電子回路をつくってくれと頼みました。そんなこと

がきっかけとなりだんだん羽口の重油吹き込みだけではなくてほかの部分への計測に発

展していきました。本来反応ということで高炉とつき合うはずだったのですが、計測屋

さんと一緒にこの仕事を始めて、もうほとんど計測研究室に入り浸るような状況になり

ました。 

●流動層還元を 初やっておられた訳ですね。そしてオーストラリアが政策を転換して

輸出になったというので、これからは高炉だということで高炉をやるようになった。そ

の高炉の中で、中村さんは重油吹き込みをやっておられたのですか。 

●中村 そうです。 

●当時はもうほとんどの人が重油吹き込みをやっていたのですか。そうでもないですか。 

●中村 いや、そんなことはない。現場に近い研究所では多くのひとが研究していまし

たが、私の所属した基礎研究所では私一人。 

●中村さんは重油吹き込みを。 

●中村 ええ、たまたまね。だから、もしかしたら、卒業実験で重油に絡んだからとい

うのが私をその重油吹き込み委員会へ送り込んだ上司の頭にあったのかもしれません。

その辺はもう私の意思とか何とかということではなく。何しろ未だ入社後４年ぐらいで

すから。 

●そういうことですね。 

●重油のほうがコスト的には大分有利になったのですか。 
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●中村 ええ、それはもう絶対有利です。 

●重油のほうが有利。 

●中村 有利です。 

●素人考えでは、コークスみたいな固形物を入れておくよりも重油みたいなほうがよっ

ぽどガスとなって通りがいいと思いますが、それは違うのですか。そういうものではな

いのですか。 

●中村 コークスの役割は二つあります。一つは先に述べた炉内に隙間を作って通気性

を確保するという充填物としての機能、もう一つは羽口まで下りていってガスになり還

元剤となる。 

●ああ、充填物としての機能がある訳ですね。 

●コークスなしで鉄鉱石だけだったら鉱石が金属化し解け落ちる過程で軟化しお互いに

融着してガスが通らなくなる。 

●ああ、そういうことか。なるほど。 

●そこが難しい。通気性を確保しなおかつ高温の還元性ガスの原料とならねばならない。 

●じゃあ重油吹き込みというのはそういう意味では逆に難しい訳ですね。 

●レースウェイ温度を維持するとかね。炉内をとってきたコークスは余熱されているが

重油は常温で吹き込まれるのでレースウェイ温度が下がってしまう。 

●そのときの充填物は何になる訳ですか。 

●中村 コークスです。だから、勿論コークスゼロにはできない訳です。それをいかに

減らすかという話です。 

●しかもそのコークスには強度という厄介な品質因子があって、やわなやつから強い立

派なやつまであって、重油を使えばその立派な充填物としての量は減らせるかもしれな

いとか、いろいろある訳でしょう。 

●中村 要するにこの羽口のところでコークスと空気中の酸素でＣＯという還元性のガ

スができて、これが高温の温度とともにこの中を上がっていって、還元に必要な熱とそ

の反応をやる訳です。スペーサーの部分はもちろん重油では代替できないけれども、こ

このＣ＋Ｏ2 でＣＯをつくるとき、このＣはコークスでなくてもいい訳です。 

●それはそうですね。 

●中村 高温のＣＯガスを得るということだけであれば、炉頂から入ってここまで下り

てきたコークスでなければならないということではなく、燃焼ゾーンにいきなり直接カ
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ーボンを吹き込めばいい訳です。 

 それから、重油がいいのは、水素を含んでいますからその水素がレースウェイで発生

する訳です。鉄鉱石、酸化鉄を還元するのには水素の方が還元性がいいのです。話があ

っちこっち行きますが、 初私どもが流動還元をやったときには、水素を使った流動層

還元をやっていました。コークスだけではＣＯガスしか出来ませんが、重油で代替する

と水素とＣＯができますから、還元剤としての機能はこの方が有利になる。 

●Fe2O3 のＯ3 を外すのが目的なんですね。そのために還元剤をどんどん突っ込んでやら

なければならない。これは本質的にいうと、鉄鉱石にもいろんな種類があるでしょうが、

標準的な鉄鉱石があると、そのときに溶解するために熱はどのぐらい必要で、どのぐら

いの還元剤が必要なのかというのは論理的に何かある訳ですね。 

●中村 ええ、あります。 

●理論値に対して、当初はどのぐらいあったのですか。中村さんが取り組まれた重油利

用とか何かをやったころは、コークスの量は非常に多かったのですか。 

●中村 理論値のベースをどこに置くかは問題ですが、鉱石を還元し溶かして金属と不

純物を分離し、さらに転炉で精錬して成分調整をするための熱源として炭素を飽和まで

溶かし込むのに必要なエネルギーは、熱風の顕熱そしてコークスや微粉炭吹き込みなど

の炭材として投入された全エネルギーの６０％ぐらいです。これが鉄鉱石の還元という

意味での理論値です。では残りの４０％を減らしてエネルギー効率を向上させる余地が

あるかというとそうではない。 

残りの４０％の中身の主なものは高炉の炉頂から排出されるガスです。これには CO ガ

スが２０％ぐらい含まれていて潜熱としてエネルギーを残しています。しかし炉頂まで

上がってきたガス温度は炉内での熱交換の結果 150℃程度しかありませんし、酸化鉄の

酸化還元の平衡論から云っても金属までの還元能力を持っていません。高炉では殆ど限

界までエネルギーを使い切っていることになります。ではこのガスが無駄かと言うとそ

うではない。高炉で使う空気を予熱するための熱風炉の熱源として利用されて結局高炉

へ顕熱として投入されています。現在の高炉で炉体放散熱など未利用なエネルギーは１

５％ぐらいです。 
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私が高炉研究の現役だった頃の話ですから現在は少し変わっているかもしれませんが、

当時コークスと重油を足した燃料比の記録は 1981 年に NKK（現在の JFE）福山第 3

高炉で出した 395kg/t-溶銑でした。私が大学を卒業して入社して頃の燃料比が 600kg ぐ

らいでしたから２／３になった訳です。理論値の限界などと言われたものです。官営八

幡製鉄所の操業当初の値が 3,500kg ですから殆ど１／１０です。 

●それはコークス基準で。 

●中村 そうです。 

●重油を使いますと、重油は別にして、今度コークス基準でやるとそれがどのぐらいに。 

●中村 コークス比の記録は 1990 年、神戸製鋼加古川 2 高炉の 298kg/t だと思います。

但し、このときは微粉炭 123kg と重油 62kg を併せて使っていますが、コークスだけで比

較すれば１／２０に近いですね。なお、初めはコークス比という言葉を使っていたので

すが、そのうちに重油を入れたり、今は微粉炭を入れたりしていますから、燃料比とい

います。コークス比と重油比を足したものを燃料比といって、それで管理していました。 

 今、燃料比と云いましたがしかし 近では還元剤比という言葉を使っているようです。

私が昔のまま燃料比なんて言うと、現役の連中から叱られます。あれは燃料ではない。

還元剤であると。燃料だと、それこそ車の燃費や何かと同じような扱いをされますが、

これは鉄をつくるための還元剤であって燃料ではないということで。（笑） 

●(７ページの図を指しながら)あそこの一番下の反応で、あれはなぜ CO2 にならないの

ですか。CO になってしまうのですか。 

●還元剤だから。 

●中村 それは大変いい質問です。ブードアール反応というのがありまして、ある平衡

条件下、つまり少なくとも大体 500～600 度以上のところで炭素が過剰にあると平衡的に

CO2 がＣＯになってしまうのです。 

●ああ、そうですか。 

●一番上の段に６CO と書いてある、あのＣＯが欲しいんですよね。だからこっちでとに

かくＣＯをつくってやる。 

●中村 そうです。もっと凄いのはそのＣＯは炉内を上昇しながら鉄鉱石から酸素を奪

って自分はＣＯ２になってこれにはもう還元力はない。しかし、周りのコークスから炭

素を貰ってもう一度ＣＯに戻る。高炉の高効率の理由の一つです。よくぞ聞いてくださ

ったという感じです（笑）。こんなリアクターは他にないと思います。こういう話を始め
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ると際限なく話がどこかへ行ってしまう可能性があるのですが、まさにいい指摘です。

さっき言いましたように、過剰な……。ちょっと脱線していいですか。 

●はい。（笑） 

●中村 これはコークスにとっては非常に重要なところで、コークスのかなり根本的な

問題なんです。 

 Ｃ＋Ｏ2 で、普通は空気中で燃やせば当然のことながら酸素が過剰ですから CO2 まで行

ってしまう。ところが、先ほどからもうしつこく言っていますように、さっきの図でこ

の中、特に炉の中ほどのここら辺まで来ると、全部鉄は溶けて下へ落ちていきます。つ

まりこういうことです。順番からいうと、鉄鉱石がこう入ってきますね。これはまだ酸

化物です。この黒の丸は鉄鉱石です。これが下から上がってくるこの CO、高温の還元ガ

スで金属鉄になる。特に周りにはコークスがぎっしり詰まっている訳です。そうすると、

だんだん鉄が周りからカーボンを吸う。カーボンを吸うと、融点ががーっと下がってく

る。通常皆さんが目にしているスティールは大体 1500 度ぐらいが融点ですが、これに炭

素が入ると 1200 度以下まで融点が下がるのです。そうすると、途中からどんどんどんど

ん溶けて下へ落ちてくる。したがってこの辺は実際に中に詰まっているものはコークス

だけなんです。さっき言いましたように、少なくとも 1000 度ぐらいになるともう完全に

平衡が CO のほうへ行っていますから CO2 があったとしても CO になる。これは鉱石の還

元という意味では望ましいことですが、コークスにとっては身を削られることになる。

今云った鉄に炭素が溶け込むことを含めて炉内でコークスが劣化し細化、粉化を起こす

原因です。 

 いいところを聞いていただいたというのは、マクロにいうとそういうことですが、こ

の送風羽口のごく近傍は 1400 度ぐらいの高温空気を猛烈な勢いで吹き込んでいますか

ら、実はここは１メートル半ぐらいの空洞になっていますが、当然その空洞の手前の部

分には空気がそのまま入っていますから酸素の分圧が高い。ですから、そこでは実は一

遍 CO2 になるのですが、ここの空間部分――レースウェイといいますが――を通り抜け

ると、ここにコークスがぎっしり詰まった充填層がある訳です。そうすると、平衡論か

らいって、一遍 CO2 になっていたものが CO2＋Ｃで CO に戻ってしまう。これが実は吸熱

反応なんです。Ｃ＋Ｏ2 で CO2 になるのは物すごい大発熱反応ですが、CO2 がもう一度カ

ーボンと反応して CO になるのは吸熱反応なんです。それで、ここでガスの温度がぐうっ

と下がってしまう。 
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 したがって鉄鉱石を還元するのはＣＯガスですから 後はＣＯになってもらわなくて

は困るのですが、余り早く吸熱反応が進むとレースウェイ温度が保てない。炉の下部は

常に熱い状態を保ってくれないと、ここが冷えてくるともちろん溶けた溶銑を取り出し

たりすることができなくなりますから、ここの温度の維持が非常に大切です。 

 ぴかぴかのコークスに焼きたいというもう一つの理由は、中で粉になったりすること

を防ぐという意味もありますが、反応性を抑えてレースウェイ温度を下げないようにす

るためでもあります。 

これはレースウェイを再現するための装置で、ここへコークスを詰めて、ここから熱風

を送って、高炉の羽口のところを再現するということをやっています。 

例えば送風条件をまったく同じにして、木炭と製鉄用のコークスを比べますと、木炭で

は 高温度が 1250 度ぐらいまでしか上がらないけれども、製鉄用コークスでは 1800 度

ぐらいまで行く。そのぐらい違う。同じコークス間でもコークスの粒径を変えただけで

この空間部分の大きさがこんなに違ってしまったり、 高温度やガスの経路も微妙に違

ったりする。炭材の性質が違うだけでその温度やガスの流れも変わってくるのです。 

●それは CO2 が CO になる反応の抑制がコークスによって違うということですか。 

●中村 そう、そう。 

●ということは、それは……。こんなことを聞いているとだんだん深く入っていってし

まいますが、どういう条件が整えばそうなるのですか。そういう点において木炭との違

いというのはどういうことですか。 

●中村 もう１枚図がどこかにあるはずですが・・・？。 

●要するに木炭のほうが反応性が高いということですか。表面積が大きいとか。 

●中村 つまり反応性がいいコークス、反応しやすいコークスでやっていますと、それ

はソリューション反応といいますが、CO2 が CO2＋C で CO になる吸熱反応が同時並行的に

起こることになる。言い方を変えると、全体で見ると、まさにさっきここに示したよう

に、この反応熱がＣ＋Ｏ2 で CO2 になる発熱量（393.5kJ/mol）と、Ｃ＋1/2Ｏ2 で CO にな

る反応（110.5kJ/mol）で４倍近くの発熱量が違う。高炉へ吹き込まれた高温の空気で一

旦は CO2 になるのですがこれが CO2 で止まってくれれば約４倍の発熱量が出るから温度

が高くなる。 

●だから、要するにコークスとしては反応性があまり高過ぎてはよくないということで

すか。 



 292

●中村 そうです。コークスの充填層までくれば CO になる反応は起こっても仕方がない。

しかしコークスの反応性が高いと空間部であるレースウェイで旋回しているコークスで

反応が起こってしまう。そうすればレースウェイの温度が上がらないということになる

訳です。ただ、炉内の少し上の方で鉄鉱石の還元が起こっている部分では、還元の結果

発生した CO2 を、もう一度 CO に戻して還元反応に参加させるという意味合いもあるので

そこのバランスが難しい。 

●コークス製造の過程ではそれをいかにコントロールするかということですね。 

●中村 そうです。だから、日常的なコークスの評価基準の中に硬さのほかに反応性と

いうのがあって、反応性をいかに抑えるか。 

●その反応性は何で決まるのですか。 

●それは表面積とか、何か物理的な差とかになるんでしょうね。それから、何かの変な

金属成分なんかが触媒的に作用して反応が進んでしまうとか。 

●中村 話がちょっとそっちへ流れていますが、いいですか。 

●だんだんコークスの専門的な話になって（笑）。 

●それではこの辺にしてもとに戻りましょうか。あまりそちらに深く入っていくと本題

の話が進みませんから。 

●中村 これは木炭ではありませんが、後で話をしようと思っていたのですが、これは

高炉で通常使われているコークスです。それから、こちらの成型コークスというのは、

粘結炭いう高い価格の原料炭ではなく、もっと普通の安い、いってみれば火力発電所な

どで使っているような比較的安い石炭をバインダーで無理やりくっつけてつくったコー

クスです。 
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 これはコークス断面の顕微鏡写真ですが、コークスが炉内を通ってくると、暗くて見

えにくいのですが、こちらの普通コークスでは、これが挿入前で、この白く見えている

ところが炭素の部分ですが、一応こうずっとつながっています。成型コークスの場合も

のりでくっつけていますから一応くっついたように見えます。こちらは普通コークスが

高炉の中をずうっと下まで下りてきたものを羽口からかき出したものですが、それでも

組織として一応ちゃんとつながっていて、こういう空隙、ボイドのところは確かに少し

やられて大きくなっているような印象はありますが、全体としてまだつながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ところがこっち成型コークス)について見てみますと、今この白と黒との斑になってい

る部分がもともとの成形コークスの接合構造ですが、それがほとんど切れかかっていま

す。非粘結炭の組織粒子をいってみれば糊みたいなものでくっつけたのですが、炉内を

通ってくるうちに糊の部分だけが選択的にやられてしまっている。折角、糊でつけてや

ったものが結果的に粉の集まりに戻って、元の木阿弥になってしまう。そうすると、そ

れこそ表面積が大きくなるので反応性が物すごく高くなる。一事が万事で、大体反応性

というのは一つの一つの石炭粒子のそういう構造的なものにも依存し、こういうボイド

のでき方とか、それが炉内でどのぐらいアタックされて２次的な変化をするかとか、そ

ういうことが全部関係して効いてくる世界です。  

それで私は、父がいかに高炉屋が自分の操業技術を棚に上げて理不尽な要求を突きつけ

てくるかということを晩酌しながらぼやいているのを聞きながら育ちましたから、これ

がこのままいったら、下手をするとコークス屋にされてしまう。コークス屋になったら
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おやじの二の舞だということもあってそれで高炉をやることになったのですが、冒頭申

しましたように、反応という側面から入らないで計測屋みたいなことを始めて、ひたす

ら計測屋のような顔をして高炉に出入りをしました。ただ、やっぱり何となく父親がぼ

やいていたのが頭にありましたから、重油の多量吹き込みのテーマで入った高炉の世界

でしたが、そのうち何とかコークスの性質と高炉の炉況の間の因果関係を、計測という

手段を媒体にしてはっきりさせたいということに関心が移行してきました。 

●さっき運命的な出会いとおっしゃいましたけれども。 

●中村 ええ、たまたま計測研究室のドアが開いていたという偶然で。 

●計測の人たちと一緒にするようになって、次の展開というか、ステップというのはど

ういう形で出てきたのですか。 

●中村 そうやって計測屋さんと始めて、花魁簪（おいらんかんざし）とかいって悪口

を言われながら、高炉にいろんな検出端をつけ、テレビで炉内を覗いたり、ガスのサン

プラーで中のガス分析をやったりということを始めたのですが、そういうデータが出て

くればくるほど分からなくなりました。いろいろな形の検出情報はあくまでもデータで

しかなくて、こっちの温度の推移とこちらの圧力の推移がデータとしては目の前に出て

くるけれども、一体なぜこの間にこういう関係があるのかを理解するためには、結局も

う一度反応へ戻らないとわからないということになりました。 

 それで実は研究所に炉をつくって実験した結果、レースウェイがどうやら一番高炉の

要だということの見当がついてきました。昔から宿老さんが羽口をこうやってのぞいて

炉況を判断していたのはこういうことだったのかなという訳です。 

●レースウェイというのはどこをいうんですか。羽口のところのどの部分ですか。 

●中村 空間部分です。 

●空間部分をレースウェイというんですか。 

●中村 ええ。 

●その辺をレースウェイというんですか。 

●中村 ええ。さっきの写真は静止写真だから見えないのですが、よく見るとここでコ

ークスがこう旋回しているんです。上から下がってきたコークスがこの熱風で吹き飛ば

されて空洞ができ、その中を物すごい勢いでコークスが旋回している。ちょうど、競馬

ではないですけれども、レース場といいますか……。 

●あっ、それでレースウェイ。 
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●中村 ええ、そのレースなんです。 

●条件によってレースウェイ容積が変わる訳ですね。 

●中村 変わる訳です。さっき言いましたように、送風条件を変えないで、粒度を変え

ただけでもこのぐらい姿かたちが違う訳です。ここが高炉の壁で、右側側が高炉でいえ

ば炉の中心になる訳ですが、この温度分布を見ていただくとわかると思いますが、コー

クスが細かいとガスが真っすぐ壁際を上がってしまって、炉の中心まで届かない。コー

クスの粒径が粗いと、中心まで素直に入っていってくれる。 

●それで、その部分モデルを作って解析された訳ですか。 

●中村 ええ。このレースウェイ部分を切り出した炉（ホットモデル）を作って、例え

ば今言いましたようにコークスの粒径が違うだけでこんなに違うねとか、あるいは通常

高炉現場で使われているコークスと先ほど話題にした木炭その他いろいろな炭材との比

較を行いました。例えば石油ピッチコークスは石油精製工程で発生する残渣油で作った

きわめて緻密で硬いコークスですが、送風条件を変えなくても 2000 度を超えます。 

●こういう基礎的な、レースウェイの研究というか、観測をしたのは中村さんが 初で

すか。 

●中村 多分そうでしょうね。高炉を縮尺した試験高炉と言うのはあったんですが、実

験するのに膨大なお金と人手が必要で、この実験をやる頃潰されてしまいました。 

●あまり実炉ではできない話ですね。それで実験炉をつくって、木炭だとか何かいろい

ろのもので試してみた。 

●中村 そう、そう。 

●なるほど。中村さんのオリジナリティーですね。 

●オリジナリティーがそこにあるんですね。 

●中村 レースウェイを切り取って実験したところはオリジナリティといっていいと思

いますが、実は温度測定という切り口では現実の高炉のレースウエイ温度は１９世紀に

測られている。学位論文をまとめるために過去に遡って文献を調べたら１９世紀にブン

ゼンがレースウェイ温度を測っている。多分ブンゼンバーナーのブンゼンです。これに

は驚きました。考えてみると昔はレースウェイ温度はそんなに高くなかったから測れた。

しかし現在は 2000℃を越える温度になっていて測る方法がないので誰もやらなかった

ということだと思います。それにしてもブンゼンは 19 世紀にレースウェイ温度の重要性

を認識していた訳です。 
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今レースウェイだけの話をしていますが、炉頂を切り取ってみたり、途中のところを

切り取ってみたりして、いろんなモデル実験をいろいろな形でやりました。 

●そうすると、また話が飛んでしまいますが、成型コークスに対して相当社内で期待さ

れて「やれ」と言われたのだけど、この実験で明らかに「だめよ」と言うことが分かっ

たということですね。成型コークスを使うのが嫌だからやらないのではなくて、実験的

に無理だということを示されてしまったということですね。（笑） 

●中村 この辺がまた会社のおもしろいところで、研究所が何か言い出す訳ではなくて、

成型コークスを使うということが会社のトップの方針として先に決まるのです。 

 もう時効になっているからいいと思いますが、私が聞いている話では（笑）ある関西

のコークス屋さんがつぶれかけて、そこを救済するために、当時の新日鉄のトップのだ

れかさんの「そこのコークスを使ってやれ」という鶴の一声がばーんと下りて来たらし

いのです。（笑）そうなると、本当に天の声みたいなもので、やるということが社として

先に決まるのです。決まるのですが、現場の人たちにとっては何か訳のわからないもの

を使わされるということがあって、こんなものを使って何か起こったら今度は自分たち

が苦労するし、そこの事業所としての損失になるから心配な訳です。それで「何かこう

いう話があるんだがちょっと事前にチェックしてくれ」という話が本社を経由して研究

所のほうに来ました（笑）。 

 この実験は堺製鉄所でやったのですが、現場実験を決定した本社が一方では研究所の

私たちに、こういうよんどころない事情で堺にこういう危なっかしい実験をやらせるこ

とになったが、あなたたちは高炉計測をやっているね、成型コークスを入れたときに、

一体高炉がどういうふうに応答するかを、検出端を使ってトレースしてくれという話が

ひとつ。それから、もうそのときはこのレースウェイの実験を始めていましたから、こ

の成型コークスを使用した場合にレースウェイでどういうことが起こるかをちょっと試

してみてくれということが二つ目の要請です。 
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そういうことで実験をやりました。その結果がこれです。普通コークスはこの矢印で示

していますが、割合素直に斜め上に上がって、要するに炉の中心に向かって流れていま

す。ところが成型コークスだと、さっきの細粒コークスと同じように、もう炉壁をずっ

と上がっている訳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●結論からすると、これは結局は使わなかったんですか。 

●中村 使ったんです。 

●たしかそうですよね。新聞なんかで使ったって出ていましたから。 

●中村 使われたんです。 

●こういう問題があるのに何で使ったのですか。（笑） 

●中村 今回のヒアリングに際しての設問項目に支援者という項目があるからここでぜ

ひ強調しておきたいと思うのは、現場は敢えてやったんです。やはりトップの意思とい

うこともあるけれど、もしかしたら将来こういう成型コークスを使うというようなこと

を本気になって考えなければいけない局面が来るかもしれない。実際、その後国家プロ

ジェクトとして成型コークスというのをやったのですから。 

原料のコストダウンということからいえば高価な粘結炭を使わない成型コークスのほ

うが有利なことは明らかです。だから、将来もしかしたら使わざるを得ないかもしれな

いから、これはある意味で千載一遇のチャンスだということで、寧ろ現場の方が是非や

ろうと積極的になったんです。もちろん製鉄所としては、「ちょっとこういうことだから
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頼む」ということで本社から因果を含められたという受身な形ですが、現場の人たちは

むしろ違いました。これを機会に成型コークスの使い勝手を少しでも試しておこうとい

う感じでした。 

 しかし研究所でやった実験の段階でレースウェイで粉になることが分かってしまいま

した。 

これは炉内での燃焼実験ですが、一遍炭酸ガスになったものがコークスのベッドに入

って CO2+Ｃで CO に戻る反応です。普通コークスだとこの程度の粉のなり方ですが、成

型コークスをこれと全く同じ条件でもうこんなに違う。   

 

●この右と左に二つ並んでいるのは何と書いてあるんですか。 

●中村 これが塊状の部分です。 

● 初は。 

●中村 これは普通コークスです。 

●普通コークスと二つ、右と左に並んでいますね。 

●中村 これはまだ塊のまま残っている部分。これはちょっと見にくいですが、粉です。 

●あっ、粉を広げてあるんですか。 

 

 



 299

●中村 そうです。 

●ああ、そういうことですか。なるほど。全部粉になってしまったということですね。

ああ、そういう意味ですか。大きい塊が粉になったと。 

●中村 そう、そう。もちろん重さで比較したって明らかです。何しろ残っている部分

がこんなに違いますから。だからさっきから永田さんにいい質問だと言ったのは、同じ

条件でやってももうその結果がこれだけ違う訳です。同じ条件でやっても、普通コーク

スはこれだけ塊のまま残っているのに、成型コークスはこんなにやせ細ってしまってい

る訳です。 

●そうすると、研究所でこういう基礎的な実験なんかやってデータを持っていながら、

会社の方針がもう使うということに決まっていて、現場のほうもみんなそれに貢献しよ

うというので頑張ってしまっていると、中村さんは真実を知っているだけに非常に嫌な

感じがしますよね。 

●中村 いや、いや、データは全部現場に出していますから、現場の方ではこういうこ

とが起こることを納得した上でやっている訳です。 

●でも、変な質問になりますが、結局 後はだめだった訳ですよね。 終的には。 

●中村 だめ。 

●だめというか、結論からいうと、成型コークスは使えなかったと。 

●中村 使ったんです。 

●いや、使ってしまったけれども、もちろん今は使ってないでしょう。 

●中村 ええ、使ってない。 

●だから、どこかでもうこの成型コークスという技術は、今の成型コークスやり方とは

違う．．．．．． 

●中村 ただ、成型コークスという形ではないのですが、粘結炭を減らすときに、どう

いうつくり方をしたらこういうぶざまなことにはならないかという技術にはちゃんとつ

ながっています。成型コークスと紛らわしいのですが、成型炭配合コークスと言ってコ

ークス炉に原料の石炭を粉で入れるのではなくて、その一部を事前に成型して、それを

粉の石炭と併せてコークス炉へ入れて焼くというようなことをやっています。 

 出来たコークスは豆炭というような姿形はしていなくて、これまでのコークスと形は

同じですが、そのコークスをミクロに見ると、成型コークスと共通の思想が盛り込まれ

ています。 
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●私の質問の仕方が悪かったのかな。私が聞きたいのは、要するに…… 

●中村 コークス屋はコークスをつくっていたからね。 

●いや、そういう意味ではなく、開発をしてブレイクスルーしたときに感動があるので

すが、逆感動があったのではないかなと思って。我々がこれだけやったのに、それを無

視してやるから結局こうなるでしょうと。（笑）そんなようなところもあったのではない

かなという感じが……。 

●中村 いや、それはなかった。 

●ああ、そうですか。 

●中村 それは、だって、さっきから言っているように、もうお互いに納得ずくでやっ

てた訳だから。お互いにやっぱりそうだったね・・ということです。新しいことが見つ

かったというのとはちょっと違う。 

●ああ、そうですか。わかっているけどやったと。 

●中村 お互いに納得ずくでやっている訳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実はこれが花魁簪と悪口をいわれた検出端情報で、これだけ見てもわからないと思い

ますが、成型コークスの使用割合をゼロから段々上げて５０％まで行って、暫くキープ

した後下げてゼロ、つまり通常のコークス操業に戻しています。この縦軸は高炉の各段

につけた圧力計の圧力の分布を示していますが、成型コークスを入れ始めた途端にバー

ンと圧力が上がっているでしょ。（笑）もう吹き抜けるのではないかということで、現場

の人たちは気が気じゃない。工場長が計器室の計器の前に座り込んで睨んでいるような

新日鉄　堺　高炉における使用試験
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状況で、私たちも成り行き上つき合っている。私たちがいてどうなるというものではな

いけれども、圧力計の変動に一喜一憂している。とにかく成型コークスを入れ始めたら

高炉は入れたということに明らかに反応して、それがデータとして見えている訳です。 

 そのときの現場が本当に偉かったと思うのですが、こんな状態になったら、「やっぱり

やめた」ということになるのが普通です。それを、堺の現場は頑張った。当時、どこで

もそうだと思いますが、現場にはいわゆるラインとそれをサポートするスタッフという

2 系列の組織があって、ラインは炉前を駆けずり回って毎日の操業をやっている訳です。

一方、スタッフはそれに理論的なというか、操業上のいろんな技術的なアドバイスをす

る。そのスタッフの責任者が物すごく理論的というか、頭が鋭いというか、きっちりし

た人で、いろいろ部下に計算させたり何かする。 

 例えば、コークスがどういう姿形をしているかというのを黒木さんは知っているかな。 

●ええ、それは多少研究所でやっていましたから。 

●中村 普通コークスというのはイレギュラーな形をしています。ところが成型コーク

スというのは豆炭をそのまま乾留していますから、本当に豆炭の形です。枕みたいな格

好をして。それをこう入れますから、ぎっしり隙間なく入ってしまう。 

●ああ、同じ大きさで揃っているから。 

●中村 ええ。鉄に対する炭素の量ということで高炉に入れますから、重量で入れるん

ですが、かさ密度が違いますからたくさん入ってしまう。豆炭のほうがきっちり入るも

のだから、ぎっしり入ってしまう。それで、それだけでもう原理的に圧力高くなってし

まう。だから、スタッフの責任者である当時の課長さんが計算させて、本来理屈からい

っても送風圧力がここまで上がってもおかしくはない。現状はそれよりも高いけれど、

普通操業をやっていてもこのぐらい上がったり下がったりというのがないことはないか

ら、まあ頑張れみたいな、何かそういうようなことで励ますような人でした。 

 私どもがデータを出して、中でこういうことが起こっているに違いないと予告したが

案の定起こったという感じがする訳です。我々はもちろんそう思うし、現場の人たちも、

やはり研究所の連中の言ってるようなことが起こったなと思っている訳です。だから、

じゃあこれをどう回避しようかという段になって、今ガスは炉壁寄りをこう上がってい

て、それで圧力が高くなったように見えるけれども、多分炉心のほうは死んでいる。ど

うやってこの中にガスを通すかというようなことを、現場の人たちは現場の人たちで考

える訳です。 
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●成型コークスという、同じ形の、同じ大きさのやつを使うからそうなるのであって、

いろんな形のコークスをつくったらどうですか。大きさと形の違うやつをつくって、そ

れを混ぜて入れるとか。 

●中村 その気になればですが、そうすると今度はコークスの製造設備から何から変え

なければならないという話になる訳です。 

●それはまあそうですが、そういうことを加味して普通コークスとのコスト比較という

のはやられたのですか。 

●中村 いや、そこまでやっていません。とにかく問題点をはっきりさせ、操業上の対

策を立てるということが当面の目標でした。 

 研究所のレースウェイモデル実験炉で、成型コークスが粉化する傾向があることはわ

かっていて、案の定、高炉の検出端もそれを裏書するような情報を送ってきている。と

なれば、現場としては対策の考えようはある訳です。炉の中心部分の通気性を確保すれ

ばよいと言うことは容易にわかりますので、例えば粗い通常のコークスを中へ入れて、

成型コークスは外周部へ入れるとかいうことは装入技術としてやれる訳です。多分現場

で特許になって二つ、三つは出ていると思います。 

さっき感動という質問がありましたが、特に決定的な瞬間があるということでないの

ですが、その意味では研究所と現場双方が一つの技術に目処をつけたという感動が、報

告書を書いたり、特許の請求項目を考えている過程でじわじわと出てくるというのが実

際です。 

●ちょっと進めたいと思いますが、部分モデルをつくっていろいろな測定をやっていっ

て、その次の段階というのはどういうことになったのでしょうか。数学モデルをつくる

というところはもっと先ですか。 

●中村 今の質問にお答えする前に、成型コークスと普通コークスの評価についての黒

木さんの質問に一言触れておきたいと思います。 

先程コスト比較はやっていないと云いました。堺製鉄所での実験は「成型コークスあり

き」からスタートした経緯から経済効果などは二の次の話でしたし、結果は惨憺たる物

でしたから話になりませんが、その後、国家プロジェクトに採択され 200t-coke／日の

パイロットプラントが稼動し、戸畑の大型高炉で 74 日間の長期使用が確認されました。 

 さらにその後、そのプロジェクトの成果を川崎製鉄さん（現在の JFE）が実用化する

かどうかを検討され、その際高炉内通気性の低下に対処するため，成型コークスを大型
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化すると同時に形状を枕型から中凹型形状へ変更する検討がなされました。このとき当

然経済的な評価もされましたが、コークス炉を新設するということにならなかったのは

事実です。しかしこれは成型コークスの評価とは別次元の話です。将来の石炭資源問題、

購買問題に備えるための保険のようなものですから。 

このような現場実験から帰って所長のところに報告に行くと、たまたま当時の研究所

の所長が私の父親のことを知っていて、にやにやしながら、「おまえ、おやじの敵を討ち

よるなあ」とか言っていました。確かに、かたきということではないのですが、コーク

ス屋になってしまったらおやじの二の舞だと思って高炉屋になって、特に計測屋と組ん

で高炉の炉況を把握しながらコークスのあるべき姿を追った訳ですから父の遺志を継い

だと言えるかもしれません。研究所で予備実験をして仮説を立てる。それを現場で実証

すると共に、現場では提起された問題を解決するための知恵を絞ると言うパターンでし

た。 

計算機モデルに移る前にもう少しモデル実験の話をしないと計算機につながらないので

少し話を続けさせて下さい。 

堺では炉頂での原料の装入分布制御で解決を図った訳ですが、これについても炉頂の

部分モデルを使って規則性の解明を試みました。モデル化についてはいろんなことをや

りましたが、コークスに関連してもう一つ大きい研究テーマは高炉炉底の溶銑流研究で

す。炉内を溶けた銑鉄が雨のように降ってきて、それが炉底にたまっていて、それを出

銑口と称する穴から間欠的に出す訳です。高炉炉底には一番底までコークスがぎっしり

詰まっている訳です。その詰まっているコークスの中を、溶けた銑鉄とスラグがかき分

けて出銑口に集まってくる。 それで、通りにくいものだから、通りやすいところを探

す訳です。中心部分は上からの荷重を全部支えていますからぎっしり詰まっていますが、

壁に近いところは壁で荷重が支えられコークスの充填状態が粗で比較的通りやすい。だ

から、上から下りてきた溶銑がこの壁際を通って、出銑口へ集まるということが起こる。

そうすると、段々壁を削って、漫画ののらくろのあごみたいに炉底のレンガが削られて

いく。 

●ああ、のらくろの顔みたいだな。 

●中村 ええ、侵食されてくる。それが、ある日突然炉底のレンガを破って漏れ出すと

いうことがある。そうすると、普通ここは冷却のため散水していますから、水蒸気爆発

を起こして大変なことになる。 
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●ほう。実際あるんですか。 

●中村 はい、かつてはありました（笑）。これは高炉にとっては致命的な事故で、そう

なったら高炉を一遍止めて改修するしかないみたいなところがあります。 

ここも花魁簪でいっぱい温度計を入れてどこか一部分が、異常に熱くなってないかと

いうようなことを管理しているのですが、あるときある高炉の炉底の一部が破れそうに

なって、何か対策を考えろという話がありました。まずは研究所でモデルをつくって、

炉底がどういう詰まり方をしたときにどういう流れ方をするかというメカニズム的な研

究をまずベースとしてやった上で現場に行って、さっきの成型コークスと同じですが、

やはりそのときも検出端を補強して、上でこういろいろアクションを取ったときに、そ

れがどういうふうに検出端に反映してくるかというのを検証した訳です。 

炉底の湯流れは実際には 1500℃ですが、レースウェイの場合と違って反応を伴うこと

のない流動という物理現象ですのでこの場合はプラスティックで炉底を縮尺したモデル

でやりました。炉頂の装入分布も同様で私たちはこれをコールドモデルと呼んでいます。

反応が絡むものは温度を縮小することが出来ないので基本的に高炉と同じ温度条件でや

るのでホットモデルということになります。 

ちょっと脱線しましたが、それから、流れを直接はかろうということで、今は多分そ

んなことは許されないと思いますがＲＩ(ラジオアイソトープ)を、上のある箇所へ打ち

込んだときに、あるラジオアイソトープがどれだけのタイムラグでどこの出銑口へ出て

くるかとかいうことを調べて、直接計測するとか、そんなことが当時は出来た。 

今でも随分恐ろしいことをやってくれたなと改めて思うのは、やっぱり普通ついている

温度計だと感度が鈍い。だから、上で何かアクションを取っても、それが敏感に下の検

出端に反映されない。それで、炉底にドリルで穴を開けて、深ざしの温度計とかって、

ああいうことを現場の人はやってくれるんです（笑）。もちろん壁の向こうは溶銑ですか

ら温度が高い訳です。だから水を掛けながらやるんですが、水蒸気がブワーっと出てき

て、今にも向こうに孔が抜けて溶銑が出てくるんじゃないかと我々は気が気じゃないん

ですが、現場の人たちは割合平気でそんなことをやってくれました。 

●それで、この数学モデルというのはその部分モデル全体を含めたものですね。 

●中村 ええ、そうです。そうやって炉頂の装入分布問題、レースウェイの問題、炉底

の問題、それから高炉途中を装入物がどのように降下してくるかなどを、部分的にそれ

ぞれいろいろな条件で、ホットモデル、コールドモデルで研究をやりましたが、それは
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あくまでも部分部分がわかったということでしかない。 

だから、それを全体として高炉の状況に再構成するとなったら、その部分部分を継ぎ合

わせて高炉を１本建てるしかない訳です。しかし、さっき言ったように莫大な費用が必

要でとても。 

●その前に、この部分モデルというか、部分に対して立てた数学モデルが果たして合っ

ているかどうかということの検証はどうやってやるのですか。それは、実際の測定値と

比べて合っていればモデルが正しいということですか。 

●中村 だから、数学的な部分モデルはあるモデル実験でやった因果関係に基づいてつ

くっている訳です。そこの間は勿論対応している訳です。 

●なるほど。それがモデルの実験値に合うように数学モデルをつくる訳ですか。 

●中村 そうです。例えば充填層の中のガス流れの問題であれば、ナビアストークス式

とかカルマンの式とかいうガス流れに関する基礎的な式が既にある訳です。そういうも

のを使って、そこにある粒子の充填状態をパラメータに入れて、さらに熱の伝達とか反

応式などを組み合わせて数学モデルを作っていく訳です。 

 しかし炉頂だけは理論モデルがなかった。ほかは先に述べたようにある程度の理論と

いうのがあったのですが。鉱石やコークスのように不定形で、粒度分布があり、しかも

比重摩擦係数など物性が違うものがまざって、それが炉頂で装入されざあっと落ちてき

たときに、どういうふうに流れて、落ち着いて安息角をつくるかとか、あるいはコーク

スと鉱石を交互に入れる訳ですが、そうすると後のものが先に装入されたものの一部を

巻き込みながら混合層ができる。一体その混合層がどういうふうにできるかとか。 

 もっと厄介なのは、下からガスが上がっていますから鉱石やコークスは浮きがちにな

っている。しかも、普通中心流がある程度できた状態でやるのが操業としては割合安定

です。炉頂にテレビカメラをつけて見ていますと、コークスなど装入物が旋回している。

そんな状況ですから装入物の流れは当然下からのガスによる浮力の影響を受けます。先

程から繰り返し蒸し返しているように炉内のガス流れの分布は装入物の充填状況により

規定されていますので因果関係が循環する形になっている訳です。 

不均一な粒子の安息角についての規則性すらわかっていない状況で、下からガスが上が

ったとき、しかもそのガスに分布があるとどうなるかについて実験室レベルでのモデル

実験をやったんですが、それは理屈ではなくて、 後まで実験式でしかなかった。 

●それでその部分モデルがこの高炉全体に影響するということですね。それは具体的に
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はどういうやり方になるのですか。 

●中村 モデル実験でものの流れとか熱の移動それに反応を加えた微分方程式がそれぞ

れの箇所についてできる訳です。それを炉頂から炉底までずっと連立して解きます。 

●それは部分部分の微分方程式を単に足し合わせていったということですか。 

●中村 そうです。境界条件を合わせて継ぎ足していく。 

●この部分はこの微分方程式に従ってこの境界条件で、その次はこうだと。 

●中村 そう、そう。 

●そういうやり方で高炉全体の炉況をあらわすことはできるのですか。 

●中村 いや、（笑）まだそこまでいきません。定常状態はかなり出来ていますが非定常

や炉の円周方向の違いまではとても・・・。 

●炉頂は無理としても、その下の部分については。 

●中村 現在はコンピュータの能力も上がっていますし、知見も増えているのでかなり

近い線に行っていると思います。当時はワンケース一日とか一晩とか言う世界でした。 

逆に計算結果が本当にそうかというのは検証できない。こうなっているはずだとしか

言いようがない。そもそも実際に検出端を入れて炉況を実測できないことから、少ない

情報から炉内を推定したいとういうことを始めた訳です。花魁簪と言いましたが、それ

はあくまでも靴の底からでしかない。壁際のほんの一部の情報しかない。私が現役の

後のころになって、ゾンデと称してかなり大げさなパイプを炉内へ打ち込んで各種の測

定やサンプルの採取を始めましたが、それだって常時入れっ放しという訳にいかない。 

●それは実際の高炉に対してですか。 

●中村 そうです。私が研究所を卒業する少し前から、太いパイプのゾンデを炉内に入

れて数学モデルの確かさを検証するということをやっと始めたということですが、研究

所の私たちとすれば、また説明できないことが出て研究の種が増えるという訳です。 

●こんなことをやると操業に影響してしまうこともある訳ですか。 

●中村 あります。検出端もやっぱり異物なんです。炉内の充填物は、６時間ぐらいで

下まで降りてくる訳です。そこへゾンデが入る訳です。高炉の大きさに比べれば大した

大きさのものではないのですが、何か異物が入って、装入物充填層をナイフで切ってい

るような感じになる。 

 そうすると、せっかく層状に入れて、コークスはコークス、鉱石は鉱石ということで

それぞれの性質が混じらないようにして、それで通気性を制御することをやっているの
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ですが、何か変なものが入っているとそこに混合層ができて、そこだけガスの通り方が

変わってしまう。 

●大いにあり得ることですね。 

●中村 ええ。ということは、高炉全体から見ると本当に大した問題ではないと思うの

ですが、後になって考えてみると、混合層をつくるとか何かそういう悪さをしている。

だから、いつも入れっ放しにするということは勿論できませんし、温度的には炉の上の

ほうは大丈夫ですが、こんなところに長時間検出端を入れることは到底できない訳です。 

●それで、こういった実際の高炉を使っての実験等によって数学モデルが大体の炉況を

あらわしているということがわかったということですね。 

●中村 ええ。 

●わかったら、それを実際今度は次のステップに生かすということはどういう形でなさ

れる訳ですか。 

●中村 成型コークスみたいなドラスティックな実験はもう今できませんが、 近です

と重油が使えなくなって、じゃあ微粉炭に変えようという話が出たりするときです。そ

うするとやはり同じような問題ですから応用ができる訳です。一応微粉炭ですから擬似

流体にはなっている。ただ、反応性とか、カーボンと水素の比率とか、灰分が違うとか

はあります。 

 そういう状況の中で、重油から微粉炭に代替するときに、さっきの成型コークスの事

例ではないですが、そういう状況の変化に対してほかの操業条件をどういうふうに変え

るべきかというときには非常に有効です。従来だったら、やってみて、試行錯誤でいい

ところを探すと、実際にはそれに近いかもしれませんが、ある程度理屈でこうなるはず

だということがわかっていると、実際の高炉状況を見ていて、対策が考え易い訳です。 

 ですから、数学モデルは日常的な操業に使うというよりは、何か操業条件を変更しな

ければならないときに威力を発揮します。もしこうやったときにどういうことが起こる

だろうかというのを、コンピュータの上だからいくらでもできる訳です。さっきの成型

コークスではないけれども、もしかしたら高炉を一つおしゃかにするかどうかというこ

とは今の現実の現場ではできませんから。当時堺の高炉は３本ありましたから、そのう

ちの１本が少しおかしくなってもやむを得ない。むしろ新しい知見が重要ということが

ありましたが、今例えば八幡には１万トン高炉が１基しかない訳ですから、虎の子の、

１万トン高炉がトライアンドエラーでおかしくなってしまったでは済まない訳です。だ
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から、思い切った現場実験は到底できないけれど何かやらなければならないとしたら、

シミュレーションで予め見当をつけておくということが重要になってきます。 

 シミュレーションがいいのは、パラメーターを独立に変えることが出来る。実際の操

業では何か条件を変えるとそれに付随したことが一度に起こって、本当は何が一番効い

たのかが分かりにくい。数学モデルでは単独にパラメータを変更できますから、感度分

析が容易にできる。 

●そうすると、さっきの黒木さんのブレイクスルーしたときの感動という話と関連する

のですが、中村さんのこれまでのお話の中で、ああ、おれは一つの仕事をやったんだと

いう気持ちというか、充足感というのはどの段階で得られましたか。 

●中村 その設問が実は一番答えにくいというか、あまりそういうのはないんです。堺

で現場実験をやったとき、確かに予測したとおりのことが起こっているなという意味で

の充足感はありました。しかし、それでは済まない訳です。本当はそれに対する対策み

たいなものを用意して、それがうまくいったら確かによかったと思うだろうと思います

が、それはさっき言ったように、こちらが提供した情報に基づいて現場の人がいろいろ

あれこれ現場なりの経験やら何やらを使って対処している訳です。 

●でも現場の人が中村さんのアドバイスに基づいてやって、その通りになったら、うん、

やっぱりそうだったよというフィードバックはある訳でしょう。 

●中村 そうです。 

●そのときはやはり「うん、やっぱりおれがやったんだ」と思うでしょう。 

●中村 それはありますが、その辺がちょっと、「プロジェクトＸ」で何かができたとか、

できて売れたというような意味での充足感というのは実は高炉屋には余りないと思いま

す。 

●しかし、今話を伺っていると、いろいろな図の出典を中村学位論文と書いてあるけれ

ども、テーマとしては学位論文が三つも四つも取れそうな大きなものじゃないですか。 

●中村 、そうでしょうね。私がやったのは主としてレースウェイです。数学モデルと

いうのはもちろん私だけの話ではなく、むしろ別の人がやった話です。 

●じゃあ、実際そうなっている訳ですね。もう幾つも学位論文が・・・・。 

●中村 ええ、そうです。 

●でも、仮説的な話がみんなそこで一応ある程度実験を通して明確になってきた訳です

ね。 
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●中村 ええ。要するに一人のスターと言うのがあり得ないのです。現場の作業者を含

めた多数の人の参加があって初めて達成できるものですから。逆に言えば皆「俺がやっ

た」と思っている。 

●今のはかなり操業には生かされている訳ですね。過去に名人がたくさんいて、やって

きたものがそのままそのとおりだったということかもしれませんが、やはり論理的にこ

ういう実験を通してやったものが実用のものとして生きてくる訳ですね。 

●中村 ええ。手前みそかも知れませんがそれははっきり言えると思います。よく言う

のですが、何か実験、研究をやろうとして、予算の窓口のところに行って、実はかくか

くしかじかでこういう実験をやると、さっきのコークス比が１キロ下がるとか、0.何キ

ロ下がるとか、そうすると年間何十億節約できるとか、背伸びをして、説明をして、予

算の窓口とやり合う訳です（笑）。若い係長クラスに鼻の先でせせら笑われて、「今まで

あんたたちが言ってきたことを全部足すと、今ごろコークス比はマイナスになって、鉄

と一緒にコークスが湧いてくることになるんですけどね」とか言って、笑われたりして

いた（笑）。でも、笑いながらも彼らは分かっていて予算を付けてくれ、その積み重ねで、

どれが画期的かということは必ずしもないけれども、現場の人のアイデア、ちょっとし

た創意、提案というようなものを含めた、本当に小さいものの積み上げで、結果的に世

界に冠たる、ということになったのだと思います。 

 ですから、さっきの設問の、何かでできたとか、それで世の中が変わったという意味

での達成感ということにはならないのですが。 

●それは中村さんのご性格のせいで、おれだったら・・・・・。（笑） 

●ああいう一つのモデルを立てて、それが高炉を完全にあらわすとまではいかなくても、

まあまあ大体のことをあらわしているんだということは、これはやはり一つの感動じゃ

ないですか。 

●中村 それは、そのときではなくて、むしろ今感じています。さっき報告書を書きな

がら・・・と言いましたが、現に、今回ヒアリングを受けるに当り、おさらいをしなく

てはと鉄鋼便覧を開くと私が書いた図が出ている。勿論、四半世紀前の話ですからその

後の研究成果が沢山積み重なっている。しかし削除されることもなく、現在読み直して

みてもその後の成果と矛盾していない。 

父親の怨念をいくらか晴らしたことになったかなという感慨はむしろ今あるような気

がします。 
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考えてみたら、黒木さんと重油なんかに拘わったりとかいうことが何となく全体とし

てつながっていて、今はシンクタンクで全く違う技術調査みたいなことをやっている訳

ですが、あのとき苦労したことから比べるとまだ簡単だなと思うことが多いです。一見

複雑そうに見えても、重油の水添脱硫とか高炉の訳のわからなさ加減から見ると（笑）。 

●時間があればもっともっとお伺いしたいのですが、今までの聞き取りの中では一番技

術的に立ち入った質問を今回初めてできたのではないかと思います。まだお伺いしたい

のですが、時間の関係がありますので、これからは一般的なご質問をさせて頂きたいと

思います。 

 この質問は私よくさせてい頂いていますが、研究に対する信条といいますか、中村さ

んにとって研究というものはそもそも一言でいうとどういうものでしょうか。研究とは

こういうものだというのは何かありますか。 

●中村 ごくありきたりというか、常識的なことですが、やはり物事の因果関係を明ら

かにするということです。私の生活すべてがその因果関係によってなりたっている訳で

すから。（笑）それしかほかに選ぶ道はなかったという気がします。 

●じゃあ永遠の幼児みたいなものですね。 

●中村 ええ。いいこと言いますね。（笑）多分そういうことだと思います。 

●蜂を飼うようになったということも、結果として今の中村さんの言葉を裏書している

訳ですな。 

●中村 やはりそうは云っても例外というのはある訳です。理論は理論だけれど、それ

から外れることが必ずある訳です。特に生き物の世界は。高炉からもず～っとある意味

で裏切られ続けてきている訳です。殆ど云う事を聞いてくれない。さっきの成型コーク

スが炉内で壊れるというところまでは応答してくれるけれども、じゃあその先どうすれ

ばいいかというのは、成型コークスの形をいろいろ変えてみたらどうかとか、多分何か

いろいろな選択肢はあると思いますが、極めて再現性に乏しい反応器で、それを実行し

て 適解に辿り着くのに凄いエネルギーが要る訳です。それをずっと続けてきている。

一つわかると直ぐ次の疑問が現れる。このエンドレスの因果関係をどうやって解明して

次へ行くか。それをエネルギーとして今まで来たような気がします。 

●さっき中村さんが、若い経理の担当者を丸め込むときに、この研究でこれだけやって、

何百億もうかるよとかいう話をされましたが、中村さんがこの研究をやるときにはやっ

ぱり丸め込んだのですか（笑）。 
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●だから、中村さんはそうやって丸め込んだんでしょう。 

●やっぱりその手を使ったのですか。 

●中村 ええ、それはもうそうです。実はパートナーの計測屋は硬派で先ず正面から攻

める。それがうまくいかないと軟派の私が搦め手からアタックする。という分担が決っ

ていました。この組み合わせで大抵初志貫徹でした。 

●常套手段というやつ。（笑） 

●中村 さっきも申し上げましたが、全体としての会社の意思というのがある訳です。

危険を冒してでも成型コークスをやってみようという意思がある訳です。言葉が適切か

どうかわかりませんが、それをどうやって、「おやじのかたき討ち」として私の問題意識

に引きつけて、更に現場にもそれなりの何かが残るような形で進めて来たか、というこ

とですね。 

●いろんな要素があったんでしょうね。こういうことをやりたいという中村さんの意思

もあったでしょうが、救済しなければならない成型コークス屋さんの存在もあったし、

それからそのころこういうことを調べて、ぜひ原因を解明しておきたいというようなト

ラブルなんかもあったのでしょう。そんなことはないですか。例えばふん詰まりしてし

まうとか、吹き抜けてしまうとか。それはもう日常茶飯事。 

●中村 いや、流石に日常茶飯事ではなかったですが新日鉄 8 事業所のどこかの高炉が

何らかの課題を抱えていた。日常問題は基本的にはラインの研究所でやっている訳です

が。 

●ライン研究所ではなく、中村さんの基礎研究所でこれに取り組んでしまったというか、

少しスタンスの違うところで取り組んだ訳ですよね。 

●中村 それはやはり基礎研究所という性格が非常に役に立ったと思います。ライン研

究所だったら、計測研究室に入り浸ってはんだごてでＩＣのプリント基板の回路をつく

るなんていうことは多分有りえなかったでしょう。さっきから言っている色々な計測機

器は結構自作しましたから。 

●ちょっと新日鉄の中の問題でしょうが、ライン研究所といっても製鉄所の中にありま

すね。そうすると、それぞれの工程に研究室があるんですか。 

●中村 あります。 

●それを束ねた開発研究所ではなくて、製銑部の研究所という訳ですか。それぞれの製

鉄所が持っているんですか。 
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●中村 ええ、八幡にあった技術研究所は製鉄所の各工程研究室を束ねた総合研究所で

すが、各製鉄所にも自分の工程に対応する研究組織を持っていたのです。 

●むしろ基礎研究というのは、そういう研究所全体に対して影響を持つ、底辺を支える

という位置づけなんでしょうか。 

●中村 というよりは、ライン研究所からはみ出したという（笑）、立場上はライン研究

所のニッチの部分をやったというのが当たっているでしょうね。ラインの研究所は本当

に、その製鉄所の、あるいは八幡の技術研究所だと全社的な直近のニーズをやっている

訳です。それはもう待ったなしの研究をやっている訳です。我々は不要とは言わないが

不急の……。（笑） 

●ああ、みんなこんなことで困っているんじゃないかということとか。 

●中村 そう、そう将来こんなことで困るのではないかといったテーマを・・。 

基礎研究所という名前であっても多分、今ではそんな悠長なことはさせてもらえない

でしょうね。すぐ成果を出せということになると思いますが、あのころはまだそういう

意味ではよき時代だった。 

●こういう研究テーマに取り組むにはいい時代だったと。 

●中村 そうだと思います。今の人は本当にかわいそうだと思います。 

●技術には、よく筋がいいとか悪いとかいうのがありますが、その筋のよさとか悪さと

いうのを直感的にぱっと見分けるにはどうやって判断するのですか。 

●中村 いやあ、とてもそんな大それたことは言えない。このこれまでの研究テーマリ

ストを見ていただいたらわかると思うんですが、私も結構あっちこっちに脱線していろ

いろなことをやりました。高炉をやりながらではありますが。当時の所長が、もうおま

えなんかどこかに行って勝手に金を取ってこいとか言ったりするものだから。（笑）いや、

逆にあいつはそれができると思ったから多分言ってくれたんだと思います。それで国家

プロジェクトとか、全社研究という本社から直接出る予算など、皆さんのところでもや

っていると思いますが、何かそういうところへ首を突っ込んではお金を取ったりしてい

ますから、決して筋のいい研究ばかりをやっていた訳ではない。とても筋のいいことば

かりではありません。 

 そのときは結局、途中で研究を中断する、例えばナショプロに関係していれば、ナシ

ョプロが終わったらそれでお終いで、必ずしも社内の研究に直接はつながらなかったと

いうようなケースが多い訳です。しかしどこかで役に立つことはあるんですね。 
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●個人レベルにおいてですか。 

●中村 会社レベルとしてもね。 

●ちょっと質問の仕方が悪かったかな。高炉にこういうことが当てはまるかどうかわか

りませんが、ある技術が出てきたときに果たしてそれがものになるものかそうでないの

かということですよね。そのことを筋がいいとか悪いとかいう。 

 こういう話を聞いたことがあります。ある先生が、トランジスターというのは三つの

電極で制御するから、これは私は筋がいいと思う。ところが江崎ダイオードというのは

２極で、あれはちょっと注目はされているけれどもあまり筋はよくないなと思ったら案

の定だめだったと。 

 こういったような、出てきたときにぱっと一目見て、これはいいか、悪いかというこ

とです。我々がお世話になっている末松先生がまた別の言い方をしていました。当時Ｍ

ＢＥ（Molecular Beam Epitaxy）という、結晶を成長させる技術があった。もう一つは

ＭＯＣＶＤという技術があった。私はＭＢＥはものにならないと思った。それでＭＯＣ

ＶＤをやったと。「それはなぜですか」と言ったら、基本的にＭＢＥは量産に向かない。

だからこれはものにならないと思ったというような話を聞いたことがあります。 

 そういう具合に、何か出たときに本質的にその技術がものになるかならないかという

ところは、どういうところで判断するんですかという意味です。これはちょっと難しい

かもしれませんね。 

●中村 いや、それができれば苦労しない。（笑） 

●まあそれはそうですね。 

●中村 たまたま私が基礎研究所にいたものだから、必ず原点に戻るという癖がついて

いる。何かわからないことがあったら、さっきから言っているメカニズムというか、因

果関係の中で元へ元へと戻ってものを考えるという性質がある。戻ればその筋がちゃん

と見えるかというと必ずしもそうではないと思いますが、それはどうでしょうね。 

 はっきりしているのは、原理的に何かおかしいところがあれば駄目です。それが量産

という視点でフィルターをかけるのか、原理的に量産ということに向かないということ

でフィルターをかけるのか、それともできたものの性状というか、パフォーマンスが悪

いということでフィルターをかけるのか。むしろ何を尺度に評価するかということでは

ないでしょうか。 

 私がさっきから言っているのは、フィルターをかけてバツになっても、状況が変わる
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とそれがひっくり返ることはしょっちゅうある訳です。ここに出したこれはンジニアリ

ング部門が始めたガス化溶融炉ですが、これはこの佇まいを見ていただけばわかるよう

に高炉そのものです。後で分かるのですが起こったトラブルも高炉そのものです。さっ

きの木炭とコークスの問題にここで再会することになりました。 

●エンジニアリング部門が 

●中村 新日鉄のエンジニアリング部門の人たちが世界に冠たる高炉の技術をごみの焼

却に使えないか、ガス化に使えないかということを考えた訳です。確かに先に説明した

ように高炉はコークスのガス化炉の一面を持っています。鉄鉱石を入れるのでＣＯがＣ

Ｏ２になってガスのカロリーが下がりますが、鉄鉱石がなければＣＯのまま炉頂に出て

くる筈です。コークスでなくごみを入れれば云ってみれば有機物ですから石炭や重油な

どと同じようにＨ２も発生し、利用できる筈です。そして始めて、ものの見事に失敗し

ている訳です。 

 後知恵ですから何とでも云える訳ですが、さっきの成型コークスではないですが、そ

の事実を知っていた私どもがちゃんと予測して、こういうことが起こるかもしれないと

いうことを言ってやればその失敗はなかったかもしれない。トラブルが起こったという

のを聞いたのが後だったから、それはこういうことが起こっているからだよということ

を後で教えてやった。その後、これも現場的な方法論などと合わせて、結局はエンジニ

アリング部門の花形プロセスになりますが、これの開発当初の時点ではどれだけ前途有

為な人が……。（笑） 

 この図を見ていただくと、ここにガス化溶融炉の話が出ていて、これは昭和 50 年ぐら

いからやって、社内的に散々叩かれて、このために将来を棒に振った人がいっぱいいま

す。昭和５５年に大阪の茨木市に商用炉が建設された後長い中断期間がありますが、そ

れが、平成８年に復帰するんです。現在ではひとわたり行き渡って、それから他社も始

めたので一時ほどの勢いはありませんが、ひところはエンジニアリング部門の花形にな

った。だから昔拘わった人たちは今これをどう見ているかなという気はします。 

 そういうことがあるから、一概に、先ほどのＭＢＥでも何でも、例えば量産なら量産

という見方で見たらバツかもしれないけれども、もしかしたらある材料で、これでない

とパフォーマンスが出ないというようなものがもしあったら評価がひっくり返る訳です。

だから、筋がいいとか悪いとかいうのをとかく早く決めたがる人がいますが、私は、特

に基礎研究所というところにいたこともあるから、あまりそういうことを言って欲しく
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ないという気はします。 

此処までのやり取りでどうも話が噛み合わないのを申し訳なく思っています。 

勿論私の説明が技術的な細部に入り込んでしまって、インタビューの目的から逸脱し

手しまったのではないかと懸念しています。もしかすると今回取り上げて頂いた高炉と

いうテーマがこれまでのヒアリング対象と何か本質的なところで異なっているせいでは

ないでしょうか。 

先にも触れましたが高炉技術は大げさに言うと３００年間の集大成です。個々に見れ

ば個人の名前がついたプロセスがありますが、そのどれもが技術進歩の一里塚でしかな

い。 

研究所での実験はグラフの上に毎日プロットの数が増えるだけだし、現場での実験も

その場で何か分かって技術に劇的な変化が出る訳でもない。 

今回は、コークス屋であった父親との因縁で、石炭コークスを用いた高炉製鉄法が１

８世紀初頭イギリスで開発されて以来、延々と続いてきたコークス品位と高炉炉況の関

係解明に一石を投じた経緯を聞いて頂きましたが、これまでの聞き取り調査と異なりメ

リハリのない話になったのではないかと心配ですが、高炉が小さな技術シーズの集合体

であるということでお許しを願いたいと思います。しかしその集積は他の追従を少なく

とも現時点で許していません。 

●まだまだ伺いたいのですが、時間が迫ってきましたので。 

●若者へのメッセージ。 

●そうですね。それを 後に伺うことにしましょう。この聞き取り調査は、さっき黒木

委員長が言いましたように、若者の製造業離れとか技術離れをどうするかという、それ

への対策の一つとして始めたという経緯もありまして、若者に対するメッセージ、「若者

よ、技術に回帰せよ」というような観点からのメッセージというのは何かございますか。 

●中村 若者へのメッセージですか。 

●とにかくこれからの技術開発を支えていくのは若者ですので、彼らに技術にそっぽを

向かれては困る訳です。 

●中村 一言で言ってしまうと、若者にというよりは、経営者の問題だと思っている訳

です。 

●まあ、これ、関係者だけで。（笑） 

中村 かもしれないんですけど、私は本質的な問題だと思っています。 
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私が現在の日鉄技術情報センターへ来て間もないころですから 10 年以上も前の話です

が、新日鉄の現役の中堅どころと、それこそ実験のために現場を歩いていると、今度リ

クルートに行かなくてはいけないというのです。それは課長クラスのかなり年配の男で

すが、普通リクルートというと大学卒業して数年たった若手の社員が自分の研究室に行

って後輩を引っ張ってくる（釣り上げてくる）というのが普通だったでしょう。それが

できなくなったと言う。入社して何年かたった社員が研究室に戻って、「いい会社で、こ

んなおもしろいことができるから来い」と言えないと言うんです。 

 私とその話をしている課長クラスは昔のよき時代を知っている訳です。今でも段取り

をうまくつければやれることはある訳です。だから管理職ぐらいになれば騙すというこ

とではないですがポジティブな話が出来る。だが、現場の裁量権の中でそういう夢と希

望というか、何かがなくなっていることは確かだと思います。なくなったし、さっきも

言ったように、現場実験もいろいろな制約があります。我々なんか本当に高炉一つつぶ

すかどうかということをさせてくれたおかげで、学位論文なんかもできた。しかし、今

は多分やらせてもらえないと思います。 

 だから、若者に何か一声かけてという問題ではなく、構造的に若者が活躍できる場を

我々世代というか、経営者がどれだけ用意できるか。我々の問題だと思っています。 

  

 私はＮＥＤＯのいろいろなプロジェクトに関わっていますので、いろいろと面白い情

報が入ってきます。それを守秘義務に配慮しながら現役の若い連中に流してやっていま

す。何しろ社内で予算が絞られているからなかなか研究もできないけれども、ああいう

プロジェクトに参加すれば少しは息がつける、おもしろおかしいこともあるかなという

ことで、そういう情報を流すという形で何か彼らの動機付けにならないかなということ

をやっています。 

 だから、メッセージとか何とかという段階を越えてしまっていると思います。私が情

報を流すというぐらいではなく、本当は彼らのためにプロジェクトを起こすぐらいのこ

とをやってやらないと駄目だと思っています。 

● 近、楽天とかライブドアも・・・・・・。（笑） 

●我々に課された宿題は大きいというところで、この辺で。どうもありがとうございま

した。 

（了） 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

―初等中等教育における産業技術革新記録の有効活用に関する調査編― 
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１．調査の趣旨 

（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

インタビューを行い、その言葉を記録し、伝え残すことによって、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。 

（社）研究産業協会は一昨年、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として活用すべく、マトリックス構造を持つ、独自の、初

等中等教育用デジタルコンテンツプロトタイプモデル「１２ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」を作成した。 

また、昨年度は、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、さらに、

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「Ｅｎｇｉｎｅｅｒ‘ｓ Ｓｐ

ｉｒｉｔ・日本を変えた技術者たち」を作成した。 

本年度は、これら両プロトタイプモデルを実際の教育現場に適用することにより、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と授業構成の

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関心度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。 



 318

２．調査の概要 

 

２．１ 北海道札幌琴似工業高等学校 

【所在】北海道札幌市西区発寒１３条１１―３－１ 

【対象学年】電子機械科Ｂ２年生 ３９名 

【指導教諭】電子機械２Ｂ担任  教諭 小倉 昌志 先生 

【日時】（１）平成１６年１２月１５日（水）９：００～１０：５０ 

（２）平成１６年１２月２０日（月）９：００～１０：５０ 

【テーマ】「“１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ”の開発物語を通して“ものづくり”の大切さと面

白さを考える」 

【講師】（１）平成１６年１２月１５日（水） 

・東京農工大学助教授総合情報メディアセンター助教授 辰己丈夫 先生 

（２）平成１６年１２月２０日（月） 

・元玉川大学工学部教授 林雅一 氏 

・東京農工大学助教授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】「“ものづくり”や技術者について語っている先達の言葉への理解を通して、

“ものづくり”の大切さと面白さを考えよう。」 

【授業の方法】 

（１）ガイダンス授業（平成１６年１２月１５日（水）） 

「初等中等教育用デジタルコンテンツ“１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ”」や検索エンジンを

用いて調べ学習を行い、その結果をパワーポイントを用いて発表するためのガイダン

ス授業として、 

①「初等中等教育用デジタルコンテンツ“１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ”」の使い方 

②「Ｇｏｏｇｌｅ」や「Ｙａｈｏｏ」などの検索エンジンの使い方、 

③パワーポイント インスタントウイザードを使ったプレゼンテーションの作り方 

を学習、次の３テーマを調べ学習宿題テーマとした。 

①新しい製品の開発プロジェクト 

②地球環境を守る製品開発 

③過去の失敗例から学ぶプロジェクト 

（２）調べ学習発表と林氏講義（平成１６年１２月２０日（月）） 
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生徒の調べ学習プレゼンテーションと辰己先生による講評の後、林氏による講義「自

動車用ターボの開発物語を通して“ものづくり”の大切さと面白さを考える」を実施

した。 

 

２．２ 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５１名 

【指導教諭】 

・６年１組担任 教諭  阿部 孝 先生 

・６年２組担任 教諭  森田 道子 先生 

【日時】平成１７年１月２８日（金）１１：４５～１２：３０、１４：０５～１４：５０ 

【テーマ】「“冷凍乾燥食品製造装置”の開発物語を通して“ものづくり”の大切さと面白

さを考える」 

【講師】株式会社 おむすびころりん本舗 取締役 農学博士 百瀬孝夫 氏 

【授業の方法】 

（１）実践授業の準備 

百瀬孝夫氏の授業に先立ち、同日午前中４時間目の授業で担任の阿部孝先生がパソコ

ン教室を使い、小学生向けに作成したイラスト入りの平易な初等中等教育用デジタルコン

テンツプロトタイプモデル「Ｅｎｇｉｎｅｅｒ‘ｓ Ｓｐｉｒｉｔ・日本を変えた技術者

たち」を用いて、フリーズドライの原理や製造技術を中心に予備学習を実施すると共に、

百瀬孝夫氏への質問項目の取りまとめを行った。 

（２）実践授業 

同日午後、５時間目に百瀬孝夫氏による授業「日本にないなら、自分で作ろう」を実

施、後日、児童に授業の感想文を書かせ授業の取りまとめを行った。 
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３．実践授業記録 

 

3.1 北海道札幌琴似工業高等学校 

「自動車用ターボの開発物語を通して“ものづくり”の大切さと面白さを考える」 

林 雅一 氏 

 

授業開始に先立ち、生徒達は、林先生が持参された超小型ターボチャージャの実

物モデル＊を目で見て、手で触れ、大きさ、重さ、材質などを確認した。 

＊・超小型ターボカットモデル 

・タービンとコンプレッサの翼車 

・コンプレッサのゴム製鋳型 

 

辰己先生 今日の皆さんの調査学習の締め括りとして、時間は変速ですが、今から 60 分、

10 時 50 分まで、現在はご退職されていますけれども、三菱重工で自動車用超小型ターボ

チャージャの開発に主体的に携わって来られました林先生のお話を、いろいろ伺っていき

たいと思います。 

私は前にいてパソコンの操作をします。林先生よろしくお願いします。 

  

林先生 先ほどの発表で、注意点として、「ゆっくり話す」、「分かり易く話す」と言うこと

が盛んに出たのですが、実は私は、それがなかなか出来ないのです。といいますのは、私

の先祖は駿河の国におりまして海賊をやっていたのですが、家康にくっついて、江戸に住

まうようになりました。江戸の人間は早口です。私は生まれた時からずっと東京で、学校

も小学校から大学まで全部東京なものですから、早口が直らないのです。ゆっくり話すつ

もりですが、いつの間にか早口になると思いますので、そこは勘弁して下さい。 

 最初に、ここにある掛け図（次頁）で、先ほど授業が始まる前に見てもらった部品と対

照して説明しますと、左下が排気管につながっている部分です。上の中程から排気ガスが

入って来まして、この排気ガスは、真ん中の羽が生えた富士山みたいなものの周りから入

って来て、中心から出て、エグゾーストのマフラーなどに行くわけです。あまり抵抗が多

いとタービンが動かなくなってしまいますから、このマフラーは非常に難しいものです。 

 このタービンから軸がつながっていて、右側にコンプレッサがあります。コンプレッサ
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は羽が生えていますので、中心からひとりでに空気を吸い込んで、遠心力で外側に押し流

し、その間に次第にスピードが圧力に変換されて、下の方に集まり、さらに上部からエン

ジンの吸気マニホールドへ入ります。 

 下の細い軸は、先ほど話が出て、分かり難かったと思うのですが、ウエストゲートと言

う出足をよくするための仕掛けで、場合によってはなくてもいいものです。 

 この軸を支えるために二つベアリングがあって、このベアリングには、この部分からエ

ン ジ ン の 潤 滑 油 が 流 れ 込 ん で き て 、 潤 滑 し て エ ン ジ ン へ 戻 っ て 来 ま す 。

 

 ここで注目しておいてもらいたいのは、火の玉みたいになるタービンのすぐ隣にベアリ

ングがあって、ここを通っている潤滑油は、ジェットエンジンに使われるような合成潤滑

油ではなくて、安い、トラック用の石油系の潤滑油だと言うことです。ですから下手をす

れば、これは焦げついてしまう。これがミニターボ、一番小さいターボの難しい所の一つ

だったのです。 

 ターボのアイデアは、いつごろ出来たと思いますか。一般的には比較的ニューアイディ

アであろうと思われています。ですけど、実はスイス人のビュッヒさんと言う方が特許を

取って、ターボチャージングを世の中に出したのは 100 年前です。ずいぶんと古い技術な

のです。それ以来ずっと、大型、中型の船舶エンジンの過給に使われて来たのです。 

 ここから２、３分ですけれども、我々が自動車屋のターボを開発する時にはターボは全
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体はどう言うシチュエーションだったかと言うことをお話します。一応心得ておいていた

だかないと、「何が難しかったのだ」と言うことになってしまうでしょう。既にあるものを

小さくするだけですから、ちっとも難しくないように思いますよね。ところが、これは桁

違いに難しかったのです。 

 「図１」を見て下さい。ここにありますのが、三菱重工の作っているターボの中では一

番大きなタイプです。こう言うものにケーシングが上にかぶさってターボの格好に

 

図１ ターボの心臓部（船用超大型ターボとオートバイ用超小型ターボ） 
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なりますと、大体２畳敷ぐらいの立方体の大きさになります。何万馬力のエンジンで、ご

らんになるとびっくりしますけれど、これがエンジンかと思うようです。３階建てのビル

に近いような大きさをしています。その上にこれが幾つも乗ってターボ回転しているので

す。 

 ここで特に見ておいてもらいたいのは、左側の円盤の周りに、鍛造から削りだした羽根

が放射状に植わっている。これがとっても高いのです。ジェットエンジンは、いまだにこ

の形で、こう言う形式のものを軸流タービン、アクシャルタービンと言います。 

 皆さんを子供扱いして申し訳ないけれども、５月のこいのぼりの上の方でカラカラと音

をしながら矢車と言うものが回っているでしょう。軸流タービンは、あれと同じ原理で回

っています。実はこれしか知らなかったから、自動車屋にはなかなかターボが出来なかっ

たのです。 

 それから、人の手の上に何かありますね。これがいま皆さんが見たターボです。あまり

小さいのでよく見えないと思うのですけれども、オートバイ用のターボのコンプレッサと

タービンを組み合わせた部分です。 

 このタービンはコンプレッサと同じ格好をしています。ただ、ガスが周辺から入って向

こうへ出て行く、軸流で出て行く点が違いますけれど、こう言う形式をラジアル型のター

ビンといいます。 

 私は若いとき、会社から派遣されてアメリカに勉強に行きましたが、その時に一番驚い

たのは、あちらの人はラジアルタービンとは言わないのです。放射状と言うのはラジアル

で、タービンはタービンだと思っていたので、それが「レイディオ トゥーバイン」と言わ

れて、これは何だと思ってしばらく考えて、やっと「うん」と分かるのです。そんなこと

の繰り返しで、最初は本当にアメリカ人の英語には困りました。 
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図２ 巡視艇に使われた国産最初のﾀｰﾎﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ(1939) 

 今、大型、中型の船舶のディーゼルエンジンは 100％、ターボ過給付きです。「図２」を

見て下さい。 
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図３ 世界初のﾀｰﾎﾞ(ｽｲｽ製､1928)と 
現在の後継機種（国産） 

 これは何かといいますと、上部にターボがついています。小さいように見えますけれど、

全体が大きいので小さく見えるだけなのです。これは、65 年前に日本人が初めて作ったタ

ーボです。先ほどの、ターボの特許を取ったスイス人のビュッヒさんに教わりながら、三

菱の横浜がこしらえたものです。下はこのエンジンを搭載した巡視艇です。 

「図３」です。中身はこう

なっています。中身自体は

分かりにくいので、どうで

もいいのですが、ただ、こ

の部分に寸法が入っている。

これから割り出して分かる

ように、船だからいくら考

え方が違うと言っても、こ

のターボは、長さが２メー

トル近くある 600 馬力のエ

ンジンのターボです。スイ

スのウインターツールの博

物館で実物に近いものを見

たことがありますけれども、

やや大げさに言えば小錦を

見ているようでした。そう

言うターボだったのです。 

 下の「ＩＨＩ―ＢＢＣ Ｖ

ＴＲ型ターボ」は石川島播

磨重工が今でも連綿とこし

らえている、これに匹敵する容量のターボです。大分簡単にはなっているけれども、複雑

で、重く、高くて自動車には到底使えません。 

 実はターボには、とんでもない、いい特性があるのです。何かと言うと、軽いものをか

き回しているのだから、空気が薄くなった時に軽く回ります。軽く回ると、回転がひとり

でに上がってくる。回転が上がってくると、ある程度空気が薄くなった状態を補償してく

れる、自動補償性みたいなものがあるのです。 
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 それに注目して、第二次大戦の途中からアメリカ軍の爆撃機は、航空用に改造した、船

舶用ではないターボをつけたのです。そうしますと亜成層圏を飛ぶことが出来ます。皆さ

んはＢ29 と言う爆撃機の名前を聞いたことはないでしょうか。ないでしょうね。日本はさ

んざんひどい目に遭ったんですよ。 

 そのＢ29 は亜成層圏を飛んで来ました。空気の薄い亜成層圏ですけれどもターボのおか

げで、平地の 80％のエンジン出力を出していたのです。日本が迎え撃つのはゼロ戦です。

これはターボがうまく出来ませんでしたので、無過給です。ですからいくら名機といえど

も 9000 メートルまで行きますと 40％ぐらいの馬力しか出ません。これでは空中戦はおろ

か、浮いているのがやっとです。日本の高射砲はそんな高い所まで届きませんし、皆さん

も話に聞いているでしょうけれど、無人の境を行くように爆弾を落としたものですから、

日本は焼け野原にされてしまったわけです。 

 これは余計な話ですけれども、そのような状況下でも、何機かのＢ29 は日本が撃ち落と

しています。どうやったかといいますと、敵機来襲と言う情報が入りますと日本の戦闘機

が、ふらふらしながら 9000 メートルまでやっと上がり、動けませんけれども、そこで浮い

てはいられるわけです。Ｂ29 は知らないものですから、いつものとおりに 9000 メートル

に入って来ます。Ｂ29 が真下に来た時に落ちるのです。いくらＢ29 でも、戦闘機に馬乗り

にされたら壊れてしまいます。そうやって撃墜したのですね。うそのような本当の話で、

本当にそれをやって生還して来た人が横浜のある場所に住んでいまして、20 年前ぐらいに

亡くなりましたけれども、その人の体験談は新聞に大きく載っていました。 

 なんでこんなことを言うかと言うと、技術の或る部分が遅れていると、場合によっては

国民に非常な悲惨な損害を与えることがある。あんなに焼け野原にされ、人々が大騒ぎし

て退避したり、死んだりした。それはレーダーの問題もありましたけれども、原因はター

ボなのですね。技術をきちんと満遍なく進歩させておくことは非常に大切なことです。 

 戦争が終わりまして、その頃ちょうど、アメリカやヨーロッパではハイウエーが着々と

出来ていました。特にヨーロッパでは、ハイウエーの中に高度が 3000 メートルになんなん

とする峠道が所々にあったのです。 

 無過給エンジンのトラックですから、そこへ来ると、40％とは言いませんけれども 60

何％ぐらいの出力になってしまう。坂道で、のろのろ運転をしないと上がらない。大渋滞

になってしまうのです。輸送上、非常に困りました。それで戦争中の航空機のことを思い

出して、ターボを自動車用にしようと言う動きが出て来ました。この場合の自動車はトラ
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図４ 古代のﾛｽﾄﾜｯｸｽ法 

ックとブルドーザーです。ブルドーザーも割合高い所で作業をするのです。 

 そこである程度の格好が出来た頃にやっと日本も目覚めまして、５年遅れぐらいで三菱

重工と石川島播磨重工が開発を始めました。その時にまず困ったのが、タービンの鋳造で

す。先ほどのラジアルタービンです。 

 難鋳材、「なんちゅうやつだ」と言うわけですけれども、ナンは困難の「難」、チュウは

鋳造の「鋳」です。超耐熱合金ですから、鋳造すると言っても、もともと熱に強いのです

から湯（溶かした材料）を作ること自体が大変です。その上、羽根の先に薄い所があり、

そこへくる前に固まってしまうので、だから欠損が起こる。 

 これに対して三菱系の別の会社が、アメリカから技術を導入してくれました。それで作

ってくれたので我々は助かりました。これは「ロストワックス（失われた「ろう」）法」と

言う技術です。 

 

 

「図４」です。これはロストワックスのご先祖です。奈良の飛鳥の国宝の如意輪観音さん

ですけれども、朝鮮半島から渡って来た人が我々に教えてくれました。我々より、はるか
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図５ ﾛｽﾄﾜｯｸｽ精密鋳造品の製造工程 

に先進民族でしたから。 

 どういうふうにやったかといいますと、まず、「ろう」で、この型と同じ格好を彫刻しま

す。「ろう」の周りに砂をまぶして、焼いて固めます。そうすると、「ろう」は溶けてどこ

かへ行ってしまいますね。焼いて固めた、「がら」だけが残るわけで、「がら」の内側は、

このもののネガになっているわけです。金銅仏のネガ上から銅と錫の合金を湯にして流し

込む。固まりますね。そしたら、周りの砂をたたいて壊してしまいます。そうすれば中か

ら仏様が出てくる。それが古代のロストワックス法です。これをわざわざ出したのは、あ

との話しが分かりやすいからです。 

 次の「図５」を見て下さい。

全部見る必要はないし非常に

分かり難い資料なので、①と

②）だけを見て下さい。①は

何かといいますと金型─金属

で「ろう」のすき間のとおり

の格好をしたものを彫ってお

きます。そこへ、「ろう」を流

し込みます。「ろう」はタービ

ンの実物と同じ格好に固まり

ます。そこから後は仏像と同

じですけれども、周りの金属

を外さないと型として使えま

せんから、なんとかして外さ

ないといけません。ところが、

こんな格好ですから、外そう

としても羽根が重なっていま

すから、すぐ金型につっかえ

てしまって、壊さなければ出

てこない。それを解決したの

がアメリカの会社の偉い所で、②のレバーをキューッと回すと、つぼみが開くように、ず

うっと金型が開くのです。そうすれば、何もないからストンと「ろう型」が上に出るわけ
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です。そこから後は 1350 年前と同じです。 

 コンプレッサも非常に困りました。作ってくれる所がない。これは、ついに見つかりま

せんでした。見つからないから普通の砂型屋に頼んで、砂型鋳物で似たような格好のもの

を作りました。それでラジアルタービンと組み合わせて、トラック用と思われるようなタ

ーボをこしらえました。 

 当時の組織では、設計担当者が実験をやることになっていたのです。担当者は私ですか

ら、私が出て回していました。６万回転で回すはずだったのですが、４万まで来た時に遠

心応力に耐えらなくて、その鋳物が爆発的に破裂しました。ケーシングを破って部屋中に

飛び散った。私は、本当に九死に一生だったのです。けがも全然しませんでした。もしこ

れが命中していたら、ピストルで乱射されたみたいな傷を受けたと思います。 

 これも一言余計ですけれども、もし皆さんが回転体のテストをやる場合があったら、必

ず遠心面から外れた所にいて下さいね。 

 鍛造と言うのは丈夫でしょう。鋳造に比べれば丈夫です。鍛造の固まりを作りまして、

それをミーリングで加工して、真っすぐな羽根の格好を、富士山の上に羽根が乗っている

ように削り出します。今度は、プレスで羽根の先を曲げます。それで、やっと破裂しませ

んでした。しかし、そんなのは極めて効率が悪いのです。 

 とにかく格好がついたから実用試験をやると言うので、ブルドーザーに載せて、伊豆高

原でゴルフ場の造成に使ってもらいました。しばらくたちますと、周りの酪農農家から一

斉にクレームが来るのです。行ってみるとなるほど、ブルドーザーですからググーンと負

荷がかかり、下がる時にはヒューンと負荷が下がります。ググーン、ヒューンを一日中や

っているわけですから、牛がおびえて牛乳が出なくなってしまったのです。これは弱りま

した。 

 よく考えてみたら、これは分かりにくいのですけれども、その頃のターボは、タービン

を取り囲むようにしてノズルが配置してあったのです。そういうものは、よく考えたらサ

イレンと同じ構造です。だから、あんな音が出るはずなのです。 

 仕方がないからノズルとタービンとの間のギャップを少し広げてやろうと言うので、ノ

ズル側をずっと削りました。内径を大きくすると離れる。それで音が大分小さくなりまし

た。ついでのことだから取っちゃってみようかと、取ったのです。取りましたら、音は確

かにずっと小さくなったけれども、そのほかに効率がよくなったのです。 
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図６ ﾀｰﾋﾞﾝﾎｲｰﾙ形状の変遷と効率 

 「図６」です。左はノズルを全然なくした効率の線、右はノズルがくっついたままの線

で、横軸はタービンの直径軸です。縦軸はタービンの効率軸です。だんだんタービンが小

さくなって自動車に使えるような所になって来ますと、ノズルなしの方がずっといい。段

違いに効率がよくなりますね。 

 これは、当時の世界中の常識とは全く違います。だから、私もだめだろうと思いながら

やったのです。ところが、そうではなかったのですね。勝手に渦を巻きながら入ってくれ

た方が、自動車用にははるかによかったのです。「ミスから出た誠」と言うのは、このこと

ですね。ミスしても、ある場合にはそれがチャンスになります。 

 さて、昭和 50 年ごろから世の中は厳しくなったよと言う発表が、先ほどありましたね。

そのとおりなのです。ターボも注目を浴びるようになりました。 

「図７」（次頁）を見て下さい。これは字が小さくて見にくいので、細かい所は見なく

ていいですが、ただ、上の項目を見て下さい。新しいターボの開発のように、人も金も時

間も相当大がかりなものだと言う時は、必ずこういった検討をしてからにしてもらいたい

と言うことです。 
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図７ 乗用車ﾀｰﾎﾞへの要求 

ニーズ   ターボ過給機への要求 
  要求を具体化した技術内容 

又はコンポーネント 

 

ハイパワー 

 

 

 

高い効率 

（デザイン点でターボ全効 

率 45％以上） 

 

高効率翼車と低損失ベアリング、シール 

 

 

低燃費 

 

 

広い作動可能域 

（オフデザイン点でターボ 

全効率 40％以上） 

ベーンレスディフューザーつきバックワード 

翼車およびベーンレスノズルつきタービン 

 

排気の低公害性 

 

有害物抑止、少なくとも助長

しないこと 

過給圧・燃料の最適制御 

 

ローノイズ 

 

 

ウェークの少ない翼車 

 

振動を抑制した軸系 

浮動ブッシュ型軸受 

 

コンピュータバランシング 

ハイレスポンス 

 

大きいトルクライズを 

可能にすること 

中低速へマッチするターボ諸元 

 

 小さい回転慣性 小径大流量翼車 

安全性 

 

 

十二分なオーバラン対応 

 

 

冗長回路つき回転制御 

 

確認されたコンテナビリティ 

耐久性 

 

 

 

 

エンジンと同等以上の 

ライフ 

 

 

 

疲労強度設計による翼車 

 

内部しゃ熱用ヒートダム群 

 

異物かみこみに耐える軟質軸受 

省資源 軽量  

コンパクトネス 小さい外径、短い全長 小径型又はマニホールド一体型スクロール 

低価格 

 

 

簡素な構成 

 

生産性の高い部品と製法 

最小限の部品アイテム 

 

VE設計と自動化生産 

 
キャブレター式に使用でき

ること 

高周速メカニカルシール 

 

均質性 重点部品の精度維持 ライン内チェックゲート群 
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 「ニーズ」は必要性と言う意味で、社会的なニーズ、あるいは資源的なニーズ、性能的

なニーズ、いろいろあります。その隣に、そう言うニーズを果たすためのターボの性格と

はどんな性格であろうかと言う所がありまして、ターボの性格が書いてあります。そして、

その性格を与えるために、ターボの部品とかシステムとかコンポーネントがどうあるべき

かと言うのが、ここに具体的に出てくるわけです。 

 これは、それだけでいいのです。こう言う検討をちゃんと行わないと、多くの場合の開

発は、金だけ使って無駄になります。 

 さて、残り時間が少なくなってきましたので、ハイライトだけ取り出して説明します。

まずコンプレッサの鋳造です。前のような失敗をまたしたのではしようがありません。資

材購買部と言うのは、どの会社にもあり、自分の所で作らないものは、よそから買い取る。

その資材購買部が血眼になって、日本中を探してくれました。 

 そしたら、人には知られていなかったけれども、ある中小メーカーがありました。そこ

は、さっきみなさんが見たようなゴム型を使う鋳造法を、自分で独自に開発して身につけ

ていたのです。普通は、アメリカのアルコアと言う有名な会社がありまして、そこから技

術を導入するのですが、それはやっていない。だから、お金は一銭も払っていない。それ

でいいのです。ここと契約して作ってもらったのが、さっき皆さんが見たコンプレッサで

す。 

 どうやって作るかですけれども、「図８」（次頁）です。これはさっき皆さんが見たシリ

コンゴムの実物と同じ格好のものをこしらえる手順ですが、金型を用意して、金型に溶か

したシリコンゴムを流し入れて固める。固まったゴムを抜き出さなければならない。さっ

き、タービンの場合は金属だから型を広げました。ここがミソなのですけれども、ところ

がゴムですから、自分がクニャッと曲がって、抵抗なく抜けて行く。ゴムがそのまま出て

来ます。あとは、ゴムの所に向かって溶かした石膏を流し込む。石膏が固まったら、ゴム

をグニャと抜き出す。ゴムの跡には隙間が残っている。そこへアルミ合金の湯を流し込む。

アルミ合金が冷えて固まったら、この場合は石膏をいくらでも作れますから、石膏を壊し

てしまうのです。ゴムはだめになってしまうかと言うと、ゴムは完全に形状を記憶してい

まして、もとへ戻る。だから何遍でも使えます。そこがミソだったのですが、ゴムである

ために、金型を開くようなことをやらなくて済んでしまう。タービンとは、そこが違うの

ですね。こう言うのをラバーモールドといいます。（ゴムのモールド、鋳造の型と言う意味

です）。 
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図８ ﾗﾊﾞｰﾓｰﾙﾄﾞ精密鋳造品の製造工程 

 

 

 それで、この翼に要求される厚さですが、皆さん公差は習っていますね。横に±３とか

書いてある、その公差が、翼の厚さで±0.1 ミリ、それから翼の角度、翼の位置の公差は

角度が±0.3 度、位置は±0.1 ﾐﾘと言うような、気の遠くなるような精度なのです。このゴ

ムは、そう言うものの型に使えるくらい、格好がちゃんと復帰するわけです。 

 今このメーカーは月に 20 万個、そうやって合格したものを三菱に納めています。全く神

様のわざとしか思えませんね。「鋳物屋さんか神様か」と言う諺が大昔からあるのですけれ

ども、このメーカーなどは、まさにそうです。 

 あとはヒートソークと言う問題を取り上げておきます。「ソーク」は「侵入する」と言う

意味で、熱が侵入してくると言うことです。 
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図９ ﾀｰﾎﾞのﾍﾞﾝﾁﾃｽﾄ（ﾀｰﾋﾞﾝ入口温度 950℃） 

 「図９」です。これは何かといいますと、この黄色い部分がターボです。エンジンの上

に載せないで、ガス発生器の上に載せて回転試験をやっています。ガソリンエンジンの場

合、さっき話が出ましたけれど排気の最高は摂氏 950 度ですから、タービンは、まずだい

だい色になり、さらに黄色になり、さらに、ほとんど透き通ったような印象を与える透明

になっていきます。 

 これはタービンそのものではありません。中で回っているのがタービンで、これはター

ビンのハウジングです。ハウジングがそうなっているのですから中はどんなになっている

のだろうと思うのですが、普通は計らないですけれど、これが火の玉になっているわけで

す。オートバイ用などは、この火の玉とベアリングの間が１センチしかないのです。火の

玉の隣に１センチのベアリングがあって、そこにジェットエンジンに使うような高級な合

成潤滑油ではなくて、トラック屋さんが使うのですから普通の石油潤滑油が入ってくる。

そうしたら焼け焦げてしまうに決まっています。 
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図１０ ﾋｰﾄｿｰｸﾊﾞｯｸ特性 

 それをどうしたかと言うのがヒートソーク問題です。「図１０」です。種明かしを先にし

てしまいますと、実は下の図です。右端がタービンで左がシャフトですが、これを両方中

空にして突き合わせ溶接をしてしまうのです。そうすると熱は縁の所しか通れないから、

あまり伝わってこない。こう言うのを遮熱構造と言います。 

 

ここの図ではこんなに厚ぼったいですけれども、実際は非常に薄い、極めて薄いのです。

その薄いものを、突き合わせ溶接をしなければいけない。これを月 20 万個やるのですから

大変な技術です。それを生産技術部が開発した方法でやってくれています。 



 336

 その結果、上のグラフを見て下さい。軸受けが二つあってコンプレッサ側とタービン側

があります。つらい方のタービン側でも 300 度には達していません。あとの細かいことは

いいのですけれど、一番条件の悪い所で、いきなり潤滑油が切れた所でも大丈夫です。普

通だったら、これは完全に焦げてしまいます。 

 最後の問題はコストです。先ほど、コストの問題の発表がありましたが、乗用車に販売

するとなると、実は、我々がトラックに納めていたものの５分の１で作れと言うのです。

船舶用と違ってトラック用はもともと非常に安いので、大変です。 

 ビデオデッキが壊れてしまったら一度分解してみるといいのですけれども、あれが１万

円台でどうして売れるんだろうと思うほどの超精密構造です。特にベアリングは大変なも

のだと思うのですけれども、それと同じで、やれば、どんなに安いことを言われても出来

るものです。工場の総力を挙げてコストダウンに努めました。 

 まず設計部ですが、先ほども話が出ましたが、部品の点数を最小限にする。すると言っ

ても、どうやったのだろうかと言うわけですが、我々がごく初期にトラック用などに作っ

たものは、ある部品があると、そこへねじ穴をたくさんあけて、ボルトを通して締める、

間にパッキンを入れると言うようなことをやって、合わせ面の加工だけでも大変でした。 
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図１１ 乗用車ﾀｰﾎﾞの全部品 

 そう言うものを全部、一体でいいものでこしらえると言う考え方が主体です。これは「図

１１」です。これはディーゼル用のターボ１台分の部品で、大体 1500cc～2000cc 位でしょ

うか、以前は幾つもの部品から作っていたのを、鋳物屋さんが苦労して一つにしてくれま

した。 

  

部品点数そのものを出来るだけ減らすと言うことは、加工も組み立ても、サービスする

時のコストも安くなりますね。あとは全体を小さくする努力を積んで来たのです。 

 小さくすると言うことは、同じ流量、同じ圧力を扱っていて、コンプレッサやタービン

が同じようにこなしてくれないと困る。こんな大きなものとこんな小さなものと同じにし

ろと言うのですから、これは大変です。中の流れが、よほどキチントと解析されて最適化

されていなければだめです。それをなんとかやって全体を小型化するのです。 

 実は、このタービンの直径とか、あるいはコンプレッサの直径とかが、その周囲の部分

の直径とある比率になっていないとうまく働かないのです。だから、タービンやコンプレ

ッサの翼車を小さくしなければ、全体が小さくならないのです。それは大変なことで、コ

ンピュータを使って解析をやって最適化にして、１個 1000 万円もする金型をたくさん作ら

ずに、なんとかしました。 
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図１２ 同一容量過給機の変遷 

 これはコンピュータ内の実験と言うわけですけれども、それをさんざんやりました。三

菱の中にそう言うことが非常にうまい研究所が幾つもありまして、そこに懇々とお願いし

て協力してもらいました。その結果、大体三つ目、うまく行くときは二つ目の試作で、い

いものに当たっています。 

 「図１２」です。左はアメリカの製

品ですが、トラック用の初期です。こ

の大きさのものが我々の手で真ん中の

大きさまできて、さらに現在は、右の

大きさまできています。これは皆同じ

容量です。したがって、同じ空気が必

要なエンジンに対して、これだけの差

のあるもので済むようになったのです。 

 それを下のグラフで見ていきますと、

横軸が年代、下のグラフが部品の点数

です。58 からしか始まっていませんが、

実は、これのもう一つ前に 300 点と言

うのがあるんです。それは船舶用のタ

ーボのまねをして、そっくりそのまま

小さくしたものですが、これは全くだ

めでした。工員さんが、「これで家１軒

の建築費と同じかな」と言いながら組

み立てていたのを覚えていますが、そ

れほど高かったのです。 

 これが次第に減ってきて、ここに部

品点数 19 と書いてありますけれども、

仕様によっては 23、24 のものもあります。さっきちょっと話に出たウエストゲートのよう

に、加速をよくするための仕掛けが下の方についていますと、点数がちょっとふえますけ

れども、大体は 20 点ぐらいで出来ます。300 点が 20 点になったのです。 

 重量もそうです。最初は、たしか 900 キロあったと思います。船舶用を小さくしたもの

で、それがだんだん軽くなってきて、５キロまで出来たわけです。オートバイ用なんかで
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すと２キロとか３キロとか、もっと小さいでしょうか。 

真ん中のグラフはケーシングの直径で、大体３分の１になっています。 

 ハイライトを言っていきますと、あともう少しあります。生産技術部の活躍したものと

して、加工ラインをロボットにしてしまう。ロボットと言っても人間型ではありません、

機械の格好をしていますから、遠くから見ると箱みたいに見えます。左の穴から鋳物の素

材を入れます。中で加工をする、研磨をする、寸法検査をする。そして合格品が、右側か

ら出てくる。そう言うロボットがずっと列をなしています。 

 ハイライトは、実はバランスです。バランスを習っていますか。高速回転体のアンバラ

ンスと言うのは、回し始めるとむやみと軸が振動して踊るようになっていく。習いました

か。ダイナミックバランスとスタティックバランスがある。時間があればゆっくり話した

いのですけれど。 

 スタティックバランスと言うのは、円盤がターボみたいに二つあって、間を軸がつない

でいる。片方に重い所があって、軸を支えているとクルンと回って、重い所が下に行って

しまう。仕方ないので、重たい所を削って取ってやらないといけない。そう言うのがスタ

ティックバランスです。 

 ダイナミックバランスと言うのは、両方に同じようなものがあって、回り出し始めると、

遠心力で外側にはみ出そうとする力が出て来て、それで全体が暴れてしまいます。だから、

一方だけ取ったのではダメなのです。それをダイナミックバランスと言います。 

 これは熟練工ではないと出来ない。明石製作所と言う専門メーカーがあって、人間が、

何度の所をどのくらい削ればよくなると言うのをやりながら取っているのが普通です。今

でも大型はそうやっています。 

 ところがそう言う所に頼みますと、あの会社は今こんなことをやっているらしいと言う

ことが、よそに分かってしまう。コンペチターが何軒もあるわけです。名前を言うのは差

しさわりがあるけれど、私たちがガスタービン学会から表彰されたことがあります。その

時に同じに表彰を受けたあるメーカーの製品の中を見たら、三菱と全く同じでした。こん

なことがあるのかなと思いましたが、学会では両方表彰してくれました。 

 とにかくそう言うことがあるから、専門メーカーには頼めない。結局、自分たちでもの

すごい苦労をして、完全に人間が不要な、バランスロボットを作ってくれたのです。もし

これがなければ、熟練工が半日かかっても出来ないくらい、実はバランスの限界が非常に

難しい所になければいけないと言うことが分かりました。 



 340

 それはどう言うものかといいますと、ターボつきの乗用車と言うのは、それまでありま

せんでした。それを世の中に出すのには実車走行試験と言うのを、自動車会社はどこもや

る。それも日本ではなく、外国は条件が違いますから外国まで持って行ってやる。 

 その時にテストドライバーが、「どうも、おたくのターボをつけられるとお化けが出てし

ょうがない」と言うのです。聞きに行ってみると、本当にヒュードロドロドロドロー、ヒ

ューと言っているのです。歌舞伎の、お化けが出る時のお囃子を知っていますか。あれな

のです。結局これは、アンバランス量が多すぎると言う結論になりました。 

 それまでは、ブルドーザーやトラックと同じアンバランス許容量でよかろうと言うこと

で出していたわけです。それをやりますと軸が暴れる。何しろ、ブルドーザーやトラック

と違って周りがうるさくないですから。乗用車ですからダッシュボードなどが共振する。

その音だったのです。だんだんにそれを少なくして行って、結局は、バスやトラックの 10

分の１のアンバランスの許容量ならばお客さんも文句を言わないと言うことになった。結

局、さっき言ったように熟練工を 2000 人余計に雇う必要があると言う、とんでもない結論

になってしまいました。 

 さんざん苦労して来たけれど、いよいよこのプロジェクトもここで終わりかと思いまし

た。その時に目の色を変えて頑張ってくれたのが生産技術部だった。完全に人手がなくて

も必要な削りをやって、出て来たものは完全にバランスがとれていて、従来の 10 分の１の

許容量の所までおさまった。多分、これが一番のハイライトだったかもしれません。 

 そのほかには組み立て。これこそ他人様にはお見せもしないくらいの所ですけれども、

組み立てロボットと言うのは、とっても難しいんです。非常に速くしなければならない一

方で、非常にそっとさわらなければいけないとか、考えただけでも難しいですね。そう言

うものを作ってくれて、組み立て工が非常に少なくなりました。それから検査ロボットを

作ってくれて、入れておけば検査をして、悪いものははじき出して出てくるようになって

います。だからターボ工場に行くとロボット工場みたいなもので、一見して加工工場なの

ですけれども、中身はロボットなのです。 

 話しを省いた所があるので分かりにくかったと思いますが、そんな苦労をしながら、今

はどう言うふうに生産が進んでいるかといいますと、今までに累積で 1200 万台、世界中に

ターボを供給しています。そのためには日本だけではなく、海外に何ヶ所もターボ工場を

作っています。 

 お客さんについても、いろいろな面で差しさわりがあるらしいので名前は言えませんけ
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れども、皆さん全員が恐らく知っているヨーロッパの名車中の名車みたいなものは、ずら

っと使ってくれています。 

 さっきも話が出ましたけれど、日本人はどう言うわけだか、それよりは排気量の大きい

エンジンの方が安くつくと言うので、それをやる人が多いのですけれども、本当は、それ

はいけませんね。環境から考えたら、小さな省資源、省エネルギー、排気のきれいなター

ボつきで、小さなエンジンで同じ馬力を出す努力をすべきです。ディーゼルが今ものすご

く叩かれていますから、乗用車もディーゼルなんて言うと皆嫌だと言うことになると思い

ますが、これは一種の感性の問題かもしれません。 

 これから皆さんに、私が申し上げておきたいことがあります。それは出来れば持って帰

ってもらいたいものですから、紙をお配りしますので、それを見ながらお話をします。 

 

 辰己先生 ここに班ごとまとめて８人ずつあるので、班長はとりに来て、班の中で配っ

て下さい。１枚の紙と冊子になったものと２種類あります。 

 

 林先生 皆さんは、ものづくりを目指してこの学校で勉強しているはずです。そう言う

皆さんに私が申し上げたいことが、ここに書いてあります。 

 一番上からいきますと、「我が国にとって立派なものが作れることは、幸せな社会を築き、

維持する基本的要件である」。 

 日本は資源がないですね。食料さえ、自給率は世界最低などと言っています。そう言う

国がなんとか今の社会を維持して行くためには、いいものが出来ないことにはしょうがな

いのですね。事実、今までの日本の復興の歴史が証明しています。君たちの所には来ない

と思いますけれども、我々などには、「あなたのおかげもあって世の中随分悪くなった」と

言われることがあります。でもそれは間違いで、工業製品で日本に非常にお金が回って来

ました。それを間違って使った人たちが、今の閉塞状態を作ってしまったのです。決して

「ものづくり」をやった人の責任ではありません。それは、よく覚えておいて下さい。と

にかく日本を幸せにして行くためには、モノがちゃんと作れないとだめなのです。肝に銘

じて下さい。 

 その次、「ものづくり技術者は幸せな世界の住人である」と書いてありますね。自然法則

は人を裏切らないのです。だから何か判断をする時に、よい判断をすると、自然は必ずよ

い結果をもたらしてくれます。人のように、妙な所で反対に動いて裏切ったりはしません。 
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物作りを目指す札幌琴似工高の諸君へ 
                   林 雅一  2004.12.20

☆我国にとって、立派な物が作れることは、幸せな社会を築き維持する基本的要件

である。 
 

☆物作り技術者は幸せな世界の住人である。 

自然法則は人を裏切らないから、良い判断をすれば、必ず良い結果が出る。 

成果が目に見えるから達成感がある。 
 

☆一芸に秀でること。そのためには Stick to your Bush！ 

Bush を決めるには、興味、発展性、そして出来れば競争者が少ないテーマを。 

そして一旦決めたら生涯のテーマとする。 
 

☆専門馬鹿にならない。 

専門外の理工系知識、政治、経済、環境、資源、歴史、芸術などなどに浅くて良いから

広い興味を持つ。専門馬鹿は専門分野にも行き詰まり、やがて凝り固まった迷惑男にな

る。 
 

☆集めた知識はフォルダー（ﾊﾟｿｺﾝ、ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ・ﾉｰﾄなど）に分類記録する。 

集め放しの知識は、しばらくたつと散らばったごみのように使用不可能になる。 
 

☆判断や行動に大原則をもって当たる。 

難しい岐路に立った時に、特に必要。これがないと枝葉の情報や考えに気を取られて、か

えって悪手を打ってしまいがち。（頭の良い人ほど、その恐れがある） 

    （大原則の例）人の道にあっているのはどっちか？ 

             科学的な原理原則にあっているのはどっちか？ 

             お客様のためになるのはどっちか？ 
 

☆いざとなったら、寝ても覚めても考える。 

   火事場の馬鹿力が出る。 
 

☆成果に至る途中で起こり得る複数のトラブルを予測し、その対策から再スタートし

た複数の新路線を予め立てておく。 

これがないと対策が遅れ、行き当たりばったりになる。 
 

☆自分の属する組織の目標、上下左右との調和を常に念頭に置く。 
 

☆頭を使え。気を使うな。 
 
 

以上は私がそうありたいと念じて過ごした事柄ですが、なかなかそうなれた訳ではないのです。 
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それだけでも気持ちがいいことです。また、「ものづくり」が成功した時には、その成果が

目に見える。さわることも出来る。これは、概念的なものが出来上がったのに比べると大

変に達成感があるものです。達成感と言うのは、人間にとって大切な生きがいですから。 

 次が「一芸に秀でること」と書いてある。一芸と言うのは、一つの芸と言うのもおかし

いけれども、仕事の一つの分野、得意分野と言うことです。それがひとりでに出てくるの

ではなくて、仕事の中で、みんなが選んで、これだと決めてもらいたいのです。これは趣

味とは違いますよ。「仕事の一部」と言う部分がないといけません。 

 そのためには、「stick to your bush」と言う英語で習いましたか。stick は固執する、

へばりついて頑張ると言う意味です。「to your bush」の bush は草むらですね。これは何

かのおとぎ話で、男の子と女の子がお母さんから言われて野イチゴを摘みに行った。野イ

チゴは、ブッシュになって所々に草むらがあって、そこに生えているわけです。 

 男の子は、「ここにもあった、ここにもあった」と駆け回ってかごの中にイチゴを入れて

いった。ところが女の子は、これがよさそうだと言うブッシュにしゃがみ込んで、そこに

なっている実を全部摘み取るぐらいにして摘み取った。夕方になって合わせてみたら、女

の子の収穫の方がずっと多かったと言うおとぎ話。そのことなのです。 

 だから「bush｣イコール「一芸」ですね。それを決めるには、あなたの興味です。おもし

ろくなければしょうがないですから。私は皆さんが何が好きかよく分かりませんけれども、

例えば、ステアリングシステムが好きだったらステアリングシステム、クラッチの材料が

好きだったらクラッチの材料と言う意味です。 

 発展性。そのテーマは発展しなければしょうがないのです。じきに終わりになってしま

って 100％出来たと言うのではしょうがありません。 

 それから、出来れば競争者が少ないテーマを選んで下さい。これがコツです。君たちは

内燃機関関係にはあまり行かないのだろうけれども、ディーゼルエンジンなどを選んだら、

山のように競争相手がいるからアウトです。その点、私は幸せにターボを手がけていまし

たので、ターボは非常に適当だったのです。これが私の一芸です。 

 そして一たん決めたら、それを生涯のテーマとして放棄しないでもらいたい。もちろん

君たちだって、ある年がくると管理職になるし、さらに違う仕事に回されることもある。

営業をやることもあるし、サービスをやることもある。どこへ行っても、「そのテーマはお

れのテーマなんだ」と言うことを忘れずにいてもらいたいのです。 

 そう言うふうにしておきますと、しょっちゅういろいろなデータが目につきます。その
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データを少しずつ、商売が違っても集めておく。そうすると、あのことならば、あの人が

有名だぞ、あの人に聞けば何かやってくれる、あるいは話してくれる、と言うふうになり

ます。 

 私が最初にターボの仕事でアメリカに出張した時は、１カ月ちょっと位だったのですけ

れども、その頃は１ドル 360 円でした。聞いたこともないでしょう。よほどのお金持ちで

なければ外国は見られなかったのです。その最中に行ったものですから、私は非常に大騒

ぎをされて行きました。その頃は羽田から国際線が出ていたのですけれども、羽田に重役

まで見送りに来てくれました。みんなにうらやましがられました。事実、私も随分おもし

ろかったです。外国ってこう言うものかと思った。アメリカの英語はこんなに違うかとも

思いましたね。とにかく選び方を注意しないと、やってもやっても人に追いつかないこと

になります。 

 それから「専門ばかにならない」。これは、専門だけを知っている人のことです。だから、

一芸を知っているからいいのだと言うわけにはいかない。君たちは理工系だから、専門外

の理工系の知識が、まず必要ですね。それから政治経済、環境資源、歴史、芸術なんて言

うものに、広い興味を持っていてもらいたい。そんなに専門家みたいにいきません、浅く

ていいから広い興味を持ってもらいたいのです。そう言うことをしないと、専門ばかは、

やがて自分の専門分野でも行き詰まってしまいます。たくさんの例を私は見ています。そ

してその人は、やがて凝り固まった迷惑男になるだけです。専門ばかは、「また始まった」

と言われます。 

 次、「集めた知識はホルダーに入れておく」。このごろだとパソコンでしょうけれど、パ

ソコンばかりが万能ではありません。昔はパソコンもなかったけれど、私は手のひらぐら

いのルーズリーフのノートを何冊も持っていました。それを各ホルダーとして、これは性

能関係、これは金属材料関係、これはよその会社のコンペチターの性能がどうなっている

か見る、その会社にはどう言う技術者がいるか、性能はどうかなんて言うことを、ルーズ

リーフでずっと分類していました。海外出張する時なんか、これがあると本当に楽だった

ですよ。今は、もちろんコンピュータで結構だと思います。 

 「集めっぱなしの知識は、しばらくたつと散らばったごみのように使用不可能になる」。

これは想像しても分かりますね。 

 さて、その次が難しいのです。「判断や行動に大原則を持って当たっていること」。これ

は本当に難しいことなのですが、君たちも必ず難しい岐路に、一生のうちに何遍も立ちま
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す。判断をして結論を出さなければいけなくなります。その時に、この大原則を持ってい

ることが特に必要になるのですが、そう言う難しい場面になっている時に限って、こうし

たらいいとか、ここは実はこうなっていたよとか、枝葉の知識やあまり関係のない、後か

ら考えるとなくてもよかったようないろいろな情報が集まってくるものなのです。それに

気をとられてしまって、かえって悪い手を打ってしまうことが多い。頭のいい人ほど、そ

う言う危険性が大きいのです。頭が悪くなってくれと言っているわけではないですけれど

も、とにかく何かの大原則が大切です。 

 大原則と言っても、難しいことは何もないのです。一つは、人の道に合っているのは、

どちらの方法かなと言うこと。これは非常に大切なことです。長い目で見ると、結局はそ

れが正解になるのです。人の道に合っているのはどっちかな、これだけでいいのです。易

しいでしょ。 

 それから、科学的な原理原則に合っているのはどっちかな。これも非常に大切で、いい

かげんな行き当たりバッタリではしょうがありません。 

 お客様は神様ですけれども、お客様はこの対策のどちらをとった方が幸せだろうかな、

どちらがお客様のためになるかな。これも大原則の一種です。この判断でやっておけば、

大抵間違いない。そう言うものを君たちに探してもらいたいのです。この三つの点のどれ

かでもいいのです。 

 それから「いざとなったら寝ても覚めても考える」。これも、ある危機に直面するとよく

起こることです。私はどう言うわけだか知りませんけれども、今までに３回、家を建て直

しました。二度目、三度目はなれてしまいましたけれど、一度目の時は随分緊張したし、

知識を集めました。 

 その頃は電車で通勤しています。電車通勤の途中で外を見ていると、必ず１軒ぐらい新

築の家が建築中だった。それを、「あそこは、ああやって作るのか」「あそこにああ言う構

造があるな」と見る。見たくて見ているのではないのです。ひとりでに向こうから飛び込

んでくる。寝ても覚めても考えていると、人間にはそう言う能力があるらしいのです。「火

事場の馬鹿力が出る」と書いてありますけれど、火事場になったらやってみて下さい。 

 次は長いのですが、「成果に至る途中で起こりうる複数のトラブルを予測し、その対策か

ら再スタートした新しい複数の新路線をあらかじめ立てておく」。「あらかじめ」と言う所

が大切なのです。 

 これはどう言うことかと言うと、ある開発をするなり何かする時は、初めはこうだ、そ
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の次にこう言う手を打って行って、それがみんなうまくいったら、こう言う成果が出ると

言うのを、だれだって作りますね。それは当然です。 

 ところがその中に、ここで失敗するか、ここで失敗するかと言う難所が幾つも予想出来

るはずです。予想した所でもし失敗したら、その時には、この手を打って、そうすると、

その先はこうなって行くなと言う線路を考えておく。こっちで失敗したら、そこからまた

新しい線路を考えておくと言う意味です。これを持っていませんと、壊れた、しまったと

言ってゆっくり考える暇が普通はないですから、行き当たりばったりになってしまうので、

かえって悪くなったりする。 

 その次が、「自分の属する組織の目標、上下左右との調和、それを常に念頭に置いておく」。

君たちの中にいないと思うのですが、「おれは一匹オオカミだ。人が何と言おうと、おれの

やりたいことをやる」と言う人は、だめなのです。 

 結局、今の工業レベルでこれから新しいものを作ろうと思ったら、個人の能力だけでは

到底出来ない場合が多いです。だから、これはノーベル賞と関係ない話ですが、そうでは

なくて、いろいろな人の知識を集め、会社の組織を集め、みんなが協力してくれないと、

まとまった大仕事は出来ない。そのためには、左右上下と調和をよく考えながらやらなけ

ればいけません。 

 この人は旧帝国大学は出ているし、本当ならちゃんと会社の幹部になれると思っている

ような人が、意外と駄目だったりする。そう言う人は、必ずこう言う人です。そう言う人

ってどう言う人かと言うと、組織の中で生きていられない人。 

 最後に、「頭を使い、気を遣うな」と書いてあります。難所に到達すると気が動転します。

消化が悪くなって、胃が悪くなったりするのです。そのうち胃がんになります。頭はいく

らでも使わないといけないけれども、気を使ってはいけない。これも非常に大切なことな

のです。 

 一番下に、「以上、私がそうありたいと念じて過ごした事柄だけれど、なかなかそうなれ

たわけではない」と書いてあります。この中で特にそうなれたわけでないのは、「大原則に

立って難所で判断すること」と「頭を使い、気を使うな」と言うことです。どうしても、

胃が痛くなるようなことになってしまうのですね。 

 まあ、努力をしてもらいたいと思います。これは大変だ、健康に害があるなと思った時

には、頭を使おうと努力してもらいたい。思い出してもらいたいのです。 

 皆さん、ご健闘を祈ります。長いことつき合ってもらって、ありがとう。（拍手） 
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 辰己先生 いまの林先生のお話を伺って、皆さんから感想が欲しいなと思っています。

レポート用紙に書いて感想をいただきたい。ふだんどれぐらいのものを書いてもらってい

るか分からないのですが、細かい様式に関しては担任の先生に指定していただくとして、

本文で１枚いただきたいと思います。 

 それは、もちろん林先生に見ていただくし、先生も見ます。いろいろな人たちが見て、

皆さんの記録に残るようにしたい。出来れば、一たん出してもらった後でコピーをとって

本人には返したいと思っていますので、今日の話の感想ではなくて、自分が今後こう言う

ことをしたいと思った部分も含めて書いてもらえるといいかなと思います。 

 

 林先生 早口でよく分からなかったと言うことは私が分かっていますから、それは書か

なくていいです。あれぐらいのスピードでやって、やっと話したいことが少しはなせまし

た。 

─了─ 
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3.2埼玉県入間郡大井町立西原小学校 

「日本にないなら、自分でつくろう」 

百瀬 孝夫 氏 

 

本稿は、２００５年１月２８日、埼玉県入間郡大井町立西原小学校の６年生を対

象に行なった「フリーズドライ装置の開発」に関わる講演要旨を［Ｉ］フリーズ

ドライ技術との出会い、[Ⅱ］技術の解説、［Ⅲ］むすびの３部に分け、一部補遺

したものである。 

 

［Ｉ］フリ一ズドライ技術との出会い 

（１）まえおき 

皆さんは「フリーズドライ（凍結乾燥）」という言葉を聞いたことがありますか。 

今日は、宇宙食の技術と言われているフリ－ズドライについて、私が食品用の『大

容量フリーズドライ装置』を発明した時の話をしたいと思います。大容量（大型とい

う意味）フリ－ズドライ装置は、米国・オ－ストラリア・韓国・中国ほかに輸出され

て、各国の得意な食品の生産に役立ち、乾燥品が日本に逆輸入されて即席麺や茶漬に

使われています。 

（２）福島県の小さなベンチャー企業に就職 

私は今から５０年前の１９５６年（昭和３１年）、東北大学農学部で「微生物と発

酵」の勉強をした後、教授の推薦で福島県伊達町の科薬抗生物質研究所という、小さ

な会社に就職しました。そして、医学博士の小山社長が、福島県の土の中から発見し

た抗生物質生産菌を工業的に培養して、「国産抗生物質コリスチン」を生産する仕事

に携わりました。 

今日の講演会を企画して下さった研究産業協会の委員の松尾勝一さんは、科薬抗生

物質研究所で一緒に仕事をした仲間です。私の作業分担は≪菌を大きなタンクで培養

して、コリスチンを生産させて、この培養液からイオン交換樹脂や蒸留装置を使って

抽出・精製し、フリーズドライをするまでの行程≫でした。また松尾さんは薬学部出

身で、その後医学博士の学位を受けられましたが、≪フリーズドライしたコリスチン

に別の薬品を反応させて、注射した時の痛みを無くす製剤の開発をしたり、コリスチ

ンを配合した錠剤・座薬≫の開発をやっておりました。 
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（３）人との出会いを大切に 

私が、福島県の田舎町の小さな会社に就職を決めた理由は、抗生物質「コリスチン」

の発見者である小山博士にお会いして、ご―緒に最先端の研究に取り組みたいと考え

たことと、大学の先輩が数名研究室に勤めていたからです。振り返ってみて、人との

緑、人との出会いはとても大事なことだと思います。皆さんも、今日私と出会って、

「毎日のように食べているインスタント麺や即席スープの具の、野菜やチャーシユー

は、このおじいさんが発明した機械で造っているのか」と知って、『私達でもすごい

発明ができるかも』と自信を持って勉強して貰えたら嬉しいです。皆さんにとっては、

これからお話する技術の内容を理解することよりも、縁あって今日こうして「私と出

会った」ということの方が、大事なことかもしれません。 

（４）医薬用フリーズドライ装置の開発 

（株）科薬抗生物質研究所は、コリスチンという抗生物質を産生する微生物が福島

県内で採取した土から発見されたことから、設立されたのですが、スレ一ト葺きの古

い紡績工場を改造した鉄骨建物に、微生物を培養する大きなタンクを数本並べてある

だけの工場でした。また宿舎は、紡績工場の宿舎のままの畳ボロボロの大部屋で、破

れ障子からは寒い隙間風が吹き込みました。 

この工場で、国産抗生物質コリスチンの研究と生産が始まったのですが、抗生物質

は熱に弱いので、どうしても、極低温で乾燥する「フリーズドライ装置」が必要とな

りました。しかし当時外国で開発されていたフリーズドライ装置は高価であって、創

業したばかりの貧乏な会社では購入できなかったので、自分たちで造ろうという事に

なったのです。 

そこで、研究所の工務掛りの仲間と―緒に、外国文献と首っぴきの試行錯誤が始ま

りました。文献の不鮮明な機械写真を虫眼鏡でそれこそ穴のあくほど見て、装置の構

造や寸法を推測し、毎日、夜を徹して論議を重ねました。 

真空ポンプや冷凍機は故障しないように国産の新品を購入しましたが、真空タンク

は、東京の墨田区の中古機械屋からゴムの加工に使った中古タンクを買い求め、内部

に、ニクロム線を張って碍子で漏電を防止した加熱棚を作るなど工夫して、小型のフ

リーズドライ装置を完成しました。給料も安く、勤務時間も仕事が終わるまでという

ととでしたが、充実した毎日でした。完成した装置の試運転で、霜が付着した冷凍用

タンク（コールドトラップ）の表面に手のひらを押し当てた時の冷たかった感触が今
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でも嬉しく思い出されます。 

（５）医薬にしか使われなかったフリーズドライ装置で「味噌」を乾燥 

科薬抗生物質研究所でのフリーズドライとの出会いから数年後の１９５８年に、家

庭の事情で、生まれ故郷の長野県に帰り、山印醸造㈱で味噌の研究をすることとなり

ました。 

１９５８年は、日清食品が「チキンラーメン」を発売した年で、インスタント食品

に対する関心が一挙に高まりました。私は、フリーズドライ製法で即席味噌汁を製造

することを提案しましたが、１ｇ数千円の抗生物質用にしか使われていないフリーズ

ドライ装置で、１ｋｇ１００円の味噌を乾燥しても採算がとれる筈がないと大反対を

受けました。そこで、殆どお金を掛けずに、中古機械を集めて、フリーズドライ試験

機を組立て、乾燥味噌を試作したのです。その結果、風味そのままの乾燥味噌を試食

した社長の英断で事業化が決定したのです、そして１９６１年に、脱水量４００ｋｇ

という当時としては国内最大のフリーズドライ装置が完成、「ミソープ」と名付けら

れた具入り即席味噌汁が発売されました。 

（６）安価な味噌の乾燥にフリ一ズドライ製法を採用した理由 

私が「即席味噌汁」を製造するために、高度技術のフリーズドライ製法を採用しよ

うと考えたのには理由があったのです。それは、外国でのフリーズドライ装置の主な

用途が、スープ、コーヒー、チーズの生産であったことです。そこで私は、『その国

の基本的な食品は、風味がごまかせないから、最高の技術を使う』ことが大事なんだ

と気付いたのです。とすれば、日本は「味噌・しょう油」です。しかし当時しょう油

は、液体であるため、スプレードライという別の乾燥法で実用化されておりました。

そこで研究対象を「乾燥味噌」に絞ったということです、 

（７）明治製菓とフリ―ズドライ専門の合弁会社設立 

日本で初めてのフリーズドライ食品が、日本の伝統食品であり、最も安価な「味噌」

であったということで、画期的なこととして注目を浴び、１９６２年には明治製菓と

の合弁で、フリーズドライ専門の明治食品株式会社が設立されました。そして、新た

に設計したタンクとアルミ型材製のヒーターによる脱水１トンの「大容量フリーズド

ライ装置」が完成し、その後も改良を加えながら増設が行なわれました。そして“若

者よ味噌汁を飲もう”のキャッチフレ一ズで「明治みそ汁」が発売され、続いて、フ

リ一ズドライヨ―グルト入りの「明治ヨーグルトキャラメル」、フリーズドライ苺・
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バナナ入りの「即席クリームソ―ダ」、野菜・キノコなど具入りの「クイックライス」

なども発売されました。 

（８）即席味噌汁・スナックヌードル発売で、フリーズドライの応用が拡がる 

国内では、１９５７年（昭和３２年）頃から、農林省食糧研究所でフリーズドライ

食品の研究が開始され、１９６２年には日本ジフィー食品が設立されて、アトラス社

の固定棚式（トレイを手差し）中型機と共和真空工業の棚段全開口式フリーズドライ

装置（加熱棚固定で真空タンク胴体が移動する）が納入され、また日本軽食品（株）

が米国のＣＭＣ社の加熱棚駆動式装置を設置するなど、フリ－ズドライ食品の生産が

活発化しました。しかし、味噌ラーメン用の乾燥味噌のほかには、成功した商品はあ

りませんでした。 

フリーズドライ食品の良さが市場で認められたのは、１９６７年に永谷園が私の開

発した大容量フリ―ズドライ装置を６機設置して、即席味噌汁「あさげ」「ゆうげ」

を発売して、市場化に成功してからであり、更に１９７１年に、日清食品が「具入り

スナックヌードル」を発売したことにより、フリ－ズドライの優れた品質が広く認知

され、その後固形スープなどのフリーズドライ食品が量産化されるようになったので

す。 

 

［写真１］即席味噌汁生産用の大容量フリ一ズドライ装置 

 

［Ⅱ］フリーズドライ技術とは 

（１）熱風乾燥法と、フリ―ズドライ製法のちがい 

皆さんが毎日のように食べているスナック麺や即席味噌汁や即席玉子ス－プなどは、
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お湯をかければ数秒で肉や野菜の色や香りがもどりますね。今では当たり前になって

しまって、便利なインスタント食品がどうやって製造されているのか考えたこともな

いと思いますが、これら乾燥食品の製造法の中で最も優れた技術が、フリーズドライ

であります。 

食品の乾燥は、―般に「熱風乾燥法」で行ないますが、高熱をかけると食品本来の

色が失せて茶褐色になり、タンパク質は固くなり（変性）、また脂肪分は酸化して異

臭が発生します。堅くなった魚の干物や干しぶどう、ビーフジャーキーなどを思い浮

かべて下さい。だから、これらを水や湯に漬けても、元の食品には戻りません。 

ところがフリ－ズドライ製法では、食品が凍ったままで水分だけが蒸発されるため、

出来上がった乾燥品は、水分が飛び去った跡が小さな穴となって、スポンジ状に乾燥

されるので、「湯や水に浸すと、吸いこみが良く、たちまち生に近い状懸にもどる」

のです。熱による変性が起こらないため、色や香りも元の食品と殆ど変わりません。 

（２）フリ一ズドライの原理が発見されたのは、２００年前 

 フリーズドライは、凍結乾燥とも言いますが、その原理は２００年も前のｌ８１１

年に英国のレスリーという学者によって発見され、１９３０年頃からは米国のフロス

ドルフらによって基礎研究が始まり、日本でも１９３８年に実験装置により徴生物の

保存に成功したとの記録があります。第２次大戦中は、米国およびドイツ軍の研究機

関が積極的に取り組んだこともあって、１９４５年に米国のストークス社が、翌４６

年にデンマークのアトラス社が食品用の小形機を発表しましたが、高額のため普及し

ませんでした。 

（３）発明をするには、原理を正しく理解することが大切 

発明をするには、その原理を正しく理解することが一番大切です。フリーズドライ

装置は、冷凍機や真空ポンプや制御計器を組み合わせた複雑な装置ですが、原理は簡

単です。 

フリ一ズドライのやり方は、 

①まず密閉容器に食品を盛りつけたトレイ（金属皿）を入れて、 

②容器を真空ポンプで排気すると、食品から水分が蒸発して（気化潜熱）食品の温

度（品温）が次第に低下し、装置の真空度が１７０分の１気圧以下になると、水

は０℃となって凍結します。 

③更に排気を続けると、高真空になるにつれて氷の温度も低下します。 
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④次に、真空タンク内の凍結食品に熱を加えると水蒸気が出るので、 

⑤発生する水蒸気を真空ポンプで次々と排気して、常に１７０分の１以下の真空を

保つようにします。 

⑥すると容器内の氷はいくら加熱しても、溶けることなく、氷が直接水蒸気となっ

て『昇華』して、最後には食品が乾燥されるのです。 

ところが、水１ｇは－４０℃の低温下で蒸発すると、膨張して１０、０００リット

ルもの体積となるので、真空ポンプだけで排気しょうとすると、１分間に１ｇの水を

昇華させるために７．５ｋｗもの電力が必要となります。そこでフリ－ズドライ装置

では、「食品を乾燥するタンク」の他に、「冷凍機で冷却したパイプを設置したコ―

ルドトラップ］という仕掛けを考えたのです。即ち、食品から昇華した１０、０００

リットルの水蒸気は、コールドトラップの冷却パイプの表面に氷結されて、元の１ｇ

の氷に戻るのです。 

即ち、『１７０分の１気圧なら氷の温度は０℃であるというように、真空度と氷の

温度は一定の関係を保っている』ということがフリーズドライの基本原理であり、コ

ールドトラップの働きがフリーズドライ装置の基本装置であるということです。 

 

［図１］凍結乾燥の原理 
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温度（℃） 平衡蒸気圧（Torr） 

    ０ ４．５７９ 

－５ ３．０１０ 

－１０ １．９４１ 

－２０ ０．７７６ 

－３０ ０．２８６ 

－４０ ０．０９７ 

 

［表１］氷の平衡蒸気圧表（理科年表） 

 

[Ⅲ]むすびのことば 

（１）ものまねでなく、―味違うことをやり遂げるように心掛ける 

私は、徴生物学を学びましたが「工学」は専門ではありません。でも独学で、最先

端のフリーズドライ装量を発明しました。たまたま設計した装置には、一回も事故は

起こりませんでしたが、今になって「独学だけでは無謀であったな』と反省していま

す。皆さんはやはり将来自分がやりたいことの目標像を描いたら、その分野の専門知

識を身につけてから取組んだ方が良いと思います。しかし、人と同じことをやるので

はなく、何か自分らしさを工夫して仕事をするようにして下さい。人まねや、学校で

教わった通りにやるのでは、ロボットと同じです。 

（２）自分の向こう見ずを反省し、周囲の人の包容力に感謝 

大学の専攻が微生物学であって、化学工学を数単位受講したにすぎない素人の私を

『マイナス数十度の低温下での昇華脱水』というフリーズドライ技術への取組みに駆

り立てたものは、「向こう見ずの若さ」以外の何物でもなかったと思います。今更な

がら、自分の向こう見ずを反省するとともに、そんな私を信頼して大きな仕事を任せ

てくれた人たちの「包容力」に感動し、心から感謝しております。 

しかし、もし私が工学を専門に学んでいたら、フリーズドライ装置の発明は出来な

かったかもしれません。装置は、宇宙と同じマイナス数十度の極低温に耐え、高真空

に耐え、そして毎日繰り返される操作でも故障が起きないように、自動制禦しなけれ
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ばなりません。予想される課題を、学んだ理論だけで解明しようとしたら、色々と問

題点が多すぎて、成功しなかったと思います。 

（３）逆境もまた楽し 

大学を出て、抗生物質の生産を始めたばかりの、貧乏なベンチャー企業に入社した

ために研究機器も買って貰えなかった切ない思いが、「大容量食品用凍結乾燥装置」

の開発により、１９８８年には、科学技術振興功績者表彰、１９９６年には黄綬褒章

受章に繋がったのですから、何が幸いするか判らないものであります。苦難にあって

もくじけないで、「逆境もまた楽し」の気持ちで努力を続けることは、大切な生き方

であると思います。 

（４）私をその気にさせた味噌会社社長の―喝 

また、１９５８年に家庭の都合で山印醸造に入ったのですが、小さな会社ですから

研究室にくすぶっているよりは、現場の社員と仲良くしたいと考えて、味噌仕込みの

現場を手伝いにいきました。現場の人たちは大歓迎で、休憩時間になって一緒にお茶

を飲んでいたら、社長がやって来て、「君に来て貰ったのは、そんな手伝いをして貰

うためでは無い！」と一喝されました。この一言はズシンと効き、後々までの技術開

発の支えとなりました。 

（５）夢多き少年時代の思い出 

１９４９年、高校卒業を明年に控え、本来ならば受験勉強をしている筈の私は、「梓

川水系のケショウヤナギ」の分布図つくりに熱中していました。日本には、北海道の

十勝平野と長野県の上高地にしか無いとされていたケショウヤナギを、生物の山崎林

治先生が梓川の下流で発見したので、受験そっちのけでお手伝いしていたのです。 

しかし、運良く東北大学農学部に入学できました。本当は医学部に進みたかったの

ですが、医者になっていたらフリーズドライ装置との出会いは無かったでしょう。今

でも、どんな医者になっていたかなと思うことがありますが、人生の岐路で、どっち

を選んだら良かったかは、誰にも判らないことですね。 

農学部では、微生物学が学科の中で一番難解であったので、無事卒業したい一心で

専攻科目に選んだのですが、そのことが、私のライフワークとなったフリーズドライ

との出会いにつながり、また、数十年たってからバイオテクノロジーとして注目され

るようになったのですから、先のことは分からないものです。 

皆さんも、仮に自分の描いてきた夢と違う方向に進むことになったとしても、くじ
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けずに頑張って、自分で道を切り開いて行って下さい。必ず幸せになれます。 

 

［写真２］春先に赤い新芽が伸びる、上高地のケショウヤナギ 

 

（６）理化学研究所で学び、味噌工場の近代化装置を考案 

１９５９年に、理化学研究所並木満夫研究室に出向してガンマー線照射による食品

保蔵の研究に携わり、小さな研究者魂を持ち帰った私は、まず浸潰大豆や洗米を流水

と一緒に流して送る「ブレ一ドレスポンプ」を開発し、次に蒸大豆と米麹と塩の「自

動配合仕込み装置」を開発しました。以前は、全ての味噌工場では、床に蒸大豆と麹

と塩を層状に重ねてスコップで、人力で混合していたのです。 

また天野製薬で酵素剤の生産に使っていた「堆積製麹装置」を長野県で始めて味噌

用として導入しました。４０年を経た今、全国の味噌工場、酒造工場で極く当たり前

に使われていますが、フリーズドライ味噌と共に私の大発明でした。 

（７）大容量フリ一ズドライ装置について特に工夫した加熱盤 

装置の発明についてあまりお話をしなかったので、私が最も知恵を絞った加熱盤の

話をします。フリーズドライ装置は、凍結食品を盛りつけた皿（トレイ）をセットす
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る「加温タンク」と、食品から蒸発した水分を氷結して除去する「コールドトラップ」

とで構成されています。 

コールドトラップの構造については、共和真空工業という会社が特に改良に力を入

れており、私は発明の焦点を、「真空中でどうやって食品を加温するか」という命題

に絞り、「窓枠のアルミサッシ」にヒントを得て、『中空で薄層の長尺ヒーター』を

発明しました。また、食品盛りつけた皿を乗せたキャリッジという棚を、調理室→冷

凍庫→フリーズドライ装置→乾燥品処理室と、工場中をモノレ－ルで簡単に移動出来

るように工夫しました。 

ある時、世界的なフリーズドラ装置メーカーであるアトラス社の技術者が視察にき

て「ナガイヒーターヲ、ドウヤッテタイラニケズッタンダ！」と驚きの声をあげまし

た。そして、それ以来、世界中で採用されはじめました。 

 

［写真３］モノレ―ルキヤリッジ移動システム 
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［写真４］アルミ製中空ヒーターを装備したフリーズドライ装置 

 

（８）逆境が新しい発想を生む 

私は、仙台では、伊達政宗の墓所の近くの瑞鳳寺境内にあつた東北大学仏教青年会の寮

に住み、座禅を組み、「浜までは 海女も蓑着る 時雨かな」と、時には高僧の説教に耳を

傾け、学友と夜を徹して人生を語りあいました。遠い昔の懐かしい思い出ですが、そこで

は「人間としてどう生きたらよいか」ということが一生の課題であると学びました。 

 

（注）「浜までは 海女も蓑着る 時雨かな」 

仏教の教えを俳句であらわしたものです。 

海女さんは、間もなく海（死）に入るのだが、 

海辺までは雨に濡れないように、蓑を着ていきます。（大切に生きる） 

 

（９）この世に種を蒔き続けたい 

こうして、製薬及び食品の進歩に役立つ幾多の発明を行なってきましたが、私がや

ってきたことを知っている人は、もう殆どおりません。また、技術開発は沢山しまし
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たが、特許を売って、お金儲けをすることは考えませんでした。ひたすら良い食品を

作りたいと考えて、装置を改良することを一生懸命やつてきました。 

今日のように、未来を背負う少年・少女に、技術開発の話をしても、易しく話せな

いので、退屈だったかもしれません。しかし、日本にも欧米に負けない技術があつた

と皆さんが誇りに思ってくれれば、満足です。 

私は、１９９１年（平成３年）に「通産省産業技術と歴史を語る懇談会委員」の一

員に加えていただきました。今回、皆さんにお話できたのもそのお陰です。 

私が、母校の東北大学から、農学博士の学位をいただいたのは、１９９５年（平成

７年）のことで６５才の時でした。「凍結乾燥法による新素材の製法とその製剤分野

への応用に関する研究」という標題で、１９８４年（昭和５９年）から１０年かけて、

研究を続けた成果をまとめたのです。 

そして、７２才になった今も、『技術者として生涯この世に新しい種を蒔き続けた

い』と考えて、勉強を続けています。 

（了） 
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 [質問と答え] 

児童 「もうだめだ」とくじけそうになったたことがありますか？ 

百瀬氏 何回もあります。けれどもそのたびに、学生時代に仏教青年会に入っていて、

仙台の瑞鳳寺に下宿していたという特殊な体験をしたことが、助けになりました。 

仲間たちと朝５時起きして、本堂で般若心経をとなえ、また高僧から講話をいただ

いたことなどを思い出して、困難を乗り越えました。私は、その時の状況が悪いとき

でも、そのことは必ず良い結果につながると考えるようにしております。 

そして、特につらいときは、先程の「浜までは 海女も蓑着る 時雨かな」の句を

お経のように唱えます。もう一度説明しますが、『「浜」とは「死」です。海女さん

は必ず海に入るが、その時までは雨にぬれないように、傘をさして行きますよ。』と

いう意味です。皆さんも、受験に失敗したり、友達に裏切られたり、肉親とつらい別

れがあったり、これから数えきれないほど悲しい思いをすると思いますが、その時は

この句を思い出して、元気をだして苦難を乗り切って下さい。 

 

児童 フリ一ズドライ装置をつくるのにどれくらい時間がかかったのですか？ 

百瀬氏 ２００年前に原理が発見されていました。それに英国で政府がお金を出して、

１０年間も研究した資料があります。先程お話したときも、「原理を正しく理解して

取りかかることが大事」だといいましたが、じっくり考えると、だんだん原理がわか

ってきます。それをどう解決するか、専門家に聞いたりして解決すればいいのです。

科薬抗生物質研究所のときも、破れ障子の寒い部屋で、時間を忘れて仲間同士で討論

しながら、外国の装置の写真を虫眼鏡でみながら「ここのところは棚が何段になって

いて、溶接してあるとか、ボルト締めしてあるとか」みんな一生懸命でした。 

今は何でも売っていますし、インターネットで検索すれば必ずといってよいほど欲

しいものが見つかりますが、皆さんも「日本になければ、自分で造ろう」という気持

ちで頑張って下さい。 

 

児童 フリ―ズドライをつくったときに、いろいろのアイデアを考えたと思いますが、

それをどうやって―つに絞つたのですか。 

百瀬氏 解決するには原理をなるべく簡単に絞り込むことです。そして問題を解決す

る方向にまっしぐらに突き進むことです。電車に乗っていても、ほかの勉強をしてい
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ても、ともかく眼がさめているときは何時も考え続けるのです。また、外国では、人

力でなく自動化すること、連続装置にすることを考えます。だから、ジュース乾燥は

ベルト式、また食品を盛りつけた皿は、加熱温度の違う幾つかの乾燥タンクを、自動

扉を開閉しながら通過するような装置を造っています。ところが日本では、同じ装置

で味噌もやる、野菜もやる、肉もやるということを食品メーカーガ求めるので、それ

に対応するには、私が発明した装置が適していたということです。 

 

以 上 
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