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〔要約〕 

１． 調査研究の趣旨 

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

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
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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。 

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。 

また、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．我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の概要 

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。 

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。 

  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 



２．２   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 

 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 

２．４ 聞き取り調査結果の概要 

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。 

２．４．１ テーマ設定 

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。 

(1) トップからの要請 

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、
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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。その途中で「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、開発者に与られた最高のテ

ーマとなった。 

(3)エキスパートの使命 

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、最後発であった。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。 

直江津工場に戻った田島は塩ビの連続重合法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、塩ビの最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、信越化学は世界最大の塩ビ

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。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。 

 昭和 40 年頃、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
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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。 

２．４．２ 研究開発の姿勢 

(1) 明確な目標 

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。 

(2) 花魁
おいらん

簪
かんざし

に託す 

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。 

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、最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。 

(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。 

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、トップの「それはやれ」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。 
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(4) 社内コンサルタント 

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。 

２．４．３ 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。「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。 

(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とんでもない品物であった。きれいな顔

をした塩ビは作れるが、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。 

 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。 

 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
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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。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。 

(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、最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、それが高炉稼動の最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。 

２．４．４ 自らを育てる（フィロソフィー） 

(1) 川名喜之 

 盛田さんが『MADE IN JAPAN』を書いたぐらいで、昔の日本は「ものづくり」だった。そ

のころは日本製というのが本当に世界を席巻していたが、だんだん韓国とか台湾とか中国

が伸びきて、「ものづくり」はもうアジアだ、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。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

くなってきており、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。 

(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という。 

(3) 田島重信 
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 田島は梅原猛の世界が大好きという。やはり宗教観だとか哲学だとか、そういうものを

しっかりと教えることが大切。今は倫理というのがまるきり失われたから、家庭でそうい

うようなことを学んで、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っている。 

(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最も大きな力に

なることを何度も体験してきた。 

田中は若いときから創造性に最も必要なことは、「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。 

２．４．５ 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。 

(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。 

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、あるいは宇宙の世界だとか。若い人たちには汗をかきながら感動を受けたという体験

が必要ですよね。先生も悪いと思うんですが、技術の面白さを教えてくれる人がいなけれ

ばできないと思います。子供たちを科学博物館などに連れて行き、いい模型で実験をして
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科学の楽しさをたくさん体験させるとが大事だと思うんです。 

(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。  

 

３．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の概要 

（社）研究産業協会は一昨年、聞き取り調査結果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「１２

ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」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 Ｓｐｉｒｉｔ・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。 

３．１ 北海道札幌琴似工業高等学校 

【対象学年】電子機械科Ｂ２年生 ３９名 

【日  時】（１）平成１６年１２月１５日（水）９：００～１１：００ 

（２）平成１６年１２月２０日（月）９：００～１１：００ 

【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】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 

元玉川大学工学部教授 林雅一 氏 

３．２ 埼玉県入間郡大井町立西原小学校 

【対象学年】６年生２クラス 定員５１名 
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【日  時】平成１７年１月２８日（金）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”

さを考える」 

【講  師】株式会社 おむすびころりん本舗 取締役 百瀬孝夫 氏 

 

４． まとめと今後の課題 

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

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

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

の感動を催さずにはおかない。と同時に聞取り対象者の中に見られる勤勉

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

は本年度分を加えると 94 人に達する。またこの間、初等中等教育における

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

究を進め、教育ツールとして活用すべく教育関係者の参加を得て、二つの

ンツプロトタイプモデルを作成した。 

 今年度はその教材を用いて、聞き取り対象者の諸先生の中から、林雅一

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

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

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

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

分かりやすく講話していただいた。 

 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

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

科学技術離れ」の最も効果的な対策となるよう努力したい。 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したもの
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