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序 

 

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。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  

  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も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増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。  

 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ため

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

があります。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

寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８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１８年３月  
 

社団法人 研究産業協会  
会 長 谷  口  一  郎 
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総括 

 

１． 調査研究の目的 

資源小国日本が厳しい国際競争の中で、世界の先進国に伍して現在のステータスを

維持しつつ、平和で豊かな経済社会を持続的に維持・発展させていくためには、産業

技術のたゆまざる革新が必要不可欠であり、技術革新の起こりやすい社会・産業構造

の構築を目指し、それに関る優れた人材を育成していくことは極めて重要な社会的要

件である。 

しかしながら、日本の次代を担う若者たちは、少子化社会の中で所与の豊かさに囲

まれ、豊かさを生み出す産業技術への関心や認識が薄く、また、技術の高度化、ブラ

ックボックス化によって技術の理解が難しくなり、いわゆる若者の技術離れ、製造業

離れの危機が指摘されている。 

このような状況の中で、新時代におけ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育んでいくことが重要である。 

本事業は、これまで我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すること

によって、こうした独創性・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

料を提供しようとするものである。 

  本年度は本事業の最終年度として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、引き続き

初等中等教育に関心と情熱を持つ先達の協力を得て、小･中・高校生に対し、子供達が

より関心を高める教材にするための検討を行なう。二として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
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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。

三として調査事業の総括を行うため、平成 14 年度～平成 17 年度調査結果を踏まえ、

産業技術のイノベーション創出や優れたものづくり人材教育に向けた、実効性のある、

新たな展開につながる総括と提言の取りまとめを行う。 

 

２． 調査研究の基本的考え方 

本調査は平成 6 年度から開始され、当初は毎年約 10 人を聞き取り調査の対象として

選定し、平成 14 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 5 人として実施し、平成 17 年度の 100 人目の聞き取り調査をもって

終了することとした。 

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。医学、計測及び材料等の分野は、聞き取り担当者の専門性の面から

対象とされることが比較的少なかったが、委員の交代等によって改善を図った。 

  本年度は本調査の最終年となることから、これまで対象として取り上げら 

ることの少なかった原料・素材・省エネルギーなどのほか、戦後の物資不足の時代に

開発され見過ごされた技術にも着目し、産業技術史の面から技術の存在を確認・調査

することとした。 

 

２．２   選定した対象者と代表的業績 

小中 敏康氏  ＮＭＲ(核磁気共鳴装置)の開発 

松尾 勝一氏  コリスチン及びコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの開発 

柏  典夫 氏  ポリプロピレンの重合触媒の開発 

松田 弘人氏  バブルジェットプリンタの開発 
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吉野 昌孝氏  透過式全熱交換器(ロスナイ)の開発 

中西 幹育氏  曲面印刷プロセスの開発 

 

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 

 

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

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

を開発者なら誰もが願う。それにも拘わらず現実の研究開発の場で最も重視されてい

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最も重要なこととなる。 

現実のテーマ設定がどのように行われているか、極めて興味深いところである。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) 君は何もしなくていい。何か新しいことをやるから待っていろ。 

小中敏康が北海道大学電気工学科を卒業したのは昭和 30 年 4 月で、当時は景気が悪

く大学出の初任給が８千円の時代であった。黒いダイヤといわれた石炭が最盛期で、

炭鉱の初任給は２万５千円から３万円で他業種を凌駕していたが、32 年には炭鉱不況

に陥り多くの優秀な人材が新たな産業に移動した。 

 小中は恩師である浅見義弘教授の薦めで日本電子工学研究所（後の日本電子）に入

社するが、同社は昭和 24 年に風戸健二氏によって創立された小さな会社であった。そ

れにも拘らず電子顕微鏡の開発を始めて僅か数年後には製品が完成し、昭和 30 年に電

子顕微鏡をフランスに輸出するなど、若々しく活力に満ちていた。 

風戸社長はこのとき既に電子顕微鏡に次ぐ第２の柱となるべき製品の開発に取り組

んでおり、大学や研究所の多くの先生方の意見を聞いたりして核磁気共鳴という技術

に多大な関心を持ち始めていた。 

小中は北大の応用電気研究所で磁気共鳴に関係するアルバイトをした経験があり、

浅見教授の紹介で１ヶ月の学生実習を日本電子工学研究所で受けた実績があった。風

戸社長は新入社員としての小中の力を十分に認識しており、第２の事業の柱となるべ

き「核磁気共鳴」の新たな技術開発を小中に託すことを決意していた。 

社長風戸健二が新入社員小中敏康にかけた第一声は「君は何もしなくていい。何か



 5

新しいことをやるから待っていろ。」であり、ここに社運を賭けた社長の願いと小中の

進路を決する重大なテーマが隠されていた。 

 

(2) 薬の起源は自然界の中に探せ 

 松尾勝一が東北薬科大学に入学した 1950 年 6 月に朝鮮戦争が勃発した。終戦後の

物資不足の状態からは未だ抜けきらず、日々の生活に汲々とする状態が一般的であり、

高等教育の機会に浴することは稀であった。 

このような困難な状況下で松尾は大学に入学するが、学業と日々の生活を両立する

ことは厳しく、恩師栗原藤三郎教授の知遇を得て薬化学教室に学僕として採用されこ

とにより難局を凌いだ。 

薬瓶洗浄や、実験準備の手伝いを願い出、教室掃除や、洗瓶を行っている間に、薬

の起源は自然界の中に見出されるものと教えられた。人が利用する衣、食、住の中で

役立っているものを探すよう指示され、東北地方で食されるこごみ（草そてつ）を取

り上げ、採集・抽出してその中に Kaempherol-3-Rhamnoglucoside が含まれているこ

とを確認し、シラネアオイの根から血液凝固阻止作用物を抽出するなど研究実績を積

んだ。 

 1950 年ライオン製薬の小林細菌研究所で、小山、黒沢等が福島県掛田町の土壌から、

B. Colistinus が産生する抗生物質を発見した。この抗生物質はペニシリンでも効かな

いグラム陰性桿菌に効果があり、それを製品化するための研究が東北薬科大学、栗原

藤三郎教授に依頼された。 

松尾は栗原教授の下で産学協同による工業化のための研究開発を行い、培養液の濃

縮、イオン交換樹脂の活用による精製法の確立、コリスチンの塩類および誘導体の合

成を主導的に行った。成果物である誘導体コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムは

日本初の抗生物質として、1951 年に生産され販売された。日本ではその後に発売され

たカナマイシンの方が文化勲章で有名となった。ただ、日本では、コリスチンはあま

り評価されなかったが、日本初の米国の FDA の認証を受けることが出来、ワーナーラ

ンバート社への輸出に貢献し、後に通商産業大臣から「輸出貢献企業」として表彰さ

れるまでになった。コリスチンはペニシリンやクロマイと違って、効果が強く、副作

用もなく、今でも使われている。 
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 (3) 夢のような高性能触媒を開発せよ 

柏典夫は 1966 年大阪大学大学院工学研究科修士課程（応用化学専攻）を終了し、教

授の薦めで三井石油化学に入社した。 

柏は大学で有機錫を扱う有機金属化学を専攻し石油化学とは無縁であったが、当時

の三井石油化学は設立して 10 年ほどであり、従業員も平均年齢 22 歳と非常に若く、

新入社員を毎年 120 人採用するなど活気があり、新しい会社（今でいうベンチャー企

業）の可能性に魅力を感じた。 

柏は本社勤務を希望したが新入社員は全員が研究所（岩国市）に配属されることに

なっており、その配置先がポリオレフィンの研究室であったことから、大学で重合触

媒研究をやってきた人が沢山いるのに変なことをするものだと感じた。しかも与えら

れたテーマは「ポリエチレンの触媒の開発」であり、それが多くの研究者がやってい

た今までの触媒の改良研究ではなく、「夢のような高性能触媒を開発せよ」というもの

であったので、またまた驚かされた。 

柏のその後の業績を勘考すると、新入社員の配属について会社は先見の明があった

といわざるを得ないが、これが柏と高分子研究との初めての出会いであり、それから

40 年に亘るつきあいとなった。 

 

 (4) ああ、いい研究に当たったな 

松田弘人は 1970 年横浜国立大学工学部電気化学科を卒業して社会に出た。学生時代

は大学紛争華やかなりし頃で、団塊の世代は大学紛争世代でもある。横浜国立大学も

その渦中にあり、ストライキは半年以上に及んだが、松田はストライキを解除する際

に学生議長をつとめていた。   

学生時代の松田は自己否定と意識革命の狭間で漂流し、工学の限界を経済学でやり

直そうと考えると直ちに都立大学の夜学に通って経済学の講義を受けるなど、問題意

識にすばやく取り組み実践した。 

松田は理論研究よりもモノ作りに強い関心を持っていたため、大学の恩師による研

究者の薦めを断って東京計器（現・株式会社トキメック）に入社した。総合研究所に

配属されると大学での電気化学専攻をかわれて、電気防食を担当した。 

東京計器では主任研究員として恵まれた地位を確保していたが、８年後の 1980 年わ

けあってキヤノンに転職した。転職の動機は何気なく見た新聞広告の中にあったキャ
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ノンの人材募集であった。松田にとってのキヤノンといえば箱屋のイメージだったが、

どうやらデバイスの開発を新しく始めるらしく、そこには自分の研究テーマである薄

膜も関係しているらしいことが分かった。 

 当時のインクジェット記録技術の開発チームはその後専務になる遠藤一郎が室長で、

少人数でバブルジェットの研究をスタートしたばかりの時であった。入社直後バブル

ジェットの原理を聞いた時の印象について、松田は「私のそのときの感動はすごかっ

たです。インク自身を沸騰させて、それでインク滴を吐出させようという発想自身に

びっくりしました。こんな面白い発想なり技術というか、研究があるのかなと思いま

した。ああ、いい研究に当たったな、とそのとき一瞬にして直感しましたね」と述懐

した。遠藤室長のノートには、ハンダごてを針に当てた絵が描いてあったという。 

 

(5) 「ハーハー、ぬくい、ぬくい」 

 吉野昌孝は東京に生まれたが太平洋戦争で親の故郷である新潟に疎開し、昭和 29 年

柏崎工業高校電気科を卒業するまで新潟で育った。成績が優秀で大学への進学を希望

したが、経済的な理由から工業高校に進学し、一流企業の技術者を目指して三菱電機

中津川製作所に入社した。 

小学生の頃から手先が器用で、鉱石ラジオやモーターを組み立てたり、イギリスの

ファラデーに特別の尊敬心を抱くなど、電気への関心は自然に深まっていた。三菱電

機に入って先ずやりたいと考えたことは自分の独創で電気製品を設計することであっ

たが、配属は試験研究部門の検査係で 10 年の長期にわたった。 

吉野は試験研究部門にいながら試験設備や試験方法を自ら製作・改良し、トルク測

定装置を発明すると同時に実用化することによって社内評価を高め、10 年後に念願か

なって希望する設計部門に転属した。 

モーターの設計からシロッコ送風機の組み立てまで行なったが、本体をつくらなけ

れば面白くないということでファンコイルを作り、空調の世界に足を踏み入れた。そ

の時に初めて空気線図と出会い、空気（扇風機）の中津川から空調・冷暖房の中津川

をイメージした。 

 当時は使い捨てを美徳とした時代であったが、吉野はエネルギー有限説を唱えた「成

長の限界」に共感し、省エネルギーを技術開発の基本コンセプトにおいた。その視点

からエアコンの開発に取り組んだ。 
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エアコンというのは、空気を冷やすだけでなく、必ず水分も取らなければいけない。

水分を取って湿度を下げ温度を下げると快適な冷房になる。とにかく熱交換器におい

て湿度の問題を解決しないと、本当の省エネルギーは解決できないと考えた。 

冬に回しても寒くない快適な扇風機、夏に回しても冷房を損なわない快適な換気扇。

何としても「湿度交換器」が欲しかった。「湿度交換器」さえあれば空気対空気の高効

率エネルギー交換器ができる。吉野は誰にも相談することなく、４年間たった一人で

「湿度交換器」のことを考え続けた。 

ヒントは意外なところにあった。２歳の娘が新聞紙を筒状に丸めて「ハーハー、ぬ

くい、ぬくい」と言って息を吹き込んでいた。筒に触ってみると意外に暖かかった。

これは何だと。紙は、ものすごく熱が伝わるじゃないかと。これが湿度だと。 

吉野は紙で湿度交換器ができることを確信した。この技術を開発すれば熱効率がず

ば抜けて高く誰も思いつかなかった新しい熱交換器ができると確信した。これが「ロ

スナイ」がこの世に生み出される瞬間であった。 

 

(6) こんなに凸凹していては柄はつきませんよね 

中西幹育は下関工業高校で重量挙げの主将を務め、監督の期待に応えて明治大学工

学部電気工学科に進学した。３年生でミドル級の全日本学生チャンピオンになり、４

年生になったときは、一階級下げてライト級でもチャンピオンになった。そのときに

何事も他人の倍やれば人並み以上になれることを覚えた。 

オリンピックの１次候補に挙がり、ローマに行けるかどうかの最中、「どうしても行

きたい」という無理がたたり、練習中に脊髄をずらす大怪我に見舞われ選手生命を断

った。しかし重量挙げで身に着けた「一瞬の集中力」がその後の中西の大きな財産と

なった。 

1960 年に大学を卒業すると、外車販売の“太平洋自動車”を皮切りに“東洋通信”、つ

いで第２のソニーといわれた“東京トランジスタ工業”など当時の先端企業で電子工学

技術を駆使し、開発担当として実績を上げた。その後さらに人材銀行からスカウトさ

れて世界中に警察用トランシーバを輸出していた“東海通信機”に移り、そこで技術開

発と企画を担当した。 

1968 年には奥さんの実家の事情で“小林染料店”の経営を任されると、“生研化学”の

江森章一社長に師事して化学薬品事業を徹底的に学び、自店の経営を立て直すと同時
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に企業体質改善のために新規事業の開発に取り掛かった。 

 これからはプラスチックの時代と読んで将来構想を検討している最中、“大日本印

刷”の営業課長から「プラスチックは、量産技術が出来ていて軽くて強い。それに量産

技術が出来ているから安くなる。ただ、難点は、色だ。色は、単色なら付くが、模様

をつけることが出来ない。これができたらノーベル賞ものだよ」という個人的意見と

も願望とも言える話を耳にした。 

奇しくも直後のテレビ特集番組で「プラスチック文明到来」が放映され、その番組

の最後の３秒くらいのところで、アナウンサーが次のように喋るのを聞いた。「こうい

う造形も自由なんだけれど、でも、こんなに凸凹していては柄はつきませんよね。」 

アナウンサーの声が前日に聞いた言葉と反響しあって中西の脳天に鳴り響いた。 

 

３．３ 研究開発の姿勢 

(1) ＰＦＴ（パルスフーリエ変換型）ＮＭＲ  

昭和 40 年代の前半、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）フーリエ変換という概念が

出てきた。そのころ高速フーリエ変換というのは、日本では音響波形分析やスペクト

ルアナライザーに適用されていた程度であった。日本でもアメリカでもＦＦＴは実用

化していなかったが、理由はコンピューターの性能（特に演算速度）に限界があった

ためである。 

日本電子はそのころ武蔵野通研などから半導体、コンピューターの専門員をスカウ

トし、将来半導体やコンピューターを作る計画に着手したばかりであった。ＦＦＴ技

術が実用に入ったのは、昭和 45 年前後に初めて世の中で使えるミニコンができたから

である。 

 ＦＦＴ－ＮＭＲはＲＦ周波数をケミカルシフトの範囲をカバーする領域のパルスで

変調して、これをプローブ内のサンプルに照射すると、この条件下に存在するスペク

トル全域を瞬時（一度）に検出し、デジタル処理してそれをコンピューターでＦＦＴ

演算してアナログ信号に戻して記録するものである。 

 ＦＦＴに適用できる高性能なコンピューターは 40 年代には無かったが、その頃日本

電子もコンピューターを開発、製造していた。しかしアメリカの方がこの分野でも数

段進んでいたため、小中はアメリカに追いつかないと悟った。ＦＦＴにおいては高速

演算の性能を重要視し、ＴＩ社の９８０というミニコンを選択し、初めてパルスフー
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リエ変換型ＮＭＲが完成した。 

 日本電子はアメリカのニュージャージーにＴＩ社ＣＰＵの受け入れ検査工場を設立

し、品質チェックをしてから日本に送って、総合システムテストをした。これを契機

に、パルスフーリエ変換型ＮＭＲとして本格的に世界の市場で売れ出した。 

 

(2) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 

コリスチンを出す菌(B. Colistinus)は福島県掛田町の土に含まれており、まず小林細

菌研究所で菌を検索・抽出して育成し、タンクでの培養力を上げさせてコリスチンを

出す力のある菌を作った。コリスチンの土壌抽出、培養、効果の判定等、それぞれ担

当をきめて分担し、培養された培養液の中から純粋で抗菌力の強いコリスチンを取り

出す方法を開発することが松尾の仕事であった。 

取り出す方法といってもまだイオン交換樹脂法が普及していない時代であり、溶媒

系へ移るか移らないかということが一つの関門であった。なかなか移らないから沈殿

法、すなわち沈殿して水分と物とを分けていきながら分離する。ナフタリンスルホン

酸塩、それからピクリン酸塩を試みたが、精製のしやすさからピクリン酸塩から純品

のコリスチン塩酸塩を製造した。 

コリスチンが自然界にあるアミノ酸の結合体であることが解明され、純度の高い抗

生物質を製造できるようになったが、薬としての使用方法、用法として注射薬（筋注、

皮下注、静注）、内服薬、外用薬にするには動物実験はかかせない。当時大学には薬理

教室もなかったので、東大の薬品作用教室と同じ教室講座をと栗原教授の考えから準

備室の開設を命ぜられ動物実験を始めており、抗菌力、致死量、局所作用、局所麻酔

作用等のテストを行える状況になっていたため、実験を行った。 

 コリスチンの一般的塩類の力価は、毒性は分子量と比例して変化もあったが、コリ

スチンメタンスルホン酸ナトリウムは初めの塩類の力価の 2/3 程に低下するが、毒性

はコリスチン塩酸塩とコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムとで大差があることが

分かった。 

注射剤として使用するには筋注を奨励したが、コリスチンの塩酸塩、硫酸塩は特に

痛かったので塩酸ジブカインという局所麻酔剤を添加して使用した。コリスチンメタ

ンスルホン酸ナトリウムの方は痛みは緩和された。アメリカでは局麻剤は添加せず使

用した。 
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(3) エチルベンゾエート 

柏は社命により 10 数人の研究チームのリーダーとしてポリプロピレン(PP)の開発

に取り掛かったが、PP の重合はいかんせん初めての経験であった。 

手始めに先に開発したポリエチレン（PE）の新触媒（塩化マグネシウム／四塩化チ

タン）を使って実験をしてみたが、予想通りにというべきか結果は悲惨なものであっ

た。すなわち、IPP（アイソタクチックポリプロピレン：製品）の収率が 30％位で、

APP（アタクチックポリプロピレン：副生物）が 70％位であった。しかしながら、IPP

を作る触媒活性は従来の触媒に比べて 100 倍以上高かった。IPP への重合速度は速い、

しかし APPを作る速度はもっと速いということである。そこで、柏はなんとかして IPP

を作る活性点はそのままに、APP を作る活性点のみを殺せれば、そこにゴールが見え

るということに思い至った。 

柏のグループは、思いつくアイディアを次から次に実験しているうちに、文献にあ

るポリオレフィン触媒、特に APP の活性種は一般的に酸性的な性質であることに着目

して、重合系内に塩基性の物質を加えたら選択的に APP の活性種を殺してくれるので

はないかと考えた。それからはまたまた絨毯爆撃的に添加物質探しを行った結果、幸

運にもエチルベンゾエートに行き着いた。IPP の反応活性はそのままに、IPP の選択

率が 93％位にまで上がって、APP でドロドロした PP ではないサラサラした粉状の

PP を手にすることができた。 

これをヒントに、エチルベンゾエートを触媒調整の際の電子供与体として用い、APP

の活性種を殺す手法を確立して、理想の触媒に一歩近づくものを完成させた。 

 

(4) ヒーターのキャビテーション 

バブルジェットの開発で最も困難な問題となったのはヒーターのキャビテーション

というもので、バーンと発泡するときの圧力、すなわち機械的な力でヒーターに穴が

あいてしまうものであった。松田はグループリーダーとしてこの厄介な問題に取り組

まされた。 

クリーンルームに入って、スパッタリングとか蒸着とかそういうことを繰り返し、

膜の材質、つくり方の研究をした。特にキャビテーションに対する薄膜という研究は

もともと世の中になかった。半導体ではパシベーションという空気や湿気を通さない
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膜の開発とか、半導体の絶縁とか、導体とかはあるが、機械的にバーンとはじけるも

のに対して強度のある材料は研究がされていなかった。 

この研究はチームリーダーの下に熱的な問題、熱伝導、熱の時定数、冷却問題、膜

の伝導度など設計に不可欠なテーマ別に分担を決め、ありとあらゆる材料を試験した。

どういう傾向のものが強いかということを見つけ出し、結果的にはタンタルという材

料が非常に強くて、それを表面に形成して成功した。 

タンタルは非常にいい材料で、ＨＰ(ヒューレット・パッカード)とも交流して圧力と

か衝撃波とかいろいろセンシングして確かに間違いないということを確かめ、ＨＰも

直ちに採用した。 

 

(5) 悲願の湿度交換器 

吉野は和紙を使えば湿度授受を伴う理想的な熱交換器ができることに気付き、その

効果を実証するために効果確認用エレメントの製作にとりかかった。誰の助けを借り

るでもなく、昼夜を分かたず黙々と、物の怪に取り付かれたように集中した。 

正倉院の校倉造りからヒントを得て、木曾檜材で木型を作り、5mm 程の薄板を長手

方向の一面を鋭角にしたものを四十数枚張合わせ、22cm 四方の細かい選択板状の木型

が出来た。 

高級画用紙と高級和紙を求め、画用紙にカッターナイフで 2.5mm 間隔のスジを入れ

蛇腹状に折り木型に収めた。ゴムローラーに糊をつけ画用紙の鋭角部に糊を付けると、

次ぎに糊の付いた鋭角部に和紙を当て版画のように擦ると和紙と画用紙は接着されて

一体となった。この作業を何度も何度も繰返し、時間を見付けては飽くことなく繰返

した。 

電機メーカーの設計の片隅である。皆、寄ってくる。中には君は昨日も休暇で今日

も休暇かと言われた。一週間もすると、君は精神病院へ行ったほうが良いのではと嘲

笑する者まで現れた。紙細工の作成は一心不乱に続いた。 

10 日程して一辺が 20cm 位の世界初の和紙製熱交換器が完成した。 

ヘアードライアーを２台用意し、一方を温風、他方を冷風にして吹込んだ。タバコ

の煙を流した。温風と冷風は混合していない。しかし温風の出口からは冷風が、冷風

の出口からは温風が吹き出し、素晴らしい熱交換効果であった。 

部屋の換気口に取り付けて実験すると、湿度交換も確実に行なわれていた。吉野は
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悲願の湿度交換器に駆け寄り、優しくたたいて喜びを分かち合った。 

 

(6) 提案型営業 

中西は奥さんの実家の事情で群馬県の伊勢崎にあった“小林染料店”の経営を任され

た。伊勢崎は銘仙の産地としても有名であったが、産業としては下り坂であった。今

までの遺産を生かすとすれば、化学工業品に出るしかない。大学卒業後の 8 年間を電

気技術者として生きてきたが、酸やアルカリを手掛けることにした。 

しかし、田舎の中小企業のメッキ屋さんに御用聞きで回るくらいではどうにもなら

ない。大手にアプローチするためにどうするか。丁度その頃、中西は化学の権威であ

った生研化学の江森章一社長に出会った。江森は偉い人だったが謙虚で人柄もよく、

親切に手をとって教えてくれ、人生の生き方まで教えてくれた。 

江森先生は化粧品や健康食品の中間体や、特に金属の表面用の処理剤や添加剤が専

門で、北関東ではメッキ処理法の指導をしながら企業を回っており、中西は成功を収

めた現在に至るまで師匠として付き合いを続けているという。 

中西は門前の小僧だったが、自前の研究所を作って、ハルセル試験器や分析器も購

入して、昼間解らなかったところは夜帰ってから、試験片でメッキをしてデータを採

って分析した。どの位の電流密度で、どの位電流を流すと、お宅のメッキ溶液では、

どんな表面の仕上がりになり、この添加剤をこの位入れるとこうなる、とデータを持

って行くようにした。それは、単なる御用聞きではなく、今で言う「提案型営業」そ

のものであった。 

 

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 

・80 ヘルツの音 

終戦の年の昭和 20 年にスタンフォード大学のブロッホ教授と、ハーバード大学のパ

ーセル教授が、全く別なところで偶然にも同じ時期に磁気共鳴の現象があると論文で

発表した。その頃は、磁気共鳴の現象は 1930 年位から取り組みられたという話はある

が、明確な論文になって学会誌に発表されたのは 1945 年である。その時には、まだそ

れがどう発展するか、日本では想像もつかなかった時代であった。 
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日本電子が開発を始めた時には何もなかったので、電磁石のマグネットから作った。

サンプルを挿入するプローブや検出コイルを巻いて自作した。ＮＭＲ共鳴信号をモニ

ターするには、80 ヘルツの音（宇宙の音と呼んでいた）をイヤホンで聞いた。共鳴し

てピッと鳴ると、信号を検出したことが判ったと、生まれて初めてＮＭＲの信号を掴

んだときの苦労話を小中は述懐した。 

ＮＭＲによるケミカルシフトを観測する場合、ガラス製のサンプルチューブに試料

を入れて回転させるが、このスピニングのテクニックはスタンフォード大のブロッホ

教授による発明の一つで、アメリカでバリアンの特許となっていた。初めのうちは、

バリアンが日本に特許を申請していなかったので、日本では使用可能であった。今は

全部切れているが、この特許問題は後に時間をかけてバリアンと交渉して使えるよう

になった。 

小中はＮＭＲ世界一を目指してアメリカの一流選手を入れることに決め、昭和 45 年

ごろフーリエＮＭＲの５本の指に入るＮＢＳのトム・ファーラー博士を日本電子に招

いた。このことによって日本電子のＦＴ―ＮＭＲの開発は大きく前進し、ＮＭＲの世界

最大メーカーであるバリアンを脅かす存在に成長した。 

 

・もうお前さんには負けたわ 

ロスナイの基本特許は、熱交換器の形状とか材料ではなく、「仕切り板」である。こ

の仕切り板は温度をよく伝える（伝熱性）、湿度をよく伝える（通湿性）、すなわち伝

熱性と通湿性を有する仕切り板において、一方から他方へ温湿度、すなわちエネルギ

ーが移る、というものである。過去に温度と湿度が同時に同じ方向へ移るというもの

がなかったため、ロスナイというのは発明ではなくて発見であるとの非難を浴びた。 

 国内の特許に関しては、ナショナルとの間に９年にわたる特許係争が起こり、非常

に苦労した。ナショナルがロスナイの特許を売れといったとき、ナショナルになくて

三菱にあるのはロスナイだけだから売らないと回答したのが原因であった。特許裁判

では審査で負けて審判に持ち込まれた。 

 １カ月に１回ぐらいずつ質問とその回答を繰り返し、その６回目、今日が最後だと

思ったときに審判長が「もうお前さんには負けたわ。よく分かった。世界のどこにも

こういう思想はないな」と。温度と湿度が同時に変わるという思想は、ナショナルの

調べた中にもどこにもなかったことが明かされた。 
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ところが「君の特許は、特許請求範囲の書き方が非常に下手くそだ。くそ面白くな

い特許の請求範囲じゃのう、お前さんのは」ということで、審判長がご自身で「一次

気流と二次気流と中断することなく、それぞれの保有する温度と湿度を同時かつ連続

的に・・・」と書いてくれた。「これで出しなさい。」、「ありがとうございます。」とい

うことでナショナルと９年間争った特許係争は終わった。 

 

(2) 仮説と実証 

・大変ですよ。もう温度が制御できません高活性触媒の開発 

柏が高活性触媒の開発に着手したのは入社して間もない頃のことであり、およそ１

年半で当時の世界最高の性能技術を開発した。 

研究を開始して初めは文献にあるような担体の表面にチタンを担持させ、触媒の表

面積を増やすなどの手法を試みたが、活性は 5 倍程度しか向上しなかった。そのため

に、来る日も来る日も新しいアイディアに思い悩んだが、そうしたある日、突然アイ

ディアがひらめいた。三塩化チタンと同じ結晶構造を持つ担体にチタンを付けたら、

その活性は飛躍的に増すのではないかという考えであった。 

色々調べた結果、塩化マグネシウムが結晶構造的にほとんど同じことがわかったが、

なかなかうまくチタンを担持できなかった。しかし、暫くして配位子の考え方に気付

き、アルコールを配位子として用いることによって、塩化マグネシウムの結晶中に四

塩化チタンを取り込ませ、担体表面に活性種であるチタンを飛躍的に増大させること

に成功した。こうすることによって従来技術に比較して 100 倍以上の高活性の触媒（塩

化マグネシウム／四塩化チタン）を生み出すことに成功した。 

開発した触媒を使って重合反応をやった時、実験助手の人が飛んできて、「大変です

よ。もう温度が制御できません」との報告を受け、柏は慌てて反応を止めさせ、リア

クターの中を見たら、真っ白なポリエチレンができていた。そのときの驚きを柏は感

慨深げに回想したが、それは 1968 年の夏前のことであった。 

この発明は、1968 年 8 月に特許出願されたが、それから僅か３ヶ月後の同年 11 月

に三塩化チタンの先駆者であるモンテ・カチーニから同じ内容の特許が出願されてお

り、それに先んじるもので画期的な発明であった。 

 

・“墨流し塗り” 
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中西はまず、凸凹表面の印刷技術について特許を調べようと考えた。特許は、トラ

ンジスタ関連の仕事をやっていた頃から、その重要性は理解していた。伊勢崎市の図

書館には特許広報があった。次の日から、そこに通って特許を調べた。毎日毎日調べ

たが、3 次元曲面をもったものに印刷する特許は見つからなかった。ただ、東京の国

会図書館に行けばもっと詳しいものがあることを知り、東京まで通ったが 4 ヶ月かか

っても見つからなかった。 

ある日疲れて、日本橋の三越デパートを覗いていたら、会津の展示即売会をやって

いた。そこに、会津塗りのお椀があって、その 3 次元の外側に模様があった。すぐ、

その主任に頼んで、会津の製造元を訪ねて行った。そこでは、“墨流し塗り”という技

法でやっていた。水面の上に風で油性インクをばらっとまいて、墨を流し、また風で

すっと引掻いて送って、ぽちゃっとやると、あたかも木目調のものができた。しかし、

これでは模様に再現性がない。自由にデザインされた柄や模様が、何回でも再現出来

なくてはならない。 

世界中の特許を千数百件調べたが、あまり根を詰めて真剣にやり過ぎ、胃痙攣にな

って寝込んでしまった。寝ていたとき、胃薬で“熊の胆”を飲んだ。ひと欠片でももの

すごく苦かった。それをオブラートに包んで飲んだとき、考えた。「なぜ、オブラート

に包むと苦くないのか？」。「それは、胃の中に届くまで、溶けないからだ」。そこで、

はっと気が着いた。「そうだ。溶ける物だ」。 

すぐ、起き上がって、灰皿に水を入れて、そこにオブラートを置いた。オブラート

には、不滅インクで“回覧”と判で押しておいた。ズーと見ていたら、オブラートが静

かに広がった。そこに、白い消しゴムを静かに押し込んだ。ゆっくり引き上げて、オ

ブラートを水に流してみると、そこには、“回覧”の文字がくっきりと写っていた。 

それが、曲面印刷に関する世界的な基本特許の原点となった瞬間だった。それまで

の全ての努力で得た知識や、表面加飾や、少年時代を過ごした武久海岸の経験など、

もろもろのイメージが中西の脳裏をよぎり、ブレークスルーした者だけに許される歓

喜を味わった。 

 

(3) 「ＦＩＮＥ」の開発、巻き返しのブレイクスルー 

 バブルジェットが発売された頃、キャノンの誰もがすばらしい技術と思い、実際に

よく売れたため、エプソンがピエゾで出てくるとは考えられなかった。敵はＨＰ社で



 17

あり、ＨＰ社のメインターゲットはＳＯＨＯビジネスであったから、写真や絵に対す

る視点も関心もなかった。キヤノンにも同様になかったが、当時はカラーＯＡ志向で、

既にカラー化しやすいバブルジェットで応じていたため、絵に対する関心はほとんど

示さなかった。 

 1996 年にエプソンは「超・写真画質」のキャッチコピーで高解像度画質で写真が出

力できるプリンターを発売し、大ベストセラーとなった。その結果、一時は独占に近

い状態であったキヤノンのインクジェットのシェアが一気に低下し、危機的状態に陥

った。 

 松田はこの非常事態が起きる前、既に従来方式の限界を予見して新技術開発に着手

していた。それが「ＢＴＪ」という技術で、従来とは一つ次元の違う写真レベルのプ

リントができる技術であった。当時のバブルジェット方式の弱点は、温度差によって

インクを押し出す圧力が変わり、インク滴の大きさや位置にばらつきが生じることだ

った。文字のプリントでは気にならないが、写真を美しくプリントすることはできな

かった。 

新技術はヘッドの生産方式をＩＣと同様フォトリソグラフィーで全部やり遂げる方

式に変更するものであった。シリコン基板に樹脂を塗り、直接穴を開けてしまうとい

うやり方である。そうすることによって高精度のプリントが可能になるのだった。コ

ンポーネント開発センターの所長だった松田はその技術の必要性を説いたが、キヤノ

ンの中では必要ないと判断され、ヘッドの方式を変えることは承認されなかった。 

 ＢＴＪの研究チームは 1998 年 6 月、事業部を離れ本社に新設した記録技術研究所

に移り、基礎技術から固めることとなった。松田はその記録技術研究所の所長になり、

新技術を事業の立て直しのキー技術にするといって頑張った。開発のゴールの見通し

がついた頃、事業部ではＢＴＪによる新型ヘッドを採用しようという意見が出され、

「FINE（Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering）」と名づけられた。 

FINE による新型ヘッドを搭載した「BJF850」は大ヒットした。その結果、一時は

20％弱になったキヤノンのシェアも、その後ウナギ登りで伸びて、去年(2004 年)は日

本市場ではナンバーワンに返り咲いた。 

 

(4) ペニシリンが効かない菌に効く 

昭和 20 年代には赤痢がはやっていた。ペニシリンは赤痢にはあまり効かないがコリ
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スチンが効くということから非常に脚光を浴びた。特に田舎は、田んぼや畑に糞尿を

まくから、伝染病、赤痢が蔓延しており、ペニシリンもある程度は効いたが、コリス

チンは選択的に効いた。 

 特に大腸菌は腎盂腎炎、腎臓には有害で、女性の人は前ふきをすると、どうしても

便の大腸菌が中へ入って膀胱炎を起こす人が多かった。膀胱炎から腎盂腎炎になる、

そして敗血症になるとか、そういう形になるので、そんな安易に考えてはだめなんで

すよと松尾は真顔で言った。 

当時は「ペニシリンが効かない菌に効く。」というのがキャッチフレーズで、コリス

チンに対する期待は非常に大きかった。本来ならそのくらい脚光を浴びていればどん

どんアピールしてもいいけれど、日本人というのは案外日本人がつくったものは評価

しない。ライオン菌薬工業のときも純品を作らず、ただ単に濃縮して錠剤にしたりし

たため評価が薄かったのかもしれない。 

 その後コリスチンは精製され、医薬品原料としてバルクでアメリカなどへ輸出され

たが、日本人の造ったものというのは受け入れがなかなか難しかったといわれている。

実際にはアメリカに輸出されてアメリカで使われだし、留学した日本人の医師が「こ

れはいいな、腎盂腎炎なんかによく効きますね。これはどこの商品ですか。」と聞いた

ら日本のものだと言われてびっくりしたという話は現実だったようである。 

 

３．５ 教育者・庇護者 

(1) 君たち、外人の言うことを聞け 

小中が国際ＦＴ―ＮＭＲ開発戦略で一番苦労したのは、本社技術陣と米人技術者間で

考え方の相違や文化の違いからくる摩擦等が時々生じたことだった。それまで一生懸

命やってきた優秀な技術者は、何故アメリカ人の言うことを聞かなければいけないの

だという軋轢も生じた。風戸社長も日本人技術者を呼んで「君たち、外人の言うこと

を聞け」と注意したことがあったが、難しいことをやるのは変人が多く、変人同士の

和をとる、ハーモニーをつくるということで一番苦労したという。 

風戸社長は錦の御旗、「バリアンを追い越せ」ということで技術屋達の目をそちらの

目標に向けさせ、結果として皆がそれぞれの個性を発揮できるようにしてくれた。パ

ルスプログラマとか、デュアルプローブやマルチプローブ、ライトペンオペレーショ

ンとかクォードラチャーディテクションとか、客さんの関心を引くマーケティング戦
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術ＰＲが効を奏し売り上げが上がった。しかしこれらのことは風戸社長の支えによる

ところが大きかったと小中は語っている。 

 

(2) 先生、お手伝いさせてください 

松尾が東北薬科大学に入学した年、栗原藤三郎先生が岐阜の大学から移って来た。

局所麻酔剤の研究とか鎮痛剤の研究、それから植物成分の研究で業績があり、学長の

要請によるものであった。 

昭和 25 年といえば戦後間もないときで、誰もが生活に苦労しており、まして大学で

勉強することは容易なことではなかった。松尾は家から小遣いをもらえる状況でもな

く、先生が何か一生懸命いろいろやっているのを見て、「先生、お手伝いさせてくださ

い」と申し入れ、「まあいいや、手伝え」という許可を得て学僕的な仕事につかせても

らった。これが機となって栗原先生は松尾にとっての教育者であり研究開発の庇護者

として関わり続けることになった。 

 学僕的な仕事というのは研究室の掃除や洗い物であったが、教授の部屋の雑然とし

た汚れた器具類を徹底的に洗浄して叱られたことがあった。「きれいになっていいじゃ

ないですか」と言ったら、「何を言ってるんだ。自然に放っておくと何か起こるんだよ」

と説教された。要するに結晶化の実験に細心の注意を促されたわけである。 

 家族ぐるみの山岳旅行で「こごみ」の採取を指示され、それがクサソテツという植

物であることを始めて知った。３年生が終わる頃それを抽出することを命じられ、手

とり足とり教わりながら実験したが、それが一番最初の仕事となった。 

その結果を東大の土曜会で発表するように指示され、旅費もすべて面倒見てくれた。

初めての発表は厳しい質問で苦戦したが、栗原教授は一言も発せず後ろの方でそ知ら

ぬ様子であった。仕事がかくも厳しいものであることを教えたのが栗原先生であり、

これが松尾の研究者としての初仕事であった。 

 

(3) 今度は PP 触媒も担当して欲しい 

ポリプロピレン(PP)はポリエチレン(PE)と大きく事情が異なり、重合速度の改良の

みならず、PP 固有の立体規則性を向上させることも重要な研究命題であった。すなわ

ち、当時の触媒では無価値のアタクチックポリプロピレン（APP）が 10％弱副生する

ので、これを除去する工程（脱 AP 工程）が触媒を除く脱灰工程に加えて必要であり、
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製造コストが高く、環境負荷も大きいプロセスであった。 

そのため、先の命題を解決するためには、活性を PE と同じく 100 倍上げて、さら

に APP を 0％、すなわちアイソタクチックポリマー（IPP）100％の選択率が達成され

なければならない。これは理想を追いかけた非常に高い、当時では常識外れのハード

ルであった。 

柏は PE の触媒で大発明をしてほっとする間もない 1973 年頃に、上司から「今度は

PP 触媒も担当して欲しい」と言われた。当時、PE と PP を同じ研究者が研究するな

どということはありえない程、異なる分野と考えられていたのに下命された。 

会社幹部は柏を起用することが最善の策であり、最後の砦と考えてすべてを託した

ものと憶測される。 

 

(4) 当時はシーラカンスのような技術だとまで酷評された 

松田はバブルジェットが最盛期の頃、きれいな写真画質のプリンター開発の必要性

を感じ、バブルジェットの弱点を根本的に改善する新技術開発の構想を固めようとし

ていた。支援者がいなければこの技術はできないし、技術はあっても世の中に受け入

れられる保証はない。 

トップは今の事業を抱えているわけで失うものも多いし、現に伸びている中でも当

然そういう新技術は必要だろうけれど、今を否定してまでやらなくちゃならないとい

うものでもない。それはやはり危機的な状況が見えて、これはだめだぞとなってから

でもよいのではないか。 

 松田は当時の非常事態について次のように話している。 

この技術を９９年に最初に発表したときに、アメリカの『The Observer（オブザー

バー）』という雑誌に、私が考えていたことと同じことが指摘されています。なぜキヤ

ノンはこんなすばらしい技術を知られざる理由により、安い主流の機械に展開しない

んだという疑問。それまでの技術に対して実は当時酷評されていまして、キヤノンは

このままこのインジェクションの技術をやっていたのでは、３位、４位に転落してい

くのも間近だろうと。当時はシーラカンスのような技術だとまで酷評された。だけど

事業の中にいる人たちは集団で進んでいますし、それぞれ、改善もしていっているの

で気がつかないんです。これで勝てるぞと。そんなに失っていくとは思えないのです。 

そういう意味で私がやったことは、本当に必要なのかとか、あるいは否定との戦い
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だったですね。こんなもの成り立つはずがない、あるいはちょっと本質的じゃない問

題が出ても、これはその技術の本質的弱点だろうというような議論になった。技術と

いうのは本当はサイエンスでなければならないが、必ずしも同じ判断ができるもので

はないということです。それを痛切に感じているし、どこの企業もそうでしょうが、

大変なところだと思います。 

 

(5) 君は精神病院へ行ったほうが良いのでは 

吉野はロスナイの原理実験に着手した。湿度交換器のコルゲート状の膜部分は高級

画用紙と高級和紙を求め、カッターナイフとゴムローラーに糊をつける手作業で 10 日

間かけて製作した。心無い上司からは、君は昨日も休暇で今日も休暇かと言われ、一

週間もすると君は精神病院へ行ったほうが良いのではとまで非難された。 

 ヘアードライアーを２台使用しての実験で温湿度同時交換の効果が実証され、実用

レベルのエレメント作成が最大の課題となった。量産には精密コルゲート（ダンボー

ル）加工がどうしても必要であり、なんとしても協力してくれる精密コルゲートメー

カーを探さねばならない。   

休日を使って個人的に捜し歩くことは気の遠くなるほどきつい作業であった。何社

か門前払いをされながら、やっと男気のある社長に出会うことが出来た。小牧市にク

ラウンパッケージという会社があって、ここがとてもすばらしいコルゲートを作って

いるという話を聞いた。 

クラウンパッケージを訪ねて佐光守蔵社長に会って話をすると、「吉野さんの言って

いることは全くわからん。だけれども、何かわしに来るものがある。やりましょう」

と言ってくれた。一番初めのとっつきは、実に佐光社長の男心であり、その男心が自

分に惚れてくれたと吉野は思った。それで、よしやりましょうということになった。 

試作は予想通り困難が続いた。量産を目指したエレメントはまだ程遠く、精密コル

ゲートを更に精密にする作業が続いた。２ヶ月半の試行錯誤の末、量産可能なエレメ

ントがどうやら出来た。クラウンパッケージはロスナイの部品メーカーとして通産大

臣賞を受賞し、三菱電機の中に主要な地歩を築いている。 

 

(6) 情熱に負けた。やってやろう。 

曲面印刷のコーティング膜は当初オブラートで実用化されたが、量産が難しく強度
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を出すことが出来ないため、複雑な印刷を大量に処理にすることに適さないことが分

かった。 

 そこで、大阪にある“日本合成化学工業”の門をたたき、ポリビニール膜の開発を提

案すると、そんなのが量産できるわけはないといって、けんもほろろだった。当時ナ

プキンなどの吸湿性を持った紙の開発等があり、面倒なスペックを要求する材料の開

発には躊躇したのだ。  

しかし中西はしつこく粘って、これは絶対にすばらしい事業に育つんだから協力し

てくれといって粘りに粘った。当時の役員の寺尾が、ポリビニールにそういう使い方

もあったのかと非常に感心して、自社でやってみようということで号令をかけてくれ

た。中西はそれに備えてポリビニール・アルコールを徹底的に勉強した。 

 日本合成化学工業は、大阪と高槻の間に研究所があって、そこで曲面印刷専用の組

成のフィルムの開発を始めた。材料はポリビニール・アルコールとしたが、スペック

に合った組成を見つけるのが大変だった。温度を固定して、また伸び率を固定し、膨

張率や強度など試作に試作を重ね、スペックを追い詰めていった。最後は、水溶性物

質の添加剤を入れ、希望のスペックを出していった。そんな細かいスペックを要求す

るような面倒なフィルムがものになるのか、世界を制覇するといっても、本当だろう

か。社内でも議論が百出した。しかし、寺尾は「情熱に負けた。やってやろう。」と会

社を説得して中西を援護してくれた。 

 

３．６ 自らを育てる（フィロソフィー） 

(1) 小中敏康 

 日本電子のＮＭＲ開発の活力と挑戦は、風戸社長の「先発会社のバリアンに追いつ

いて、追い越せ。」という命令が原動力となっていた。バリアン社は世界一のＮＭＲの

老舗で、先輩だった。日本電子が今日までオリジナリティーと付加価値を維持して、

ＮＭＲがそれなりに売れているのは、世界を駆けめぐって学者の先生方の意見を聞い

て、バリアンを追い越そう、バリアンに勝という努力があったからだ。 

先生方に調査なり意見を求めたという世界戦略の中で、バリアンにない特徴を出し

差別化しようとしたことが大きく成長した理由だ。例えば日立も日本でＮＭＲを開発･

製造していたが中止した。何故なら、世界戦略の中に入らなかったからだ。「日本の島

国だけに孤立しては、激しいグローバル競争には勝てない。」、これが小中のビジネス
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信条である。 

 

(2) 松尾勝一  

私が薬学の道を進みたいと考え出したのは、いろいろございますが、私の今日まで

のあり方というのは、何はともあれ恩師があっての今日だと思っております。特に、

小学校から中学校、高校、大学と親身になってお世話いただいた先生がそれぞれの段

階におられました。その先生方のお力で今日あると思っております。 

 また、私も九州から東北まで参りまして、その間にも地域の方々にもお世話いただ

きました。やはり、人に助けられたと考えております。身内よりは他人の方々にお世

話になったと、感謝しながら今日まで来ております。 

 松尾は学者として、経済人として、地方政治家として成功した現在でもあくまでも

謙虚で高潔である。 

 

(3) 柏 典夫 

柏は次の３つのことを成功要因として挙げている。 

1）共通点と差異点を見出す発想 

一見同じだと思うことに違いを見出そう。これは同じようなものだといわれるもの

を、いや、違うところがあると考える。どこか、何か違うと考える。その違うところ

をやるとまた面白いことが出てくる。反対に、これは全く違うというものの中に同じ

ところが必ずあると考える。 

2）良き上司、同僚、部下 

自分が成功できたのは良き上司、同僚、部下に恵まれたからである。若き精鋭悍馬

集団を奔放に活躍させた上司、新発想をもたらした熱い議論を戦わせた同僚、自身で

は成し得ない精密な実験と細かな観察を実行してくれた部下、そうしたよい環境に恵

まれたことが成功の要因であった。 

3）ライバルとの競争・協調 

PP に先鞭をつけたモンテエジソンの研究陣との共同研究は、お互いに負けまいとす

る競争心と着眼点・発想の違いによる多様性が大きな成果をもたらせた要因となった。

この２社の競争と協同研究が理想の触媒を作り上げたといって過言ではない。 
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(4) 松田弘人 

「夢・挑戦・粘り」というのは私の一番の信条です。先ず第一に開発者として夢が持

てないような仕事をしてはいけないし、部下にやはり夢を描かせられる、そういう職

場でなければ本物の技術開発はできません。大きい夢があればあるほど楽しいし、こ

こに自分は向かっているんだという意識、それこそが技術に取り組もうとする意欲の

根源なのです。 

 次に大事なのは、やはり挑戦です。夢とのギャップというのは、大きい夢であれば

あるほどギャップが大きいので、それに向かって絶対にやってやろうと挑戦します。

意外と簡単なようで実際は難しいなと思います。 

 それから、それを実現するには粘りが大切で、これが今度は一番大事です。この粘

りというのが簡単なようでものすごく大変なことで、土光（敏夫）さんの言葉を借り

ると「執着」、要するに成し遂げようと思ったら、何が何でも絶対成し遂げるという執

着心、私は粘りという言葉で言っていますが、それがない限り絶対成し遂げられませ

ん。それを成し遂げたときに初めて人間が成長し、次のものを生み出すことができる

のです。 

その粘りのところは性格とかいろいろありますが、一番重要だと思います。ただ、

部下の育成ということは私はすごく重要だと思って、夢と挑戦という課題、何に挑戦

するべきかということを心がけています。 

 

(5) 吉野昌孝 

新しい技術や開発の構想を未熟のままに公表してはいけない。その段階でほとんど

潰されてしまいます。「汚いようだけど、自分で温めろ」と部下には言っています。大

体ブレーンストーミングといっていい発明なほど潰されてしまって、みんなも潰して

それで終わり、自分もがっかりして終わりという結果になります。 

だから自分だけのものにするという狭い考えではなく、大成させるためにはあると

ころまで待たなければなりません。もうあるところまで大きくなったらみんな蜜のよ

うにたかってくるんです。だからその蜜のようにたかってくるまではじっと耐えて我

慢して、とにかく人がたかってくる蜜になるまでは、ねちっこく、泣いても何しても

やれと言っています。 

そういう思いですね。本当の創造というものについて、人、金、物があったら何で
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もできるとよく言いますが、そうではありません。創造の橋というのは、人、金、物

では渡れません。初めの核というのは、これは個人の個性が作るんです。それがなか

ったら絶対に発明はないでしょうし、創造もないと思っています。 

 

(6) 中西幹育 

世界中のどの民族も、美しいものに憧れ、美しい物を欲しいと思う。これが基礎に

あって、そして個性的なものを追求したいと思っている。機能が同じであれば、より

美しく、より個性的で、流行に合った物を欲しくなる。そのためには、今日、製品の

デザインを変えようとすれば、明日、それを変えられるようにする。 

日本でのもの造りは、機能だけでは絶対に成功しない。機能とともにおしゃれでな

くてはならない。従来家具はブラウングッズと呼ばれ、天然の木材が使われてきた。

しかし、金属やプラスチックが日常の身辺で使われるようになって、それが本物にな

るには、こうした表面が持つ質や形状や模様などの情報が、重要な価値を持つのです。 

それによって曲面印刷の技術が人々の生活を豊かなものにすることに貢献できた、

と中西は語った。 

 

３．７ 若者に贈る言葉 

(1) 小中敏康 

エンジニアリングとか技術関係の人は今でもよく働いていますよ。僕の息子もそう

だし、うちの娘の婿さんもそうだけど、理科系の人というのは、12 時前にうちに帰っ

ている人はあまりいない。大体、夜、こうこうと電気がついているところが多い。そ

れはやはり日本の活力だと思う。例えば携帯かなんかもものすごい競争じゃないです

か。できた途端に価格競争に立ち向かっている。 

話はちょっと変わるが、昔は例えばファミレスみたいなところで働いている男は少

なかった。今は大学生でそういうところで働いている人が多い。だからといって明治

時代の人が「おれたちは良かったが、昭和の奴等はとんでもない」と言ったように、

平成の奴等はとんでもないと僕は言えない。その時代で若者が頑張ったところはやは

り勝つんじゃないですか。だからいま日本はどうかというと、やはり若者の力でもっ

ているんだと思います。 
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(2) 松尾勝一 

「記録は最大の武器」。すなわち、記憶は薄れていくから、きちっと記録しておいた

ほうがいいと思う。次の課題にもなるので、記録は最大の武器ですよと言いたいです。 

 それから、躊躇（ちゅうちょ）してばかりいてはいけない。実行なくして得るもの

はありません。いかがでしょうか。それから、偶然も実力のうちだと認めてほしい。 

 だから、やはり「どうして」とか。これはこうしたほうがいいとか。そういう時に

も教わるということを恥じてはだめでしょう。文献を見て調べることは重要ですが、

近場の人に「こうなんだけどどうでしょう。」と言える人がいてくれるような環境をつ

くることが大事だし、そういう先生を大切にしなくてはいけないのではないかと思い

ます。 

 

(3) 柏典夫 

物を作り出すことに夢を持って頑張ってほしい。最終的なアウトプットを早くイメ

ージして、それが会社などの目指すところと合っているかを考え、良き環境の中で力

を存分に発揮することを考えてほしい。 

技術開発の際には、競合分析をきちんと行う。つまり自分の持っている技術が他者

の技術と比べて本当に強いのか、何が強いのか、何が弱みなのかというところを冷静

に自分で把握すべきである。 

大きな目標、戦略を持って、それに向かっていくことが大事である。また、多くの

人、特に外国の人との交流、協動をするために、積極的に国際的な場で経験を積むべ

きである。 

化学の世界では、大量生産品は中国や産油国が勢力を伸ばすであろうから、日本は

ナンバーワンよりオンリーワンを目指すべきである。それには、生産量は少ないが、

特徴あるもの、スペシャリティーを目指すことも重要である。 

 

(4) 松田弘人 

私の歩みをみても、偶然とか、あるいは自分が思っていない方向に行くということ

で、そんなに偉そうに言えることはないのですが、先ほど言った粘りというか全力投

球を、あるときにやはりしていく。私の今までの仕事の中から思うと、ずっと全力投

球はできないなと。ただ、これと思ったときには、全力投球をとにかくする。自分が
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ここだと本当に思ったときには、全力投球をすることだと思います。 

一つの仕事をやるときに、研究者でない場合は、企業でやるときには集団で仕事を

します。集団でやるということはやはり人間同士が動くということなので、その中で

私がいつも思うのは人間の多様性です。自分も多様の中の１人だから、一般論で自分

をこうだと位置づける必要はない。多様性ということをいつも思っていないといけな

い。自分の視点で引っ張れているとか、いこうと思っても、必ずしもそううまくいく

ものではない。 

ものづくりという面では先ほどの執念、本当に執着ですね。何か課題、挑戦するも

の、それを見つけたら、それは、必ず成し遂げられる。それは自分１人では、今すぐ

には、できないかもしれないけれども、それに向かった途端に解決できていくんです。 

原理的に不可能なものは無理だけれども、そうでなければ問題山積のものは１人の知

恵でいかなくても、集団でやればうまくいくものです。何人かでやると、知恵がまた

知恵を生んでとやっていくものです。 

そうしなくては、やはり 20 万円のプリンタが 2 万円にはならない。そのときにどん

な頭がいい人も、絶対にこれを 2 万円にできる手法なんてあり得ません。あきらめち

ゃいけない。こんなものできっこないよとすると、そこでもう止まっちゃいます。敵

を見ても同じですね。やってみようと挑戦されれば、それは怖いです。だけど、あき

らめた途端にこちらは喜びますね。 

 

(5) 吉野昌孝 

うちの元常務で、アイボの大嫌いな人がいるんです。「何でアイボがおまえさんは好

きなんだ。１回昼食を食べながら話を聞かせてくれ」と。新丸ビルができましたね。

あそこの一番上の皇居の方がものすごく見えるレストランで食事しました。それでご

馳走になりながら、私がその時に言ったのは、「開発者の心が知りたいからだと。ここ

まで開発した、ここまでやったという開発者の心が欲しいからだ。」 

私は一番初めカラーテレビを買ったのはもちろん三菱カラーテレビを第 1 号で買い

ましたけれども、2 号機はソニーを買いました。一番いいと思われるものです。その

開発者の心を知りたいと。アイボはいいんですけれども、それ以上にアイボを作った

開発者の心が知りたかったということです。 
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(6) 中西幹育 

今の時代は、純粋な科学だけでなく、進歩性・新規性を訴えて、世界に通用する技

術まで昇華しなきゃいけない。それを事業化するときには、やっぱり大勢の違った企

業のハイブリッド化によって、初めて成功という二字をつかみ取ることができるので

はないか、こういうふうに思います。 

 だから若い人に言いたいのは、今の若い人って賢過ぎるんですよ。頭の中でああだ

こうだと考えて、頭の中で結論を出す性格が今の若い人の中にはある。そうじゃない

んだと。 

現場、要するに現実を目の前に置いて、一回、手を汚してみろよと。それが仮に失

敗しても、その手の汚れた分だけは、そこに何かノウハウが残るわけです。また、微

妙な変化もつかみ取れるようなセンスが磨かれる。なぜ失敗したのか。ここに大きい、

非常に重要な勉強の場があるのに、チャレンジしないからそこまで到達できないと思

うので、やっぱりあるレベルでチャレンジできるような環境をつくってあげることが

必要です。 

賢くというのは、世の中の基準が違っているんです。勉強がよくできるから、記憶

力がいいからではないのです。これからの賢いというのは、理解力がどこまであるか、

理解した上でどれだけ使えるか、これが基準でなければいけないと思います。 

 

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。 

本調査が開始された 2004 年は既にバブルが崩壊し、「失われた 10 年」が始まって

いたが、若者の科学技術離れ、製造業離れの現象が最も表面化した時代であり、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上で極めて有益

なことが期待された。以来十余年を経て、わが国社会・経済情勢は大きく変貌し、苦

境を脱して明るさを取り戻しているが、NEET(Not in Employment, Education or 

Training )なる社会現象が若者をめぐる新たな課題となっている。 
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12 年の歳月を経て本調査は本年度を最後に終了するが、調査を単なる取材保存にと

どめることは無意味なため、平成 14 年度以降、成果物をデジタルコンテンツ教材化し、

初等中等教育の現場でその有功活用を調査研究してきた。この活動は聞き取り調査の

対象となられた先生が直接教壇に立って実施したものであり、現場では極めて高く評

価しているが、講師の高齢化を考えると永続的な活動は困難である。 

 今後は聞き取り調査の対象となった 100 人の技術者とその技術並びに開発のプロセ

スを科学的に解析し、技術開発の成功事例に共通する思考、行動、組織、プロセスな

どの摘出と普遍化をはかり、初中等教育のみならず大学ＭＯＴ教育や産業界での活用

を目指すべきである。 

既にこうした構想のデータベースとしての活用法が提案されており、「生き証人聞き

取り調査」として蓄えられた 100 人の技術者の営為が、後日イノベーションテクノロ

ジーに統合されて著されることが期待される。 

（文責 黒木正章） 
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ポリプロピレンの重合触媒の開発 

柏
かしわ

 典夫
の り お

 

インタビュアー：黒木正章、大熊謙治、小林英明（記） 

日 時 :平成 17 年 9月 22 日 13：00～ 於：研究産業協会 

 

プロフィール 
1941 年 9月 17 日  和歌山県有田郡湯浅町で誕生 

1966 年 3月    大阪大学大学院工学研究科 

修士課程（応用化学専攻）修了 

1966 年 4月    三井石油化学工業株式会社入社 

研究所配属 

1978 年 7月    同社チグラー重合研究室長 

1993 年 6月    同社取締役高分子研究所長 

1995 年 6月    同社常務取締役 

1997 年 10 月    三井石油化学と三井東圧化学が 

合併し三井化学となり、同社常 

務取締役 

1999 年 6月    同社シニアリサーチフェロー・ 

特別研究室長、現在に至る 

 

受賞歴 
1985 年          日本化学会化学技術賞 

1986 年      化学工学協会技術賞  

2001 年      発明協会地方発明表彰 

2003 年      日本化学会化学技術賞、文部科学大臣賞科学技術功労者 

2004 年      紫綬褒章 

  

主な業績 

ポリプロピレン（PP）は、世界で約 3000 万トン、日本で約 300 万トン生産されてお

り、自動車のバンパーや食品包装材として利用される汎用プラスチックスである。 

現在、世界の PP 生産は三井石油化学（現三井化学）と共同研究相手のモンテエジソン

とが開発した技術でほとんど実施されている。 

三井石油化学は、国内において 1968 年に自社技術で後発組として参入したが、高性

能な重合触媒の開発によって、1975 年には当時としては画期的な触媒除去工程のないプ

ロセス開発に成功した。さらに、同社はこの触媒開発によって当時世界の最先端 PP 企

業であったモンテエジソンと対等な技術交換契約を結び、さらなる技術開発を行い 1984

年には副生物のアタクチック PP がほとんど生成しない理想的な重合触媒開発と同触媒

を用いた気相法プロセスを完成させ、世界の PP 生産技術をリードすることとなった。

柏氏は、PP の重合触媒開発のリーダーとして、その卓越した発想とたゆまざる努力に

よって上記の触媒開発を行なわれた。また、世界の大企業モンテエジソンとの当時とし

ては不可能に近い対等研究契約締結ができたのは、モンテエジソンが柏氏の高性能触媒

開発を高く評価したことによる。柏氏の業績は、氏自身の非凡な才能や社内の若い優秀

な技術者集団との切磋琢磨と相互協力があってこそ成し得たものである。 
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１．プロローグ 

ポリプロピレン（以下、PP と略称）は、ポリエチレン（以下、PE と略称）、ポリ塩化ビ

ニル、ポリスチレンと並んで 4大汎用樹脂といわれている。 

PP の世界での生産量（2001 年）は年約 3,200 万トン、PE は同約 5,100 万トンで、両樹

脂合わせたポリオレフィンの生産量は同 8,000 万トンを超えている。今後も年 6％位の伸

びで増大していくといわれている。国内では 2004 年で PP が年約 300 万トン、PE が同約

350 万トン生産されている。 

PP の特色は、PE に比べて耐熱性が高く、密度が低いことである。その用途は、テレビ

などの家電製品部品、バンパーなどの自動車用部品、ビールコンテナー、各種食品包装用

フィルム・容器・ボトルなどに使われている。 

PP は、1954 年にイタリアミラノ工科大学のナッタ教授が三塩化チタンを触媒として立

体規則性があるアイソタクチックポリプロピレン（以下 IPP と略称。ポリプロピレンのメ

チル基が一方向に出ているポリプロピレン。なお、メチル基が互い違いに出ているものを

シンジオタクチックポリプロピレン、メチル基が無秩序に出ているものをアタクチックポ

リプロピレン（以下 APP と略称）と呼ぶ。APP は油状、もしくは粘稠な固体で工業的価値

がほとんどない）の重合に成功し、その 3年後にモンテカチーニ（イタリア）が PP 製造を

工業化したのに始まる。国内では、石油化学産業の勃興期の 1957～1958 年にモンテカチー

ニからライセンスを得た 3社（三井化学（当時）、住友化学、三菱油化）が工業化した。ラ

イセンスを得るために多くの会社がモンテカチーニに通い続けたので、当時「モンテ詣で」

とか「モンテ参り」という言葉が生まれたくらい熾烈な獲得競争であり、技術導入を許認

可する通産省との粘り強い交渉があったと関係する会社の社史には記載されている。 

一方、PE には高圧法 PE（低密度 PE）と低圧法 PE（高密度 PE）があるが、高圧法 PE は、

住友化学が ICI から、三菱油化が BASF からそれぞれライセンスを受けて 1957～1958 年頃

に工業化した。さらに、三井石油化学工業（以下、三井石化と略称）はデュポンから技術

を導入して、両社の合弁会社で 1962 年（昭和 37 年）に工業化した。 

三井石化は、三井グループの三井化学、三井銀行等の出資で 1955 年石油化学製品専業

メーカーとして設立され、1957 年に岩国工場が操業を開始している。同社は、設立後すぐ

の 1955 年に、偶然のことからドイツ・マックスプランク研究所のチーグラーが発明した塩

化チタンを触媒とする低圧法 PE のライセンスを独占契約して 1958 年に岩国工場で工業化

し、PE については物性の異なる 2つの PE を工業化した。しかしながら、PP は上記のよう
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な経緯で技術導入できなかったが、その後独自の触媒を開発して、他社に遅れること約 10

年後の 1968 年に千葉工場で工業化することになる。これで三井石化は 2大汎用樹脂を持つ

こととなった。 

汎用樹脂は、各種の技術改良、グレード開発などと相俟って、その特性の良さから年々

需要量を飛躍させていき、石化産業の大きな柱へと育っていった。 

このような生産量の増大を技術開発の側面から見ると、三井石化は低圧法 PE について

1968年にそれまでの触媒よりも100倍も活性の高い塩化マグネシウム／四塩化チタン系の

触媒を開発した。これによって、触媒を除去する脱灰工程を必要としない大幅に生産性の

高いプロセスを完成させた。一方、PP についても上記の PE 触媒技術をベースに高活性触

媒を 1974 年に開発して無脱灰法を、さらに立体規則性も制御する触媒を開発して、それま

で 10 ％弱副生していた APP をほぼゼロにすることに成功した。これらの技術開発はモン

テエジソン（モンテカチーニの後身）との対等契約に基づく共同研究によるものも多いが、

これらの技術が世界にライセンスされ、PP のほぼ全量が生産されている。 

これらの PP プロセス技術の開発は、1966 年から開始された柏 典夫氏の画期的な触媒開

発を始めとする技術開発陣の頭脳と汗の結晶で、上記の先鞭の巨大企業モンテエジソンさ

え共同歩調を取らざるを得ない結果を呼び込んだといえよう。 

柏氏は、1966 年三井石化に入社以来 1999 年まで研究開発を指揮され、その後はシニア

リサーチフェロー・特別研究室長になられ、海外との共同研究を含めた研究開発に従事さ

れるとともに後進の指導にあたられている。その間、1995 年からは常務取締役として経営

にも携われた。日本化学会技術賞、文部大臣表彰科学技術功労者、紫綬褒章などを受章、

第 20 期日本学術会議会員に就任されている。 

以下、三井石化の PP 重合触媒の開発経緯を通して、柏氏の研究フィロソフィーに迫っ

てみたい。 

 

２．生い立ち－化学との出会い 

柏氏は、1941 年 9 月に和歌山県湯浅町で男兄弟 3人の次男として誕生された。湯浅町は

平安時代から熊野街道の宿場町として栄えたところで、江戸時代には紀伊水道に面した港

町として栄え、紀伊国屋文左衛門の生誕の地とも言われている。現在は、金山寺みそや温

州みかんなどの果樹の生産地として知られている。 

柏氏は地元の高校を出られた後、大阪大学工学部に進まれたが、子供の頃から工作など
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は嫌いな方で、特に数学は苦手であって、文科系の志向が強く、将来は営業関係の仕事に

つきたいと思っていたと回想されている。しかし、大学入試は、学校の先生をされていた

父親の「理科系へ行ったらどうか」という勧めで、迷った末に理科系に進学することにし

た。理系でも数学が苦手だから化学がいいかなと思いつつ医学部もいいなとも思い、化学

を選んだ判断がよかったのか今も思い浮かべることがあるそうである。 

大学時代は有機錫を扱う有機金属化学を専攻し、船底塗料などの研究をされ修士課程を

修了された。大学時代には高分子の研究はされていない。就職先を考えた 1965 年頃は不景

気になりつつあったので就職難であった。教授が「三井石油化学という新しい会社がある

が、行ってみないか」と言われ、あまり選択肢もなかったが、新しい会社（今でいうベン

チャー企業）というのに魅力を感じて 1966 年 4 月に入社された。 

当時の三井石化は設立して約 10 年、工場が稼働して 7年位で、従業員も平均年齢 22 歳

位と非常に若かった。新入社員の採用は 1年に 120 人の多さであった。 

 

３．三井石化に入社して 

三井石化に入社されて、本社配属を希望されたが、当時新入社員は全員研究所（岩国市）

に配属されてしまった。その配属先がたまたまポリオレフィンの研究室であった。この時

が高分子研究との初めての出会いであり、それから 40 年に亘るつきあいとなった。 

その時には、「大学で重合触媒研究をやってきた人もいっぱいいたのに変なことをやった

もんだ」と思われたと述懐されておられる。さらに、与えられたテーマはポリエチレンの

触媒の開発であったが、それは多くの研究者がやっていた今までの触媒の改良研究ではな

く、夢のような高性能触媒の開発であったので、またまた驚かれたそうである。 

柏氏の業績を勘考すると、柏氏の配属について会社は先見の明があったといわざるを得

ない。 

 

４．ポリエチレンの重合触媒開発 

（1）開発の背景 

チーグラーが発明した低圧法 PE の触媒は三塩化チタンであるが、活性はあまり高くな

かったので、重合後のポリマー中には多量の触媒が残存していた。また、その触媒の中の

塩素が成形機を錆させるなどのトラブルもあったので、触媒を抽出溶媒で除去する工程（脱

灰工程）が必要で、大きな装置と多大なエネルギーを消費していた。そのために、この工
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程の簡素化が当時の大きなテーマであった。脱灰工程を省略するためには、触媒量を極限

まで減らす、つまり触媒活性を 100 倍以上向上させた夢の触媒の創出であった。 

これが柏氏に与えられたテーマであった。 

 

（2）高活性触媒の開発 

柏氏は、研究を開始して初めは文献にあるような担体の表面にチタンを担持させ、触媒

の表面積を増やすなどの手法を試みたが、活性は 5倍程度しか向上しなかた。そのために、

来る日も来る日も新しいアイディアに思い悩んだそうである。そうこうしているある日、

アイディアがひらめいた。三塩化チタンと同じ結晶構造を持つ担体にチタンを付けたら、

その活性は飛躍的に増すのではないかという考えであった。色々調べた結果、塩化マグネ

シウムが結晶構造的にほとんど同じことがわかったが、なかなかうまくチタンを担持でき

なかった。しかし、しばらくして配位子の考え方を応用してアルコールを配位子として用

いることによって、塩化マグネシウムの結晶中に四塩化チタンを取り込ませ、担体表面に

活性種であるチタンを飛躍的に増大させることに成功して、100 倍以上の高活性の触媒（塩

化マグネシウム／四塩化チタン）を生み出した。 

開発した触媒を使って重合反応をやった時、実験助手の人が飛んできて、「大変ですよ。

もう温度が制御できません」との報告を受けて、慌てて反応を止めさせ、リアクターの中

を見たら、真っ白な PE ができていた。「それはびっくりしましたよ。あれ、できたんだ。」

と感慨に浸ったのが、1968 年の夏前であった。重合実験もしたことがなく入社して、1年

半で大発明をしたのである。 

この発明は、1968 年 8 月に特許出願されたが、それから僅か 3 ヶ月後の同年 11 月に三

塩化チタンの先駆者であるモンテカチーニから同じ内容の特許が出願されたが、それに先

んじるもので画期的な発明であった。 

夢見るのは誰でも出来るが、夢を現実のものにするのは非凡でなくてはできない。柏氏

がいかに非凡であるかを思い、感慨深かった。 

 

（3）工業化触媒の開発 

高活性の新触媒で工業化しようということになって、開発担当者に重合したポリマーを

見せたら、即座に「こんな不揃いで、バサバサのポリマーでは工業的には使えない。もっ

と粒がきれいで、締まっていないとだめだ」と言われ、差し戻しになった。 
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この改良がまた難しく、工業的に使えるものにするのに 3～4年かかってしまった。 

工業的に使えるものとは、もっと嵩比重が高くて、形の揃ったポリマーにすることであっ

た。毎日毎日、いろいろな手段を講じたがなかなか改良されなかったが、触媒の塩化マグ

ネシウムをいかに粒の揃った丸いものにするかを突き詰めて、やっと工業化に漕ぎ着けた。

さらに、従来品の PE とのわずかな、みかけも含めた違いを直すのにも一苦労された。 

このような苦心の末に完成した低圧法 PE プロセスによって、三井石化は先発の強みも

手伝い、確固たる地盤を築き上げた。 

 

５．ポリプロピレンの重合触媒開発 

（1）開発の背景 

三井石化の PP は自己技術で後発ながら工業化されたが、先発 3 社の鉄壁のマーケット

にはじき返されて、多量購入してくれる家電メーカーなどへの販売は少なく、多くは中小

のフィルム加工業に販売されていたが、世の中の PP 需要は旺盛で年々その生産量を増大さ

せていった。しかしながら、1973 年頃になると後発の三井石化が、先発 3社に伍して家電

メーカーなどの大手企業に売り込むためには、画期的な技術革新をして品質の向上やオイ

ルショック後のエネルギー高騰に対する省資源・省エネルギーによるコスト削減を図れな

ければ、三井石化の PP の明日はないと社内で結論づけされていた。 

PP は PE と大きく事情が異なり、重合速度の改良のみならず、PP 固有の立体規則性を向

上させることも重要な研究命題であった。すなわち、当時の触媒では無価値のアタクチッ

クポリプロピレン（APP）が 10％弱副生するので、これを除去する工程（脱 AP 工程）も脱

灰工程に加えて必要であった。 

よって、先の命題を解決するためには、活性を PE と同じく 100 倍上げて、さらに APP

を 0％、すなわちアイソタクチックポリマー（IPP）100％の選択率が達成されなければな

らない。これは、理想を追いかけた非常に高い、当時では常識外れのハードルであった。 

柏氏は、PE の触媒で大発明をしてほっとする間もない 1973 年頃に、上司から「今度は

PP 触媒も担当して欲しい」と言われた。当時、PE と PP を同じ研究者が研究するなどとい

うことはありえない程、異なる分野と考えられていたのに下命された。 

柏氏を起用することが、最善の策であり、最後の砦とも会社幹部は考えられ、すべてを

託されたと憶測される。 
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（2）理想の触媒開発－1 

PP の重合において、当時の触媒技術では APP のできる量を、例えば 3％減らそうと思う

と活性が半分位に落ちてしまうのが常識であった。要するに、活性と選択性というのはト

レードオフの関係にあった。 

柏氏は、10 数人の研究チームのリーダーとして、今度は理想の触媒作りに挑んだ。 

PP の重合はいかんせん初めての経験である。まず、手始めに先に開発した PE の新触媒

（塩化マグネシウム／四塩化チタン）を使って実験をしてみたが、予想通りにというべき

か結果は悲惨なものであった。すなわち、IPP の収率が 30％位で、APP が 70％位であった。

しかしながら、IPP を作る触媒活性は従来の触媒に比べて 100 倍以上高かった。IPP への重

合速度は速い、しかし APP を作る速度はもっと速いということである。そこで、柏氏はな

んとかして IPP を作る活性点はそのままに、APP を作る活性点のみを殺せれば、そこにゴ

ールが見えるということに思い至った。 

柏氏のグループは、思いつくアイディアを次から次に実験しているうちに、文献にある

ポリオレフィン触媒、特に APP の活性種は一般的に酸性的な性質であることに着目して、

重合系内に塩基性の物質を加えたら選択的に APP の活性種を殺してくれるのではないかと

考えた。それからはまたまた絨毯爆撃的に添加物質探しを行った結果、幸運にもエチルベ

ンゾエートに行き着いた。IPP の反応活性はそのままに、IPP の選択率が 93％位にまで上

がって、APPでドロドロしたPPではないサラサラした粉状のPPを手にすることができた。 

これをヒントに、エチルベンゾエートを触媒調整の際の電子供与体として用い、APP の

活性種を殺す手法を確立して、理想の触媒に一歩近づくものを完成させた。 

工業化技術を開発する時にも色々な課題に遭遇したが、PE の経験・知見が大いに役に立

ち、短期間での完成を可能にした。 

この新 PP 触媒の開発で、懸案であった課題の 1 つ、脱灰工程を省いたプロセスが可能

となり、1975 年千葉工場に新鋭のプラント－第 2 世代プロセスが稼働することとなった。 

 

（3）モンテエジソンとの共同研究 

三井石化は、新 PP 触媒に関して数多くの特許を出願したが、PP 企業化先駆のモンテエ

ジソン（モンテカチーニの後身）でも同様の研究をしており、両社の特許出願はいずれか

が先になったり、後になったりの状況であった。このような状況の中でモンテエジソンか

ら共同研究の申し入れがあった。先方の契約内容は当時では考えられないような、研究成
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果は両社が対等なものとする前提での技術交換契約であった。 

柏氏が中心となり、モンテカチーニ当時のナッタ教授の協力者にあたる世界的に有名な

研究者達と一緒に共同研究が始められた。それが 1975 年 10 月のことである。 

モンテエジソンとしては、三井石化との契約は当時の海外の巨大会社として最恵待遇の

契約を申し入れたことと推察される。 

 

（4）理想の触媒開発－2 

強い者同士の知恵の出し合いとなった三井石化とモンテエジソンの共同研究は、次から

次へと新技術を生み出し IPP の比率を上げていったが、遂に 1980 年代初頭には IPP が

99.5％以上、つまり APP がほとんどできない上に、粒子形状にも優れた「理想の触媒」開

発に成功した。 

これは電子供与体としてエチルベンゾエートよりもさらに高性能な物質（例えば、ジエ

ステルとアルコキシシランを組み合わせたものなど）を見出したのが大きなブレークスル

ーであった。これによって、長年の懸案の脱 AP 工程も要らない画期的な理想プロセスを可

能ならしめた。 

この触媒の開発と並行して、1979 年頃より脱 AP 工程を廃したプロセス、つまり脱 AP 工

程で不可欠な溶媒を使わないプロセスであり、建設費、エネルギー費の安い理想のプロセ

スとして気相重合プロセスの開発も始められた。 

柏氏を中心とする触媒の研究チームを含め、プロセス開発のチーム、物性検討のチーム

など、多くの関係した技術陣は皆若く、30 歳～40 歳の若手の精鋭技術者が諸々の課題解決

に心血を注ぎ、1984 年 4 月に競争力の非常に強い最新鋭プラント－第 3世代プロセスを稼

働させた。 

この成果は、三井石化、モンテエジソンの両社にとどまらず、世界の PP 生産会社に技

術供与されて、PP 生産になくてはならない技術として貢献している。 

 

６．成功に導いたもの 

柏氏は次の 3つのことを成功要因として挙げられている。 

1）共通点と差異点を見出す発想 

柏氏の発想の源として、「一見同じだと思うことに違いを見出そう。これは同じような

ものだといわれるものを、いや、違うところがあると考える。どこか、何か違うと考える。



 38

その違うところをやるとまたおもしろいことが出てくる。反対に、これは全く違うという

ものの中に同じところが必ずあると考える」という共通点と差異点とを見出そうとする考

え方を語られている。 

発想しても解決に結びつくアイディアにならないのが多くの場合であるが、この言葉は

柏氏の究極まで突き詰めていく論理性、緻密性、もののみかたの違いを表していて、貴重

なアフォリズム（箴言）である。 

2）良き上司、同僚、部下 

柏氏が入社された三井石化は、創立して 10 年そこそこの「それは今で言うベンチャー

企業ですよ」と言われているような若い技術者の多い会社であった。 

柏氏は、無きが如き手綱を上手に操り多くの若き精鋭悍馬集団を奔放に活躍させた上司

や、良きライバルである同僚、技能集団でもある部下に囲まれていた。 

このような環境の中で研究された柏氏は、「成功したのは、ある時は同僚との熱い議論

の応酬が新発想をもたらせてくれたり、またある時には柏氏自身が成し得ない精密な実験

と細かな観察を部下が実行してくれたりするような良い研究環境に恵まれたのが大きい」

と語られている。 

3）ライバルとの競争・協調 

PP に先鞭をつけたモンテエジソンの研究陣との共同研究は、お互いに負けまいとする競

争心と着眼点・発想の違いによる多様性が大きな成果をもたらせた要因となっており、こ

の 2社の競争と協同研究が理想の触媒を作り上げたといって過言ではないと語られている。 

 

７．ものづくり、若者へのメセージ 

柏氏は、次の 4つのことを語られた。 

1）物を作り出すことに夢を持って頑張ってほしい。最終的なアウトプットを早くイメージ

して、それが会社などの目指すところと合っているかを考え、良き環境の中で力を存分に

発揮することを考えてほしい。 

2）技術開発の際には、競合分析をきちんと行う。つまり自分の持っている技術が他者の技

術と比べて本当に強いのか、何が強いのか、何が弱みなのかというところを冷静に自分で

把握すべきである。 

3）大きな目標、戦略を持って、それに向かっていくことが大事である。また、多くの人、

特に外国の人との交流、協動をするために、積極的に国際的な場で経験を積むべきである。 
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4）化学の世界では、大量生産品は中国や産油国が勢力を伸ばすであろうから、日本はナン

バーワンよりオンリーワンを目指すべきである。それには、生産量は少ないが、特徴ある

もの、スペシャリティーを目指すことも重要である。 

 

８．エピローグ 

現代は石油と石油化学製品に負っているところが未だに大きい。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。軽量にして強靱で、錆びないという大きな特性があるから、

プラスチックスがなくなったら生活が成り立たないという恐れさえ感じさせる程に普及し

ている。その中でもポリオレフィン（主として PP、PE）は最大の需要量がある。 

これだけ普及した高性能な特性の発現と安い価格での供給を可能にした研究者に焦点

を当て、その苦難と栄光の道筋を 1人の研究者－柏氏を通して教えていただいた。 

柏氏の技術開発の苦労談をお聞きして、柏氏の文系的な多様な発想と理系的な緻密な論

理性を兼ね備えた天賦の才能やそれを支援した研究環境がなければ、PP の気相法による合

理的なプロセスの実現にはもっと年数が必要であったであろう。これは、技術史に残る輝

かしい日本発の技術成果である。 

柏氏は、現在もシニアリサーチフェローの役職におられ、第 1線の研究者として海外と

の共同研究を始め、スペシャリティーに富んだポリマーの開発研究に携わっておられる。

ぜひユニークなポリマーの開発をされて、日本の科学技術の高さをさらに世界に誇示され

んことをお願いしたい。 

柏氏の技術的命題に立ち向かい、なにかそれを楽しんで来られたように見受けられる謙

虚な語り口で語られた、数々の輝かしい成果を出すまでの平坦ではない道のりについて、

これからの若き研究者のみなさんに広く伝えていかなければならないと筆者は強く感じた

次第である。 

（文責・小林 英明） 
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技術革新と海外戦略」 

4．三井石油化学工業（株）編「三井石油化学工業 30 年史」1988 年 9 月刊 

5．三菱油化（株）編「三菱油化 30 年史」1988 年 3 月刊 
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取材を終えて：柏氏を囲んで左から黒木委員長、小林委員、大熊委員 
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ＮＭＲ(核磁気共鳴装置)の開発 

小中
こ な か

 敏
とし

康
やす

 
インタビューア：黒木正章、唐沢英安、宇野隆幸（記） 

日時：平成１７年７月２３日１０：００～  於： 社団法人 研究産業協会 
プロフィール 

１９３０年８月１０日  北海道留萌郡留萌町に生まれる 
１９５５年３月     北海道大学工学部電気工学科卒業 
１９５５年４月     日本電子株式会社入社 
１９６１年９月     磁気部技術課長 
１９６８年９月     磁気部門技術部長 
１９７０年９月     磁気部門磁気部門長 
１９７１年９月     分析機器事業部事業部長 
１９７３年５月     取締役就任 
１９８２年３月     常務取締役就任 
１９８６年１月     日本電子テクニクス（株）取締役 

 社長就任 
１９８８年１月     日本電子輸入販売（株）取締役 
                       社長就任 
１９９１年５月     日本電子輸入販売（株）取締役 社長退任 
 

受賞歴 
１９８５年       科学技術長官賞 
１９８７年       藍綬褒章（パルスフーリエ変換型核磁気共鳴装置の開発育成） 
 

主な業績 
 NMR（核磁気共鳴装置）は、分析機器の分野で重要な地位を占め、非破壊測定という大きな

特徴と共に、有機化合物の分子構造の決定には欠かせない旗頭である。NMR の原理は、１９

４５年の殆ど同時期にスタンフォード大学のブロッホ氏とハーバード大学のパーセル氏が独立

して、NMR 現象の観測に成功したに始まり、有機化合物の分析に有効であることが明らかに

なるに至って米国と欧州において１９５１年頃装置の開発、商品化が先行した。日本では、こ

れに遅れて１９５５年に小中氏等により日本電子株式会社において国産初の NMR が開発さ

れ、商品化されるに至った。 
 小中氏が数多く成し遂げた業績の中で特筆すべきものは、NMR の感度という微量サンプル

を測定する上で重要なファクターを向上するために数々の開発を完成させた事である。NMR
は他に類をみない分子構造解析の手法であったが唯一感度が足りないという欠点があった。初

期の NMR は一回の測定に数分間かかったが、氏はそれを世界初の磁気ドラムを用いた小型電

子計算機で積算し信号強度を向上させた。又コンピュータの発展を先読みし、パルスフーリエ

変換型 NMR の開発に尽力した。これは共鳴高周波をパルス状に与えて、瞬時に観測領域の

NMR 信号を得る方法である。この開発装置により、Ｓ／Ｎを１０倍以上向上でき、複雑な有

機化合物の構造解析が可能になり、日本の科学技術向上及び社会の発展に貢献している。 
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１．生い立ち 

 小中さんは、ニシンがよくとれたニシン景気の昭和５年、北海道の留萌で生まれた。父

親は食料品店を開いていたが、ニシン景気が悪くなって、店を閉店し札幌に出てきてサラ

リーマンとなり、引越しなどで小学校を転々とした。父親は支那事変が始まった昭和１２

年、兵隊として中国へ出征した。帰還後は日本木材株式会社に勤務しスマトラ島にチーク

材の伐採事業に従事して、小中さんの小学校時代については、父親不在であまり覚えてい

なという。終戦後は木材会社が分解され、父親はその見返りとして夕張にある地域をもら

い、そこに製材工場を起こした。その頃は戦後の炭鉱景気になり、炭鉱住宅や市街地建設

で木材需要が多かった。小中さんが大学に在学中、父親は製材工場の社長をやっていたの

で、比較的楽な生活をすることができるようになったとのこと。 

 

２．浅見教授との出会い・・・技術畑の選択 

父親は物づくりや組み立てたりするのが好きだった関係で、小中さんも父親を真似し

てステレオを組み立てたりした。北海道大学に入るのに１年浪人していた時、北大の中に

ある応用電気研究所の所長を兼務していた浅見義弘教授が近所に住んでいた。浅見先生は

戦時中に毒ガスとか人殺しのレーザーの研究開発に従事し、メーザーの権威でもあった。

幸いにも浪人中、浅見先生から大学の補助員としてアルバイトをしながら勉強する機会を

与えられた。後に会社で仕事を与えられるまでわからなかったが、その応用研究所では磁

気共鳴に関係する仕事をやっていたという、運命的な出会いを経験している。鉱山、土木、

建築とかの分野にはもともとあまり興味がなかったが、遊び半分でアルバイトをして電気

関係を勉強したのが、技術畑に進むきっかけになった。やはり小中さんと浅見先生との出

会いの影響が大きかったと思われる。そして１年間の浪人生活を終え、昭和２６年に北大

の工学部電気工学科に入学した。 

３．電気工学科での勉強・・・高圧電源 

昭和２４～２５年頃にはエレクトロニクスという言葉はあまり世の中で使われてなく、

まだ電子工学が普及していない時代だった。小中さんが入った電気工学科では、重電、弱

電はもちろんのこと、今で言うエレクトロニクスや精密工学から色々とシステムみたいな

のを全部勉強させられたとの事。要するに、電気、エレクトロン、通信に関係することは

全部電気工学科で学習した。 

卒論のテーマは北大の中で高圧の研究をしている人のアドバイス「日本電子に行くつ
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もりならやはり高圧、要するに電子顕微鏡の高圧電源みたいなのを大学でやっているから

やってみないか」を受けて高圧電源装置のファンデグラフ型静電帯式高電圧発生装置をテ

ーマにした。高圧を作るにあたり、絶縁のベルトに電極を接続し、上部に電荷を持上げ、

それを積み上げる方式である。電圧を上昇させ、あるところまで到達した時に、それを放

電したり、その電圧を利用して何かに応用する内容であった。関連資料を調査し論文を書

いて、一応パスさせて頂いたと氏は笑う。 

４．日本電子光学研究所（現在の日本電子株式会社）への就職 

大学を卒業した昭和３０年前後は、就職難の時代であった。しかし炭鉱の景気が一番

良かった時代なので、炭鉱に就職するのは父親の関係で、容易できたはずと氏は思い出す。

札幌から帰省した時に炭鉱から鼻の穴を真っ黒にして出てくる炭鉱夫を見て、炭鉱に就職

する気にはなれなかったという。その頃日本電子光学研究所（日本電子）という新会社へ

の入社話が浅見先生から紹介された。その会社は電子顕微鏡を昭和２４年に始めて３０年

頃に特徴のある電子顕微鏡が商品化されフランスに輸出していた。高周波焼入装置も試作

していた。現在の電子レンジみたいなもので、産業用の焼入れ機として工業化していた。

誘導加熱の一種で、強い高周波電波の為、それをシールド（遮蔽）しないと、周辺に対し

て妨害電波障害を起こしたりして、電波法に適合しない。それを防ぐ技術対策を、日本電

子光学研究所の高周波担当の高橋勘次郎さんが北大の電気工学科に委託研究していた。当

時、日本電子としては電子顕微鏡と高周波焼入装置の二つの柱ができていたわけである。 

小中さんの就職を日本電子へ紹介した浅見先生は、アメリカに留学して、有名な先生

であったという。北大名誉教授として退官後、成蹊大学の教授（工学部長）を務め、十数

年ぐらい前に他界された。小中さんは就職活動の一環として、大学主催の会社見学旅行に

参加したが、どこの会社も大同小異で興味を引かなかったという。日本電子が未知の世界

の開発を指向していることに魅力を感じ、昭和３０年、北大卒業後、入社した。入社当事、

月給は８，０００円ぐらいで普通の人と同じぐらいだったようだ。３２年頃、炭鉱が急激

に不況となって、日本電子にも経理、財務、人事に優秀な人材が炭鉱から転職してきた。

その時、３年位前は蝶や花よと言われたのが、３年後にはみじめにも職を追われるとは、

これも又「運」というものかと思ったと小中さんは述懐する。日本電子には、将来の電子

工学分野を駆使して新技術を開発するという空気があり、会社として魅力があった。人事、

労務、経理に専門職が入り、総合的に成長していた。小中さんは人生における節目に、良

い選択をしたと振り返る。 
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５．ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）の開発決定 

 当時、日本電子は三鷹の日本無線の研修所の一角を借用していた。入社当事のことに関

しては５０年以上前の話だから記憶が定かではないと小中さんはいう。しかし入社して毎

日勉強することが多く苦しくはなかったが、技術進歩がとにかく早く、ついて行くのが一

番大変だったと述懐する。例えば、『エレクトロニクス』とか『電子工学』という雑誌の

新情報が早く、毎日勉強していないと追いつかない状況だったとの事。入社後は、物理と

か建築と比較し、電気は新技術進歩が早かったという。大学時代は真空管が中心で、半導

体という言葉が使われ始めた程度で、日本電子入社後の電気技術革新は真空管時代と比較

して急進であったと小中さんは溜息をつく。 

一緒に入社した文科系の社員は、毎日マージャンや酒飲んで、週刊誌を読んでいた人

もいたようだ。出張の時、列車の中で彼らは週刊誌、自分は一生懸命専門書を読んで、何

故こんなに苦労しなければいけないか自答した。今の時代にも、そういう人種がいて、出

世する人は文科系の人が多い傾向にあるという。その理由は、人間関係の付き合いで、酒

を飲んだり、遊んだり、本を読んだりして話題が豊富な人達の方が、人生を上手に生き抜

く知恵がある、と小中さんは考える。理科系はまじめで勉強しているだけで、生き方が下

手で、自分も同じだったと苦笑する。 

当事の社長、風戸さんは電子顕微鏡の第２の柱、いわゆる工業用高周波発生機器の次

の事業として理化学分野の将来性があるものを先行してやりたいという野望を持っていた。

入社してから半年ぐらいたった昭和３０年の秋頃、「何かおもしろいものがある。ひとつ

日本電子、やってみないか。」、という話が上がっていたのを風戸さんが耳にして、金沢大

学の千田先生、東北大の羽里先生とか、そのころ将来の先端技術に関心を持っておられた

有名な先生方（大阪大産研等）の意見や意向を聞いてＮＭＲ（核磁気共鳴装置）の開発が

決定された。 

電子顕微鏡で電気関係の課長をやっていた関利正さんに社長は「君に電子顕微鏡はや

ってもらうけれども、こっちを主にやりなさい」と指示されたという。電子顕微鏡関係は

切らないが、ＮＭＲの仕事を軌道に乗せるのに専念して欲しいと要請された。それに電子

顕微鏡にいた宮前輝夫という物理屋さんが参加して、関さんと３人でＮＭＲの開発を始め

たわけである。 

６．ＮＭＲの原理 

終戦の年の昭和２０年にスタンフォード大学のブロッホ先生と、ハーバード大学のパ
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ーセル先生が、全く別なところで偶然にも同じ時期に磁気共鳴の現象があると論文で発表

した。そのころは、磁気共鳴の現象は１９３０年代から取り組みられたという話はあるが、

明確な論文になって学会誌に発表されたのは１９４５年である。その時きには、まだそれ

がどう発展するか、日本では想像もつかなかった時代であった。 

原子は陽子と中性子からなる原子核と、その廻りをまわっている負の電荷を持った電子と

から出来ている。その核は正の電荷を持っている電子と同様の運動をしている。この原子

核の陽子の数、中性子の数のいずれかが奇数である場合、正の電荷を持った粒子が動くこ

とにより、磁気的性質を示す。これはコイルに電流を流すと磁気を発生するのと同じで、

微小な磁石とみなすことが出来、これを磁気モーメントと云う。この磁気モーメントを持

つ試料（例:水素核）を静磁場内に置くと、みそすり状の運動（コマを引き倒すような運

動）を起こす。これをラーモアの歳差運動と云う。この静磁場に直角の方向に歳差運動と

同じ同期の高周波電波を当てると、磁気モーメントの運動はその電波のエネルギーを吸収

する。これがＮＭＲ（核磁気共鳴）現象であり、電波のエネルギー吸収量を計測すること

により、ＮＭＲをスペクトルとして観測することが出来る。 

 実際の核の感ずる磁場の強さは化合物の種類により異なるので、同一磁場内においても

僅かに共鳴周波数が異なるため、高周波磁界を連続的に与えながら磁場強度をある範囲に

わたり掃引し、物質固有のＮＭＲスペクトルを得ている。これがＣＷ(Continuous Wave)

法と呼ばれていて、現在普及しているＦＦＴ（Fast Fourier Transform）法以前の初期

のＮＭＲはこの方式を採用していた。 

小中さんは核磁気共鳴の一番卑近な例として、エチルアルコールのケミカルシフトを

説明した。エチルアルコールはＣＨ３（メチル基）とＣＨ２と（エチル基）と水酸基（Ｏ

Ｈ）の三つの株からできているが、それをケミカルシフトという。ＮＭＲ現象発見初期の

頃は、その三つが一見一つにしか見えなかったが、それを詳細に観察し調べ、三つに分か

れるとわかったのは１９５０年頃である。このケミカルシフトの存在を確定したことで１

９５２年にノーベル物理学賞をブロッホ先生とパーセル先生２人が同時に受賞したという。 

７．欧米日での初期ＮＭＲ開発状況 

世界で始めてＮＭＲ装置の開発、販売をしたのはアメリカのバリアン・アソシエイツ

（Varian Associates）という会社である。昭和３１年前後に東工試（東京工業試験所）

に始めてバリアンのＮＭＲが納入されたのがはしりでなかったかと小中さんは思いだす。 

バリアンはブロッホの属するスタンフォード大学と密接な関係を持っていたので、ブロッ
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ホの重要なテーマの特許を全部彼から買って、開発を他社より有利に展開が出来たわけで

ある。 

欧州では、スイスでもどこかで開発した話があり、英国ではパーキン・エルマーも商

品化していた。小中さんは昭和４５年ごろオックスフォード大学に、ヨーロッパ初めての

１００メガヘルツのＮＭＲをオックスフォード大学の無機化学研究所に納入に行った経験

があるという。その研究所の所長プロフェッサー・ロバーツ教授の奥さんは、パーキン・

エルマー製ＮＭＲのオペレーターでパーキン・エルマーのＮＭＲのことを、教えてもらっ

たと記憶している。従って昭和４５年にはパーキン・エルマーがＮＭＲを販売していたの

で、それ以前、昭和 30 年代に既にＮＭＲの開発は出来ていたのではないかとのこと。し

かし、パーキン・エルマーについては、３０年前位にＮＭＲの製造･発売を中止したよう

で、今では当時のことを知る人は少ないのではないかという。 

そのころ日本におけるＮＭＲ開発状況は、戦争に負けて外国文献も簡単には入手出来

なかった時代だった。暫らくして、フルブライト留学でアメリカに行った先生方から種々

の情報が少しずつ入り始めた。当時電気通信大学助教授だった藤原鎮男さんは、イリノイ

大学のグトウスキー研究室に留学し、日本で初めてＮＭＲらしいＮＭＲシステムを作った

先駆者ではないかとのこと。それは昭和３０年のことであった。金沢大学と東北大学でも

ＮＭＲが試作されていた。東京工業試験所の先生方もアメリカから帰国し、アメリカの様

子を調査していた。当時ＮＭＲは電波分光学と言われていたが、阪大の伊藤順一先生は留

学せずにＮＭＲの理論の権威として活動されていた。 

７．日本電子でのＮＭＲ開発 

日本電子が開発を始めた時には何もなかったので、電磁石のマグネットから作った。

サンプルを挿入するプローブや検出コイルを巻いて自作したという。ＮＭＲ共鳴信号をモ

ニターするには、８０ヘルツの音（宇宙の音と呼んでいた）をイヤホンで聞いた。例えば

サンプルを静磁場の中に入れて、３０メガの高周波を当て、同時に変調の８０ヘルツを加

え共鳴が起きるとエネルギーを吸収するので、８０ヘルツでの位相検出器を通すと、イヤ

ホンで８０ヘルツの音が聞えたのである。共鳴しピッと鳴ると、信号を検出したのが解っ

たと、生まれて初めてＮＭＲの信号をつかむときは、そういう苦労があったと述懐する。 

その音の有無を聞いてブラウン管にＮＭＲシグナルをディスプレ出来たという。ブラウン

管の横軸に８０サイクルで振っておいて、出てきた信号を垂直軸に入れると、同期した信

号がいわゆるＮＭＲ信号として観測できるというわけである。 
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 当時は同定よりも、水素核が入っている事が確認出来た程度のレベルであった。信号の

幅を細くする（分解能向上）ために、磁場の均一度を上げる改善が必要であった。そこで

ポールピースが精度良く平行になるようにその面を磨いた。又ポールピースのエッジにテ

ーパーをつけて、このエッジエフェクトで、静磁場が均一になるように工夫した。更にワ

イヤーでコイル（カレントシム）を作り、これに電流を流してローカルに磁場をつくって、

本来マグネットが持っている磁場を補正して均一度を上げる努力をしたという。 

ＮＭＲによるケミカルシフトを観測する場合、ガラス製のサンプルチューブに試料を

入れ、このチューブをスピニングといって回転させているが、この回転によりサンプル内

の磁場を平均化しているわけである。これは少々磁場が不均一でも、一見均一な磁場の中

にサンプルが置かれている状態に見えるということである。このサンプルチューブを回転

させることは、画期的なアイデアであった。このスピニングのテクニックは、スタンフォ

ード大のブロッホ先生による発明の一つで、アメリカでバリアンの特許となっていた。初

めのうちは、バリアンが日本に特許を申請していなかったので、海外には輸出できなかっ

たが、日本では使用可能であった。 今は全部切れているが、この特許問題は後に時間を

かけてバリアンと交渉して、使えるようになったという。 

ＮＭＲには高い安定度（１０のマイナス９乗）が要求される。これは具体的に解るよ

うに説明すると、大阪－東京間は５００キロメートルあり、大阪－東京間の距離のうち、

数ミリ以内の差におさまっていないと、信号が測定出来ないということである。高い安定

度を実現するには、ＮＭＲコントロールといって、ＮＭＲの現象そのものを、ＮＭＲの共

鳴の条件をいつも保持できるように常時、キャリブレーションしてフィードバックするシ

ステムを使っている。インターナルロックとエクスターナルロックと二つある。インター

ナルロックというのはサンプルの中に、例えばＴＭＳ〔テトラメチルシアン〕という基準

試料を入れ、その成分に一旦共鳴させておく。共鳴がちょっとでもブレると、フィードバ

ックして、周波数や磁場をコントロールする。昭和４０年にこのインターナルロックをＣ

６０－ＮＭＲに内蔵し、バリアンＮＭＲとの差別化を図ったことがあるとのこと。エクス

ターナルロックというのは、サンプル試料位置から少し離れたところに基準サンプルを置

いた位置からの磁場が変化しないようにフィードバックしておく方式である。このプロー

ブにサンプルを入れると、条件が常時ロックされているので即座に測定に入れるので、エ

クスターナルの方が便利である。インターナルロックの場合は１回１回ロックを合わせな

ければいけないが、性能が非常に良いというメリットがあるとのこと。 



 48

８．ＮＭＲ感度向上の取り組み 

初期ＮＭＲはコンティニアス・ウェーブというＣＷ法で磁場掃引方式が標準だった。

前述の８０ヘルツ変調でＮＭＲ信号を見つけ、それを中心にして、Ｓ／Ｎ比を上げ、スペ

クトルの変化を見るとか、波形の形を見るということをしたわけである。ＣＷ

(Continuous Wave)を連続波で見ていると、信号の存在する位置に始めに第一信号プロッ

トが出てきて、掃引してゆくと次の信号が出てくる。スペクトルが分かれるというのは、

信号同士の相互作用で起きるわけで、それらが解明されて化学構造が分析されて来るのと

のことである。 

 信号のあるところは非常に貴重なデータを検出するが、信号の無いところは、全く無駄

な時間になると小中さんは強調する。ＮＭＲの分析機器としての一番の弱点は、信号の強

度（検出感度）が足りないという事だと指摘する。ＦＦＴ－ＮＭＲができる前は小型電子

計算機を積算機として適用し、感度向上を工夫した時代であった。感度を向上させるため

に、信号を、メモリーに入れて積算する。Ｎ回積算回数をやると、Ｎ倍にはならないがＮ

のルート√Ｎ倍に向上出来る。昭和３９年ごろに日本電子はコンピューターで積算機を開

発したわけである。これは多分、富士通よりも早かったのではないかと小中さんは微笑む。

最初の積算機はＪＲＡ１と呼ばれ、磁気ドラム式で、その時点では磁気ドラムが最も高速

で、これは爆発的に海外に売れた。この積算を目的としたコンピューターであった。コン

ピューターの原理が参考書に載っているように、絵に書いてわかるようなコンピューター

で、性能が良くて結構売れたとのこと。しかしＣＷ法ＮＭＲに使い感度向上という意味で

は、大きな成果は挙げられなかったという。すなわち信号強度を２倍にするには４回の足

し算（積算）が必要になり、１０倍強度を向上させるには１００回の積算が必要になる。

１回の掃引速度を５分とすると５００分の時間がかかる。このため１時間程度の積算時間

が実用的なものであったからだ。 

９．ＰＦＴ（パルスフーリエ変換型）ＮＭＲの開発  

昭和４０年代の前半、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）、フーリエ変換という概念が

出てきた。そのころ高速フーリエ変換というのは、日本では音響波形分析やスペクトルア

ナライザーに適用されていた程度であった。日本でもアメリカでもＦＦＴは実用化してい

なかった理由は、コンピューターの性能（特に演算速度）に限界があったからだ。日本電

子はそのころ武蔵野通研などから半導体、コンピューターの専門員をスカウトし、将来半

導体やコンピューターを作ろうという計画に着手したばかりであったという。ＦＦＴ技術
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が実用に入ったのは、昭和４５年前後に初めて世の中で使えるミニコンができた時である。 

 ＦＦＴ－ＮＭＲはＲＦ周波数をケミカルシフトの範囲をカバーする領域のパルスで変調

して、これをプローブ内のサンプルに照射すると、この条件下に存在するスペクトル全域

を瞬時（一度）に検出し、デジタル処理してそれをコンピューターでＦＦＴ演算してアナ

ログ信号に戻して記録するものである。 

 磁場共鳴の高周波というのは１００メガとか２００メガであるが、例えば、約１マイク

ロセカンドのパルスで高周波をパルス変調すると、１００メガヘルツを中心として上下に

分布した所定の中の高周波バンド（帯域）成分を発生することが出来る。この帯域をもっ

た高周波の成分を、サンプルに一度に照射するが、これは夕立みたいなもので、瞬時（一

度）にあるバンド巾全部に当たる。そうすると、サンプルのある位置にはこの成分の吸収

が起こり、周波数に対応する信号成分が出て来る。しかし、スペクトルの無い部分はゼロ

で何も出て来ない。従って、この無駄な時間を全部カットしているわけであり、無駄な時

間の場所には何も出て来ないで、帯域バンド巾の中で共鳴信号があるところだけ出て来る。

この信号をコンピューターに取り込み、高速フーリエ変換というデジタル処理をすると、

その信号部分だけの情報が計算されて出て来る。要するに無駄な時間を費やさずにすむと

いうわけである。信号が存在する場所だけの計算はするが、信号の無い場所は全部除去さ

れる。例えば全体のバンド幅に対して、信号の幅のトータルが５％だとすると、９５％無

駄な時間を全部セーブすることになる。５％は全巾の１／20 倍である。例えば、従来の

ＣＷ法掃引で１０分かかったとすると、同じ１０分間、ＦＦＴ法で高周波を当てると、信

号が全部積算されて 20 倍相当の感度で出てくることになるという。無効信号を無用だか

ら捨てられるわけで、音響でデジタル処理した圧縮録音と似ている。フーリエ変換ＮＭＲ

というのはそういう特質を意味していると小中さんは力説する。 

 ＦＦＴに適用できる高性能なコンピューターは昭和４０年代前半には無かったという。

その頃日本電子もコンピューターを開発、製造していた。しかしアメリカの方がこの分野

でも数歩進んでいた。日本電子のコンピューターはそのころＥＣ１、２、３、４、５型と

バージョンアップして、フーリエ変換出来るシステムを開発したが、ＯＳ（オペレーショ

ンシステム）がどんどん改良されているアメリカに追いつかないと悟った。ＦＦＴにおい

ては高速演算の性能を重要視し、ＴＩ社の９８０というミニコンを選択し、初めてパルス

フーリエ変換型ＮＭＲが完成した。ＴＩ９８０はアメリカ空軍の空港管制に使用されてい

て、高速でジェット機を瞬時に制御するシステムだった。評価用に持って行ったフーリエ
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変換の問題集を一番速く演算した結果に基づいて機種選定をしたと小中さんは語る。 

 日本電子はアメリカのニュージャージーにＴＩ社ＣＰＵの受け入れ検査工場を設立し、

品質チェックをしてから日本に送って、総合システムテストをした。これを契機に、パル

スフーリエ変換型ＮＭＲとして本格的に世界の市場で売れ出したのである。コンピュータ

ーのバージョンアップと平行してフーリエ変換用パルス発生器、ＡＤ変換器などＮＭＲ本

体の各ユニットの改良も進められた。特にＮＭＲ装置の半導体化を先行して開発した。電

子顕微鏡は昭和５０年まで真空管式だったが、ＮＭＲは４３年ごろから半導体化をしてい

た。半導体化とコンピューターを使用したということにおいては、ＮＭＲ開発グループの

技術力は画期的に進んでいたから出来たとのこと。開発初期の段階で故障が多かったので

担当者は苦労したが、昭和５０年前後にＦＴ―ＮＭＲと呼ばれ、半導体化はＩＣにて更に

集積度が進みコンパクトになり、フーリエ変換型としてやっと安定期を迎えることが出来

たと微笑む。 

ニュージャージーデモ場にはＦＴ―ＮＭＲを設置し、ユーザーのニーズを取り入れて

装置を改良した。分析の三種の神器というのはＮＭＲとマスとＸＲ分析と言われているが、

ＮＭＲほど分子構造学的に情報を明確に観察出来る分析機器はあまりない。例えば石油化

学、生化学、薬学、高分子とか、広範囲のケミストリーにＮＭＲは絶対に必要不可欠な機

器であるという。ＮＭＲ無くして今日の発展はないと小中さんはいう。例えば漢方薬は分

子量が相当大きい天然物だが、その分子構造をＮＭＲで測定して複雑に結合している分子

の立体構造を決めることが出来るとのこと。しかし、ＮＭＲの開発初期は、かなり有名な

先生から、「あんた、とんでもないことをやっている。こんなもの商売にならない」と言

われたと風戸社長は話していた。電子顕微鏡も同じように言われたとのことである。 

１０．バリアン打倒の命令 

 日本電子のＮＭＲ開発の活力と挑戦は、風戸社長が「先発会社のバリアンに追いついて、

追い越せ」という命令が原動力となっていた。バリアン社は世界一のＮＭＲの老舗で、先

輩だった。日本電子が今日までオリジナリティーと付加価値を維持してＮＭＲがそれなり

に売れているのは、小中さん達が世界を駆けめぐって学者の先生方の意見を聞いて、バリ

アンを追い越そう、バリアンに勝とうという努力があったからだ。先生方にも調査なり意

見を求めたという世界戦略の中で、バリアンにない特徴を出し差別化しようとしたのが大

きく成長した理由だという。例えば日立も日本でＮＭＲを開発･製造していたが、中止し

た。何故なら、世界戦略の中に入らなかったからだ。日本の島国だけに孤立しては、激し



 51

いグローバル競争には勝てないと小中さんはアドバイスする。 

 バリアンを追い越した例は、プローブの交換無しに水素核とカーボンの２核検出来るデ

ュアルプローブと他核用のオムニプローブであったとのこと。ユーザーが要望したように

同じサンプルをスイッチ一つで切り換えて測定できた画期的商品であった。当時バリアン

にＡ６０という名機があったが、その名機の市場に突入しバリアンにない機能をＰＲしな

ければならないことがキーポイントであった。この機能をバリアンにない特徴としてＰＲ

すると、アメリカで１００台近く売れてヒット商品になったと小中さんは目を輝かせた。 

 バリアンに勝つために、海外の優秀な人を含めてコンサルタントになってもらい、バリ

アンの欠点、バリアンに無いもの、ユーザーは何を求めているか調査してもらい、マーケ

ティング情報を収集したという。今は当然な事だと思われるが、昭和４０年代においては

先駆的な戦略だった。昭和５０年代にその戦略が開花したことになる。 

１１．国際ＦＴ―ＮＭＲ開発戦略 

小中さんは、当時の有名な人としてＮＢＳのトム・ファーラー(Tom Farrar)とＮＩＨ

のベッカー(Edwin Becker)、ＭＩＴのウォー（John Waugh）さん達にコンタクトをとっ

たという。世界一になる為に、アメリカの一流選手を入れることに決め、昭和４５年ごろ

フーリエＮＭＲの５本の指に入るＮＢＳのドクタートム・ファーラーに、日本電子に入っ

てもらったのが、ＦＴ―ＮＭＲの開発が促進した大きなきっかけであった。国際開発体制

がでるまでに３年位の間に、沢山の問題解決をしなければならなかったが、苦労の甲斐が

あったとのこと。日本電子の常勤スタッフになったのはドクタートム・ファーラー１人だ

ったが、コンサルタントとしてＭＩＴのウォー教授も協力してくれたとのことである。 

 国際ＦＴ―ＮＭＲ開発戦略で一番苦労したのは、本社技術陣と米人技術者間で考え方の

相違や文化の違いからくる摩擦等が時々生じたことだった。それまで一生懸命やってきた

優秀な技術者は、何故アメリカ人の言うことを聞かなければいけないのだという軋轢も生

じた。風戸社長も日本人技術者を呼んで「君たち、外人の言うことを聞け」と注意したこ

とがあったとのこと。難しいことをやるのは、変人が多く、変人同士の和をとる、ハーモ

ニーをつくるということで一番苦労したという。 

風戸社長は錦の御旗、「バリアンを追い越せ」ということで、技術屋達の目をそちらの目

標に向けていたことは事実だったが、結果として皆がそれぞれ個性を発揮してよくやって

くれたとのこと。パルスプログラマとか、デュアルプローブやマルチプローブ、ライトペ

ンオペレーションとかクォードラチャーディテクションとか、お客さんの関心を引くマー
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ケティング戦術ＰＲも効を奏し売り上げが上がったと小中さんは語る。 

１２．その後のＮＭＲの発展 

 昭和４５年以降のＮＭＲは、コンピューター、ソフトウェアー、超伝導マグネット等の

進歩によって発展した。昭和５５年以降は超伝導マグネットによる高磁場ＮＭＲの導入と

共に２次元ＮＭＲの普及が顕著であった。これらは、液体や固体ＮＭＲとして発展したが、 

同時に人体、動物、植物イメージングの技術も発展し、特に医用ＮＭＲ（ＭＲＩ）が昭和

６０年以降爆発的普及をするという効果が見られた。ＭＲＩは分析用ＮＭＲの基礎技術か

ら別の方向に流れて大きく育った例である。高分解能ＮＭＲスペクトルから、画像化（イ

メージング）へ応用化されたものである。元の技術はＦＴ―ＮＭＲだが、全く違う領域と

して進化した。ＭＲイメージングは昭和５０年前後に一躍話題になって、色々な所で試作

された。日本電子もＮＭＲ専門メーカーとして医用ＮＭＲ（ＭＲＩ）の領域に参入し、開

発・製造すべきだという人が沢山いた。その時期日本電子は経営的に非常に難しい状態に

なっていて、資金繰りも苦しくそういう巨大産業的投資が出来なかった。小中さんも、Ｍ

ＲＩ開発の検討に係わったが、国内外の巨大な資本力とメンバー、スタッフに対しては、

無理と判断したという。日本電子の経営体質で、早く手をつけて失敗している例（コンピ

ューター、半導体、エックス線トモグラフィー、超高解像度ビデオシステム等）が多々あ

ったとのことである。 

 その他のＮＭＲ領域での発展に、ＭＲＳとＭＲＡがある。ＭＲＡ（Ｍagnetic Ｒ

esonance Ａngiography）は造影剤無しで血管の観察（血流の詰まり等）をするものであ

る。ＭＲＳ（Ｍagnetic Ｒesonance Ｓpectroscopy）分析用に近いオリジナルのＮＭＲ

である。ある部位の一点の化学成分を観察するものである。イメージ（ＭＲＩ）の画像で

不審な部位、例えば癌ではないかと疑われたところに当て分析するＮＭＲとのこと。小中 

さんは、ＭＲＳはこれから進歩していくと先を見通ししている。 

１３．エピローグ 

小中さんは現場を離れて２０年以上たっているが、現在のＮＭＲ製品は日本電子及び

外国製品（バリアンとブルッカー）どれもが、非常に進歩しているという。小中さんの時

代はカメラで比較すれば、ジャバラつきのカメラで、原理は同じかもしれないが、現在製

造販売されている装置を見ると、コンパクトなデジカメで高性能の感じがするとＮＭＲの

発展を振り返る。 

開発頭初からの技術ノウハウの苦労の上にたって、その積み重ねが成果を生んだと云
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えると技術の積み重ねがいかに重要か小中さんは語る。しかし、会社における技術開発の

活力は、創業者精神というか風土に支えられているという。開発の行方は、経営者のトッ

プが何に注目し、何に全力投入するかによって決まる。日本電子では電子顕微鏡がその例

である。それがトップクラスの人達の活力であるとのこと。ブルッカーはＮＭＲこそ我が

命とオーナー社長のラオキンさんが旗振りをしていたという。 

小中さんは独創的な技術開発に従事してきた訳だが、エンジニアリングとか技術関係

の人は今でもよく働いているという。理科系の人は、夜遅くまで努力しており、それは日

本の活力だと思っている。携帯電話などは厳しい競争であり、できた途端に価格競争にな

るが、それに立ち向かって果敢に努力している。明治時代の人は「おれたちはよかったが、

昭和のやつらはとんでもない」と言うが、「平成のやつらはとんでもないと」は言えない 

との事。その時代時代で若者が未来を指向して頑張るところで、世の中が進化発展し成長

する。明日の日本は、今の若者の活力で繁栄がもたらされるのだ、と科学技術の向上や後

進の育成を生涯の信条とする小中さんは話しを終えた。 

（文責 宇野 隆幸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材を終えて：小中氏を囲んで左から黒木委員長、宇野委員、唐沢委員 
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曲面印刷プロセスの開発 

中
なか

 西
にし

 幹
もと

 育
やす

 

インタビュアー：黒木正章、志村耕一、唐澤英安（記） 

日 時 :平成 17 年 11 月 7日 14：00～ 於：キュービック株式会社（静岡市清水区） 

プロフィール 
1938 年 3月 15 日  福岡県遠賀郡に生まれる 

1956 年 3月    山口県立下関工業高等学校電気科卒業 

1956 年 4月    明治大学工学部電気科入学 

1960 年 3月    明治大学工学部電気科卒業 

1960 年 4月     太平洋自動車入社 

1962 年 8月     東洋通信株式会社入社 

1964 年３月    東京トランジスタ工業株式会社入社 

1966 年６月    東海通信株式会社入社 

1968 年 10 月    小林商店経営 

1975 年 8月    キュービック株式会社設立社長 

1976 年 4月    静岡キュービック株式会社社長 

1989 年 3月    鈴木総業副社長 

2003 年 12 月    同社顧問  現在に至る 

経歴・褒章 
1959 年          ウエイトリフティング全日本学生選手権(ミドル級チャンピオン) 

1960 年      ウエイトリフティング全日本学生選手権(ライト級チャンピオン) 

1998 年      科学技術庁長官賞「科学技術振興功績者」受賞 

2001 年      経済産業省経済構造審議会知的財産専門委員会(現在に至る) 

2003 年      内閣官房経済特区評価委員､静岡大学客員教授(現在に至る) 

2004 年      日本工業大学大学院非常勤講師。(現在に至る) 

  

主な業績 

中西幹育さんは、下関の海辺で育った。そこでは毎日魚介類を採るために自然と真剣

に向き合った。高校、大学とウエイトリフテングをやったが、全日本学生チャンピオン

を 2つも採るほど打ち込んだ。これが過ぎて腰を壊したがそれを切っ掛けに勉強をした。 
卒業して間もなく、トランジスタラジオやマイクロテレビの電子部品の開発にも携わ

り、そこで特許の重要性に気づく。さらに金属の表面を飾るメッキの仕事では、相手の

製造プロセスのデータを分析して、提案する営業方法を考えて実践した。やがて、周囲

の情報からプラスチックの時代の到来と、その表面を飾るための方法をまだ誰も見付け

ていないことを知り、そこにテーマを絞った。何ヶ月も世界中の特許を調べたが手がか

りは見つからなかった。悩んだ中西さんは、胃が痛くなり苦い薬を飲んだとき、オブラ

ートを見て気が着いた。これに印刷してそれをプラスチックに貼り付けて、後は水に流

して落とせば良い。これを世界中の特許に申請し、メデイアに発表した。大日本印刷が

この申請中の特許に資金を提供し、開発は共同体となった。しかし、次から次と多くの

問題が出現し大変だった。ただそれが全て膨大な知的財産となり、現在 27 カ国で 1 万

人以上が働く仕事に発展し、高級乗用車では、その 90％がこの技術の恩恵を受けている。 
若いときの苦労や体験で鍛えた体力、気力、理解力、そして多くの企業や人との出会

を大切にし、必要な技術を緩やかに連携し開発したことが、この成功に結びついている。 
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 人類は長い間、自然の素材を加工して、身の回りの家具や道具を作って生活が快適にで

きる環境をしつらえてきた。しかし、第二次世界大戦後、石油からプラスチック材料がふ

んだんに作られるようになり、材料の種類が豊富になっただけでなく、その形も自由な曲

面を持った製品が自由に造られて生活を彩れるようになった。しかし、その表面は、均質

な色で飾ることしか出来なかった。中西幹育(なかにし もとやす)は、世界に先駆けて、

そこに新しいプロセスを開発して、自由な曲面に、多様で美しく彩り鮮やかにデザインさ

れた文様を、それも大量に印刷するシステムを実現した。そこには見事な、日本のモノ造

りの一つの典型的な成功の軌跡を辿ることができるストーリがあった。 

 

1.生い立ち 

 中西さんは、1938 年３月 15 日に、福岡県で生まれたが、物心つく頃からは下関で育っ

た。終戦の物の無い厳しい時代で、毎日両親が仕事から帰宅する前に、仲間と一緒に、歩

いて 15 分くらいの武久海岸(たけひさ かいがん)に行って、魚や貝や若布等を採って、夕

飯のおかずにするのが日課であった。ご飯といってもコーリャンや麦で、たまに配給で肉

が手に入っても、塩鯨だったし、臭くて歯が丈夫になるほど硬かった。でも、その竜田揚

げもちょっとしたご馳走であった。そんな自然の中で、魚介類ならどんなものが何処に棲

んでいて、何時行けば何が採れるか、そういうことが自然にわかるようになった。海に行

く途中の山道でも、山菜も見つけ、採ることができた。それは、そうした真剣な生活の中

で、自然から学んだ非常に大切な知識であったと、中西さんは、述懐する。小さい頃は、

誰にでも「何？、何？」とうるさく聞いて、大人達からは、“なになに坊や”と言われた。 

 やがて、下関工業高校の出来て数年目だった電気通信科に進んだ。食べるものもろくに

なかったこともあり、体は非常に弱かった。ところが驚いたのは、キングゴジラのような

体格の生徒達が居たのである。彼らがウエイトリフティングをやっていると知り、すぐそ

のクラブに入部して、それに没頭した。８月になると３年生が次のキャプテンに譲ること

になっており、それを目指して強くなり、キャプテンになった。そして、次にキャプテン

を譲るとき、監督の先生がビールを一本飲ませてくれた。それで酔っ払った時、先生が言

った。 

「この学校から、まだ、浪人しないでダイレクトに大学に受かったやつは、独りも居ない」 
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キャプテンだった中西さんは、手を挙げた。 

「私がやってみます」 

就職専門校だったので、受験科目は、ほとんど無かった。それから必要な科目を１つづ

つ徹底的に勉強していった。体力が付いていたので、３日くらい寝なくても平気だった。

それと、ウエイトリフティングは、集中力を鍛えてくれる。一瞬で決まるスポーツなので、

凄い集中力が必要なのである。３つの大学を受けて全部合格した。そして、明治大学工学

部電気工学科に進学した。監督の先生も大喜びをしてくれて、 

「うちの娘を嫁に」 

といわれた。 

親からは、受かったからには、学費は出してやるが、生活費は自分で稼げと言われた。

高校でやっていたウエイトリフティングは、もっと強くなりたかったが、アルバイトが先

決だった。最初にやったのが、谷中の墓地に近い、谷中小学校の夜警だった。区役所での

面接で、体格が良いのが認められて、採用された。これもウエイトリフテングのおかげだ

った。これが幸いした。夜半１時間おきに、校内を見回る必要がある。お墓の近くで静か

だし、勉強以外にすることが無い。それと給食のおばさんが、その残りを取っておいてく

れるようになった。若いし、ウエイトリフティングをやるようになっていたので、腹が減

って仕方が無い。カレーなど、大きなお皿に山盛りに取っておいてくれたので、夕飯も夜

食も要らなかった。これは有り難かった。 

このアルバイトは、谷中小で１年やって、次に浅草の竜泉寺中学校に移った。そこで、

俳優座の鈴木瑞穂さんと一緒になった。彼は夜中に台詞の勉強をしていたが、彼のために

秋葉原に行って、テープレコーダの部品を買ってきて組み立ててやったりして、大変喜ば

れた。 

入学して直ぐウエイトリフテング部に入部した。しかし、そこには、インターハイで入

賞したような猛者がごろごろしていた。当時オリンピックに行くのは、ほとんど大学生が

中心だったこともあり、まるでプロのような世界だった。インターハイにも出なかった高

校からの学生は、全く目も掛けられず指導も受けられなかった。運動場や用具の手入れば

かりで、優秀な選手の背中を流したり、彼らをサポートするような作業ばかりだった。 

「強くならなくては、トレーニングも出来ない。よし、強くなろう」 

彼は、また、硬く決心をし、強くなる方法を考えた。結論はシンプルだった。基本的に

は、授業に出るように言われており、３時から集合トレーニングだった。彼は、６時に起
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きて、下宿のおばさんに大きなおにぎりを造ってもらい、７時には大学に行って、誰も居

ない道端で一人トレーニングをやった。それは他人の倍やれば、皆に追いつけると考えた

からである。１時間か１時間半ほどみっちりやって、風呂から出てさっぱりして、授業を

受けた。 

それでフロ代も助かったし、そんなことを 1～２年ほど続けた。そうしてついに、３年

生でミドル級の全日本学生チャンピオンになった。４年生になったときは、一階級下げて、

ライト級でもチャンピオンになった。そして、「どんなことでも、他人の倍やれば、追いつ

ける」ということを、覚えた。 

そしてついに、オリンピックの１次候補に挙がることができた。まだローマに行けるか

どうか、そういう候補者達が集められ、館山で合宿に入った。「どうしても行きたい」そう

いう思いが強かった。つい無理をしたかもしれない。練習中に脊髄をずらしてしまった。

医者が神経を押さえていると言った。 

「一生車椅子です。下半身は、動かせないままでしょう」 

それまでは、学生といっても仮にも天下のチャンピオンだった。それは、まさに一気に

地獄へ蹴落とされたようなショックだった。その晩は一睡もできずに、真剣に死ぬことを

考え、その方法を電気工学的に模索した。しかし、やがて親の顔が浮かんできたりして、

次第に何とか生きる方法はないか、と考えるようになった。 

首から下が全部石膏で固められていて、足の親指だけが外に出ていた。そこを医者が針

でつついて調べる。血が出ても痛みは感じなかった。ところが、４日目位経った時、奇跡

が起こった。全身は、石膏で固められている。しかし、全身の筋肉は、全日本チャンピオ

ンになるくらい鍛えてある。外は固められていて、全身のエネルギーが、幸運にも内に向

かった。ポコンと音がして、内側に押し返した。翌日の検査で、針でつつかれて「痛い」

といった。 

「馬鹿言うんじゃない。これは最新の技術で手術しても直らないんだよ」 

レントゲンを撮ってみたら、背骨が元に戻って、完全に治っていた。 

しかし、そのとき、石膏から外されていて自由だったのは、頭だけだった。考えてみる

と、高校で満足に勉強もしていなかったが、友人達が支えてくれていた。それで今までは

何とか単位も取れた。もう卒業も間近で、明治大学の１１代目のキャプテンもやった。工

学部で実験や実習もあり、出席点は厳しい。彼は、教授たちに顔を覚えられるように、ノ

ートをもって、出席の印をつけてもらいに行った。体育会系のクラブ活動は、通常はプロ
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のように猛特訓もある。工学部で、部のキャプテンを務め、全日本チャンピオンになり、

４年で卒業することは非常に難しい。彼は、それを実現したのだが、その後明大は、大学

対抗で６連覇を達成することになる。一番強い大学には、一番強い学生が集まってくる。

自然と 6連勝の基盤が出来る。彼は、強いということの持つ意味やその成功体験を知った。 

ただ、そのどん底のギブスのとき、彼は、一つの決心をした。たとえ一生下半身が動か

なくても、俺には、頭が残されている。今まであまり勉強をしてこなかった。皆は４年間

勉強をした。“それでは俺は、皆の倍勉強をすることを、自分に義務つけよう。”背骨が治

ってからも、それを守り続けた。それは習慣となり、今でも、パーティがあって飲んでも、

帰宅し毎日２時間は勉強している。 

卒業のとき、学長から“体育の功労賞”をもらった。それは、工学部で全日本のチャン

ピオンになって、４年間で卒業した第１号だったからでもあった。こうして波乱に満ちた、

しかし充実した学生生活が終わり、就職課の案内で就職した。 

 

2.社会に出て幾つかの職場の経験を積む 

中西さんは、まず 1960 年４月、卒業と同時に、“太平洋自動車”という当時シボレーと

いう外車を輸入して販売していた会社に入社した。輸入したばかりのや、修理で返ってき

た自動車を、竹橋にあった整備工場で、全部点検する。来る日も来る日も、オートマティ

ックトランスミッションを降ろして、洗って、解体し、組み立てるという作業だった。た

だ、エンジンの回転を片方の羽根車が回転してでお釜の中の油圧を揚げ、対抗した羽根車

でそれを受けて車輪に回転を伝える仕組みは良く判り興味を持った。それらの羽根と羽根

の隙間が非常に狭く、ちょっと偏ったら当たってしまうが、そこが良く設計されていて、

調整は大変だったが、液体が力を伝えるためのそんな羽根の形状も面白かった。 

しかし、当時は、社内トレーニングなど無く、職長がハンマーを投げてくるような仕事

場だった。あるとき、それが車の下で仰向けになって作業をしていた中西さんの腰に当た

った。それで、喧嘩になった。相手は先輩でもあり手は出さなかったが、そこをやめた。

しかし、宛てはなかった。 

日刊工業新聞に務めていた友達が、 

「お前は、電気が専門だから、自動車は似合わないよ」 

と、当時、世田谷の若林辺りにあった、“東洋通信”という会社を紹介してくれた。1962

年の夏過ぎだった。 
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そこは、蛍光体を沈殿させて、白黒用のブラウン管を作っていたり、マジックアイとい

うチューナを回すと同調の具合が、蛍光体に光って広がったり縮んだりするユーザに判り

やすいデバイスを造ったりしていた。当時はトランジスタの性能も悪く、バッテリーの効

率も悪かった。そこで、トランジスタラジオ用の小型のバッテリーメータを開発した。そ

れがソニーに大変受けて、立派な業績に繋がった。トランジスタラジオの周りには、そう

ゆう会社が幾つもあり、ソニーもそうであったが、皆が協力して成り立っていったのであ

る。そのチームの一員であったということが、発明に興味を持つきっかけになった。 

そんな時、今度は人材銀行から引き抜かれた。それは、「第２のソニー」といわれた“東

京トランジスタ工業株式会社”で、急成長していたが、中西さんは、わずか 27、28 歳で開

発課長ということだった。1964、5 年頃のことだったが、テーマは、ＶＨＦチューナは既

にあったが、今度は新しく放送が始まったＵＨＦ用のチューナの開発だった。今度はチュ

ーナの開発に集中した。開発には、集中力と体力が必要である。当時は、体力にも、集中

力にもまだ学生時代のスポーツでの遺産が残っていた。研究室に泊り込んで、開発した。 

卒業した翌年に結婚した奥さんも、商家の出であったこともあって、よく理解してくれ

た。また、そのときぴったりくっついて来てくれたのが、その後マランツの社長などを務

められ、その後デンオンと合併したＤ＆Ｍの社長をやっておられる株本(かぶもと)さんだ

った。それは、4 インチか 5 インチくらいのマイクロテレビで、昭和 39 年か 40 年で、ソ

ニーよりも早かった気がするが、すべてアメリカからの依頼だった。とにかく 1年間くら

いで完成させた。そこには 2年くらい居た。 

今度は、また人材銀行から引き抜かれて、静岡にあった“東海通信機”に移った。そこ

では世界中の警察用のトランシーバを作っており、そこで、技術開発と企画をやっていた。 

ところが、奥さんのお祖父さんが倒れ、その実家を奥さんの弟が就業先から帰ってくる

まで、継いで欲しいと要請され、群馬県の伊勢崎にあった“小林染料店”を見ることにな

った。伊勢崎は銘仙の産地としても有名であったが、産業としては下り坂であった。今ま

での遺産を生かすとすれば、化学工業品に出るしかない。そこで、酸やアルカリを手掛け

ることにした。 

しかし、田舎の中小企業のメッキ屋さんに御用聞きで回るくらいではどうにもならない。

大手にアプローチするためにどうするか。丁度その頃、化学の権威であった、生研化学株

式会社の社長をやって居られた江森章一（えもり しょういち）先生という方に行き会う

ことが出来た。江森先生は、偉い方だったがお人柄もよく、謙虚な方で、親切に手をとる
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ように教えてくれ、人生の生き方まで教えられた。先生は、化粧品や健康食品の中間体や、

特に金属の表面用の処理剤や添加剤が専門で、北関東のメッキの処理法の指導をしながら

企業を回って居られたが、中間体を作るのに卓越した技術を持って居り、今でも付き合っ

ているという。 

江森先生が、指導をするとき、横でサポートをしながら薬品を買ってもらおうと考えた。

門前の小僧だったが、自前の研究所を作って、ハルセル試験器や分析器も購入して、昼間

判らなかったところは夜帰ってから、試験片でメッキをして、データを採って分析した。 

どの位の電流密度で、どの位電流を流すと、お宅のメッキ溶液では、どんな表面の仕上

がりになり、この添加剤をこの位入れるとこうなる、とデータを持って行く様にした。そ

れは、単なる御用聞きではなく、今で言う“提案型営業”だった。お客さんの立場で、何

時どんな状況で、どのようなものが欲しいのか、それは全く、幼少の頃に、夕飯のために

知った、武久海岸で覚え、自然から教わった知恵とも言うべきものと似たことだった。 

「思考パターンは同じでしょうね。だから原点をたどるとそこへ行くわけ。自然に教わっ

たやつですね。」 

と中西さんは言う。 

ただ、電気工学を勉強し、自動車というメカの回り道をしたとは言え、電子部品や回路

を研究した中西さんの知識や見識のポテンシャルは、メッキという電子と化学の統合され

た応用の場面で、また飛躍を見た。 

 

3.プラスチックの表面に印刷はできるか 

伊勢崎に 11 年居て、売り上げは 10 倍になり、小林染料店も、株式会社になった。そこ

へ、義理の弟が帰って来た。 

いつでも独立しようと腹を決めていたので、丁度その頃、印刷会社の営業課長と酒を飲

んでいての会話が切っ掛けだった。 

「これからはプラスチックの時代が来る」 

「なぜですか」 

「プラスチックは、量産技術が出来ていて、軽い。軽くて強い。それに量産技術が出来て

いるから安くなる。ただ、難点は、色だ。色は、単色なら付くが、模様をつけることが出

来ない。これができたらノーベル賞ものだよ」 

といわれた。そんなもんかと思っていたら、三菱電機の話も出た。 
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ところが、運命というべきか、丁度次の日、テレビの特集番組で、“プラスチック文明

到来”というのをやっていた。その番組の最後の 3秒くらいのところで、アナウンサーか

誰かが次のように喋るのを聞いた。 

「こういう造形も自由なんだけれど、でも、こんなにでこぼこしては柄はつきませんよね」 

前の日の情報と重なって、“そうなんだ”と実感が湧いてきた。今までは、金属の表面

を飾る仕事を一生懸命やってきたが、これからはプラスチックが人々の暮らしの中に入っ

てきて、それが重要になるのか。 

「よし、やってやろう」 

まず、特許を調べようと考えた。特許は、トランジスタ関連の仕事をやっていたころか

ら、その重要性は理解していた。伊勢崎の図書館には特許広報があった。次の日から、そ

こに通って特許を調べた。毎日毎日調べたが、3次元曲面を持ったものに印刷する特許は、

見つからなかった。ただ、東京の国会図書館に行けばもっと詳しいものがあることを知り、

東京にまで通い始めた。4ヶ月かかったが見つからない。 

ある日疲れて、日本橋の三越デパートを覗いていたら、会津の展示即売会をやっていた。

そこに、会津塗りのお椀があって、その 3次元の外側に模様があった。すぐ、その主任に

頼んで、会津の製造元を訪ねて行った。そこでは、“墨流し塗り”という技法でやっていた。

水面の上に風で油性インクをばらっとまいて、墨を流し、また風で“すっと”ひっかいて

送って、それにお椀を沈めると、あたかも木目調のものができた。しかし、これでは模様

に再現性がない。自由にデザインされた柄や模様が、何回でも再現出来なくてはならない。 

そしてとうとう、世界中の特許を千数百件調べが、あまり真剣にやり詰めて、胃が痛く

なってしまった。特許を調べれば、世界の印刷の技術水準がわかる。もし先行技術があれ

ば、どうにかそれを追い越して、それより違う技術を発明しなきゃいけない。新しいこと

をやるには、新しい技術思想やコンセプトが必要になる。東洋無線でも東京トランジスタ

工業でも、新しいチャレンジをするためそうしたウオーミングアップ期間というのが必要

だという経験も持っていた。しかし、真剣にやりすぎて、胃痙攣になってしまって寝込ん

でしまった。 

寝ていたとき、胃薬で“熊の胆”を飲んだ。ひと欠片でもものすごく苦かった。それを

オブラートに包んで飲んだとき、考えた。 

「なぜ、オブラートに包むと苦くないのか？」 

「それは、胃の中に届くまで、溶けないからだ」 
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そこで、はっと気が着いた。 

「そうだ。溶ける物だ」 

すぐ、起き上がって、灰皿に水を入れて、そこにオブラートを置いた。オブラートには、

不滅インクで“回覧”と判で押しておいた。ズーと見ていたら、オブラートが静かに広が

った。そこに、白い消しゴムを静かに押し込んだ。ゆっくり引き上げて、オブラートを水

に流してみると、そこには、“回覧”の文字がくっきりと写っていた。それが、曲面印刷に

関する世界的なエッセンシャル特許の原点となった瞬間だった。そのとき、それまでの全

ての努力で得た知識と、表面加飾や、武久海岸などの全ての経験が、その全プロセスを統

合したイメージとして、中西さんの心身の中に、実現したのであろう。 

すぐ実験をした。皺が出来る。オブラートを水に浮かべて、消しゴムを入れると、その

角に、皺ができてしまう。しかし、時間を計って頃合を見ているうちに、新しいことが判

ってくる。オブラートが水を吸って、膨張し、広がって伸びてゆく。それが灰皿の縁で遮

られ、灰皿に沿って伸びきると、さらに水をすって膨張し、厚さが増えてゆく。そしてゲ

ル状になると、表面がまっ平らになり、蛍光灯が真っ直ぐ二本映るようになる。その時、

丁度どんな曲面でも、皺が出来ずに、印刷が可能な状態になるのである。 

胃の痛みも忘れ、直ぐに実験を繰り返し、特許を書いた。それまで、印刷に関する特許

発明の申請用の詳細説明書は、請求項の書き方まで読んで頭に入っている。その間、わず

か数時間のことだった。 

東京トランジスタ工業のときに、特許の重要性に目覚めた。それは弁理士で、土佐生ま

れの松田誠次郎（まつだ せいじろう）さんとの出会いがあった。めちゃくちゃ研究開発

に没頭して、それを知財に持っていかなきゃいけないというときに、タイミングよく紹介

されて会ったが、意気投合した。その先生も熱血漢で、帰る予定を繰り上げても、泊まり

込んで話をし、知的財産権の重要性を覚えて、身につけていた。このときも特許は 100 件

くらい出した経験があった。 

「この原理だったら、やはり今まで読んだ特許調査の中でも全くない。特許というのは進

歩性と新規性でしょう。これは新規性だという判断を私はしたんです。金が続く限り特許

を出しちゃえといって、これでもって世界にも出したんですよ。」 

彼には、このときから曲面印刷に絶対の自信があったのである。 
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3.ニューベンチャーを起こす 

 世界中に特許を出しておいてから、中西さんは、新聞発表をした。 

「技術屋がいくらいい発明をしても、世の中に知ってもらわなければ何も役に立たないじ

ゃない。」 

それをマスコミに取り上げてもらって知ってもらうと、日刊工業新聞社が、こんなもの

ができたって取り上げると、あっちもこっちも取材に来て広めてくれる。 

「マスコミの連鎖反応ってすごい。」これも学んだ。 

そして、一番最初に来たのが“大日本印刷”の金谷(かなたに)さんで、当時はまだヒラ

だった。続いて、渕上(ふちがみ)さんが来て、これを検討したいと申し込みがあった。 

一足遅れで“凸版印刷”が来て、どっちをとるかと、悩んだ。凸版印刷の条件の方が良

かったが、金谷さんという人物が男らしく潔く、話し方もすごかった。そして情熱を感じ、

中西さんは、大日本印刷を選んだ。 

またすぐ、当時、「印刷の神様」と言われた大日本印刷の常務の山口さんが来て印刷に

ついていろいろ教えてくれた。まだ、出願して特許になるかどうか判らない段階だったが、

当時としては破格の値段を出してくれた。それを元に独立して、“株式会社キュービック”

を設立した。1972 年のことである。大日本印刷としても、まだ申請中の特許のライセンス

の購入は、初めてのことだった。 

 伊勢崎に、倉庫を借りて、シルバーとおばさん達をやとい、中西さんが一番若くて、総

勢 6人という陣容だった。いよいよ、まだ量産技術を始めようというとき、大日本印刷の

清水さんが、地元にあったサンデンというところから、ストーブの外側に印刷する注文を

取って来てしまった。ストーブの外側は、金属だったが、やってみるとピンホールという

小さな穴が開くという不具合が起こった。大日本印刷からは 3名ほどが泊り込みで来てく

れて、徹夜でそれを修復して、表面にコーテングをした。そこは、6 畳くらいの小さな作

業場だった。 

 ただ、オブラートでは、量産できないことが判った。オブラートは、ジャガイモの粉を

アルファー化して伸ばして作るのだが、強度を出すことが出来なくて、複雑な印刷を大量

に処理にすることが無理だったのである。 

 そこで、大阪にある“日本合成化学工業”の門をたたいた。そうしたら、そんなのが量

産できるわけはないといって、けんもほろろだった。当時、ナプキンなどの吸湿性を持っ

た紙の開発等があり、面倒なスペックを要求する材料の開発には、躊躇したのだ。しかし、
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しつこく粘って、これは絶対にすばらしい事業に育つんだから協力してくれといって粘り

に粘った。当時常務で寺尾（てらお）さんという方が、ポリビニールにそういう使い方も

あったのかと、非常に感心してくれて、やってみようじゃないかということで号令をかけ

て頂けた。そのときの窓口の担当者で、伊勢崎まですっ飛んできてくれたのが当時まだ主

任だった米良（めら）さんという人で、この人も九州生まれだった。伊勢崎まで訪ねて来

てくれることになった。中西さんは、それに備えてポリビニール・アルコールを徹底的に

勉強していた。 

「向こうはプロでしょう。それをつくっている会社ですもの。これだったら、こうすれば

できるよということで、その人に問うんですよ。そうしたら、その営業の人も理解できな

いような技術用語がいっぱい出てきたので、次の週に今度は技術屋の親分を連れてきたん

です。」 

「それで話が合っちゃって、やろうかということで、その最終決断をしたのが寺尾さんと

いう方。当時はまだ常務だった」 

日本合成化学工業は、大阪と高槻の間の茨木に研究所があって、そこの方だった。それ

で話が合って、曲面印刷専用の組成のフィルムの開発を始めた。材料はポリビニールアル

コールとしたのだが、スペックに合った組成を見つけるのが大変だった。温度を固定して、

また伸び率を固定し、膨張率や強度など試作に試作を重ね、スペックを追い詰めていった。

最後は、水溶性物質の添加剤を入れ、希望のスペック出しをしていった。そんな細かいス

ペックを要求するような面倒なフィルムがものになるのか、世界を制覇するといっても、

本当だろうか。社内でも議論があったらしい。しかし、寺尾さんは、「情熱に負けた。やっ

てやろう」と説得をして、援護をしてくれた。寺尾さんは、2回会っただけで信じてくれ、

それの開発に賭けてくれた。しかし、中西さん自身は、その後、開発の打ち合わせに 100

回も研究所に通うことになった。その後、寺尾さんは専務、最後は社長、会長、相談役ま

でやられたが、中西さんは、その後もズーと、印刷用転写フィルムは、日本合成化学工業

に仕事を御願いしている。これはこれで国際特許になって、初めて立体曲面印刷が量産化

出来るようになった。 

 

4.インクの開発 

インクも従来のインクでは、要求条件に合わなかった。しかし、それは、大日本印刷が、

系列の諸星インクを連れて来てくれたので、助かった。その当時の大日本印刷の行動力が
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凄かった。直ぐ現場に行き、現場で、「不乾性インクだが、それでは駄目、こうしないと」

と、直ぐ検討課題が出てくる。 

しかし、インクも幾つかの乗り越えるべき山が待っていた。転写フィルムは、水溶性に

した。従って空中の湿度によって性質が不安定になる。ということは温度にも影響される。

特に湿度によって伸縮が起こる。印刷には、“見当を合わせる”という言葉がある。浮世絵

でも 20 回以上の色をつけて版を重ねて、多色印刷やグラデーションをつけるが、その色ず

れが起きないように各色の版のコーナを合わせる事が要求される。このような多色刷りの

浮世絵が見事に出来たのは、見当をつけるということと、その前提として、20 回水をつけ

て刷っても伸びない和紙特有の頑健な性状があってのことであった。転写フィルムにも多

様な性状が要求されたが、インクにも、それに合った幾つものスペックが要求されたので

ある。 

インクは、きっちりとプラスチックに転写されなくてはならないが、そのためにはまず

転写フィルムにきれいに印刷されなくてはならない。スピードを上げて転写フィルムにき

れいに印刷されるためには、直ぐ乾いて欲しい。しかし、プラスチックにきれいに転写さ

れるためには乾いてしまっては困ることになる。またプラスチックの表面との相性も問題

になる。この矛盾を解決した上でさらに、プラスチックの表面と上手く折り合って転写さ

れた後、微弱な圧力を掛けた水のシャワーで、転写フィルムを洗い流す。このときインク

が落ちては困る。こうして、インクのスペックも、転写フィルムのスペックと共に詰めて

行く必要があった。 

同時に問題となったのは、されらをどのようなプロセスで、組み合わせて印刷するかと

いう最終印刷のプロセスの自身のスペックの開発であった。 

ついに、大日本印刷は、転写フィルムへの印刷のために、スエーデン製の非常に高価な

多色グラビア印刷機を導入することにし、これに湿度での伸びをセンサーを着けて測定し、

見当ズレを調整することに成功した。さらに、印刷プロセスの温度、湿度もコントロール

した。 

この転写フィルムへの印刷のプロセスで、さらに困難だったのは、ゴミの問題だった。

4色刷りの印刷プロセスは、4色のインクが全て 4色の色を持ったゴミの素となる。インク

は乾いて、被写体や印刷装置からこぼれたりして、乾くとゴミになって舞い上がる。これ

がまた転写フィルムに着くと、色が斑点となって、不良品となってしまう。印刷プロセス

は、インクのゴミとの戦いであった。インクに乾燥を早くしようとすれば、それだけゴミ
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も出やすくなる。これは、印刷の生産性にとっても重要なファクターであった。そのため、

クリーンルームのための投資までが必要となった。 

しかし、インクに求められた性質でもっとも重要だったのは、柔軟性であった。最初に

フィルムに印刷する段階では、見当ズレが起こらないようにキチンと精度が出るような強

度が求められる。しかし、それをロール上に巻いて保存してたり保管するためにも、ある

安定した強度が必要になる。しかし、一旦これをプラスチックに印刷するときには、その

強度は問題を起こす。それは、転写幕が水を吸って伸び始め、被写体のプラスチックのコ

ーナに沿って付着を始めたとき、インクも転写幕と同じ速度で、柔軟性をもって、一緒に

伸びてくれなくてはならない。硬ければフィルミに着いてゆけなくて、ひび割れを起こし

てしまうし、逆に早く柔らかくなりすぎれば皺が出来てしまう。多色となり、色の重なり

がある場合は、インクのひび割れはなおさら厳しい条件だった。このパラドックスこそ、

このプロセスの最大の峠の一つだったといえよう。 

この問題の解決は、やはり、インクへの活性剤がミソとなった。活性剤は、一度乾いた

インクを、印刷したての軟らかい状態に戻す作用と絵柄をプラスチックに定着させる機能

が要求される。 

プロセスの最終段階では、フィルムの絵柄は、プラスチックに転写された後、染料でコ

ーティングされ保護される。 

 このような、複雑な性状の材料、装置、加工条件を同時に追い込んで、プロセスの全体

のイノベーションを達成するということは、一つの企業では不可能である。 

「一企業が持てる力というのは限界があるんですよ。おのおの特徴のある技術を、ノウハ

ウを持った企業が集団になって事に当たってくれることによって、やっぱり世界へ出て羽

ばたけるような技術の完成度を見るというふうに私は思いますよ」。 

そういう意味で、中西さんは、大日本印刷が、チームの中心になって、投げ出さずにサ

ポートしてくれたことに感謝するし、それがなにより、面白かったと語る。 

 

5.最終印刷プロセスの開発 

 このような転写フィルムや曲面印刷用インクやフィルムへ印刷等の材料や要素技術の開

発を効果的に進めるには、品質が良くて量産ができる最終印刷段階のプロセス自体の開発

を効果的に速い速度で進めることが、非常に重要だったに違いない。中西さんは、大日本

印刷がとって来てくれた金属製品のストーブの仕事ばかりではなく、最終製品を作るプロ
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セスのビジネスドメインの担当として、自らも営業をした。それらの中には、プラスチッ

クのＡＢＳ材料の時計着きスタンドや三菱電機からは掃除機等のいろいろな形状の注文が

あった。しかし、技術開発や営業をやりながら、会社の経営までは、手が回らなかった。

そんなとき、“鈴木総業”の創始者の鈴木 保(すずき たもつ)さんとの出会いがあった。

鈴木総業は旧清水市内にあったが出不精の鈴木さんが伊勢崎をわざわざ訪ねて来てくれた。

鈴木さんは陸軍士官学校を出た方で、 

「私は、技術は判らないが、お前を信じるよ。パートナーシップで一緒にやろう。つぶれ

るならそれでも構わない」 

と言って下さった。 

それで、中西さんは、モノつくりの現場に集中することが出来るようになって、伊勢崎

のキュービックを畳んで、静岡キュービックを造って移転した。総勢 10 人からの再スター

トだった。そんな経緯を含み、3年間は現場に居て、開発に没頭した。 

日本合成化学工業で製造された転写用フィルムは、大日本印刷で絵柄が印刷され、ロー

ル状に巻かれ、清水まで運搬されてくる。それに最終印刷工程で、ロールフィルムの端か

ら、印刷用金属ローラで活性剤を塗布する。塗布しながら平らな水面にフィルムを広げて

行く。フィルムの進行は、水が運んで流して行くが、皺が入らないように、上方から、風

を吹き着ける。次第にフィルムが水分を吸って膨潤し伸びてゆくのを、進行方向に設置さ

れテーパーを付けられたチェーンのガイドが、フィルムを整え、また、風とのバランスで、

水がフィルムの上に乗らないように工夫されている。 

やがて、フィルムが水槽の中央まで進む頃合に、プラスチックの被写体が、一番重要な

コーナを下にして、斜めにフィルムの上に降りてくる。静かにそれが水面下まで押し下げ

られると、ゲル状になったフィルムは、被写体に水圧で密着され、被写体はゆっくり引き

上げられてゆく。 

つぎの工程では、立体に動く多数のノズルを持ったシャワーが、3 次元にＮＣでプログ

ラムされており、いろいろに角度を変えながら、激しく圧力の掛かった水を被写体に吹き

付け、曲面を持った被写体の転写フィルムを満遍なく吹飛ばす。 

最後は、乾燥され、あるものはトップコーティングされて、完成する。早いものは、こ

の間 30 秒から 40 秒くらいのピッチでこれらの工程を終える。 

この現在のプロセスが完成するまでは、まさに試行錯誤の連続だった。転写フィルムの

特性、インク特性、それらの処理によって刻々変化する性質や状態。それには、水溶液の
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構成、温度管理、処理時間の調整、全てが未知の領域であった。四季折々によって、作業

環境の温度や湿度も変化する。また、プラスチックの材質もいろいろあるし、形状もいろ

いろあった。これらの極めて複雑なパズルを根気良く、しかし、素早く解いて行く必要が

あった。協力者達に恵まれたとは言え、時間が掛かれば、収入が入る時間が先に伸びて、

皆が苦しくなってくる。それぞれの材料のスペックを、順番に一つずつ固めて研究段階、

開発段階、量産のスケールアップ段階と、フェーズを追った展開をしていたら、全てが失

敗していたであろう。顧客と向き合った中西さんが、顧客の要求を探り、最終工程を固め、

転写フィルム、インク、フィルム印刷、活性剤、水溶液など材料や、最終印刷装置用の数々

の機材やそのオペレーション等に対し、次々と要求を出し、そこから全ての技術的課題を

整理し、スペックを固めていったことが、成功に繋がったのである。そこには、プロジェ

クト全体の進捗度の評価を担当し、関係者全てに素早く的確なデータと情報をフィードバ

ックし、自信と情熱をつぎ込んでリードして行った成功の方式があったと言える。 

それを可能にしたのが、鈴木総業の鈴木社長との出会いであった。 

 

6.日本らしい成功の典型的な軌跡 

そうした協力を得るためには、こちらが素っ裸になって、全てをさらけ出さないと何も

起こらない。ノウハウ、技術など全て取られると思ったら動けなくなる。 

しかし、その前提には、中西さんの徹底した現場主義があった。現場に問題と情報があ

り、そこを乗り越えないと何事も達成できない。このことを、肌身で感じて動いていたの

である。 

彼のもっとも凄いところは、その知見の集積点である最終プロセスであるプラスチック

への印刷工程に、自らの全てを投資をし、投入して、そのポイントを抑えたところにある。

そのプロセスこそ、要素技術に対してのニーズ概念を生み出す原点であり、そのプロセス

からの要求スペックが、上流工程の全ての材料、装置、加工法をブレークスルーするため

のドライビングエンジンだったのである。中西さんは、曲面印刷の特許を約 100 件持って

おり、27 カ国 88 社にライセンスをしている。そのため、この最終工程は、キュービック

以外には、製造が出来ないのである。幾つかの材料や装置は、大手の専門メーカが受け持

っているが、その技術の改良やブレークスルーは、全て、この最終工程から、生み出され

て発展し続ける仕組みになっていたのである。 

このような、知見の集積ポイントを抑え、多くの専門企業を巻き込んで行くプロセスは、
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成功の典型的な一つのパターンといえる。それには、現場の人の目線で説き、決定権のあ

る技術のトップに直接アプローチもする、そして、相手の利益も作り出して一緒に苦労を

する。そして、なにより、幾つもの山を何があっても乗り越えてゆく。それがすべて、こ

のプロジェクトに参加した企業の知的財産となり、チームの全体の利益に繋がっていった

のである。 

中西さんのこうして形成されたパテント・ポートフォリオは、曲面印刷の頑丈な城砦を

形成し、零細なベンチャーが大企業からの参入による失敗から、自らもまた仲間をも守る

ことになった。しかし、このプロジェクトに関係したそれぞれの専門企業もまた、それと

ほぼ同等な強力なパテント群を獲得した。そして、これらの知的財産を所有した企業群が

“ソフトではあるがしっかりしたコアを持ったアライアンス”を形成した。これは、戦後

の日本で起こった電子産業の発展の軌跡と軌を一にする。これには多分、中西さん自身が

電子回路や電子部品の開発のとき発明した 100 件くらいの特許化の実績があり、身をもっ

て体験したトランジスタラジオやマイクロテレビ等のプロジェクトの渦中での強烈な体験

によるものも有ったのではなかろうか。 

また、中西さんは、当初から、大日本印刷だけに営業を依存していなかった。それは、

転写フィルムへの印刷は、大日本印刷に依頼して居たが、最終工程を自分でやっていたこ

ともあるし、基本特許のライセンスも、専有特許実施権を大日本印刷に出していたとはい

え、それは国内に限られていたし、海外へも積極的にライセンス営業を展開していたから

でもあった。 

ストーブから始まった、曲面印刷は、今では、携帯電話や、自動車の運転手の前面コン

トロールパネル部分や、ハンドルにも木目印刷が使われるようになり、最近ではオートバ

イの車体などにも使われるようになって、一層大きな産業に育ちつつある。こうして、日

産から始まって、トヨタも、ホンダも世界の車は、快適なドライブの室内環境を整えるこ

とが出来るようになった。 

中西さんは、世界中のどの民族も、美しいものに憧れ、美しい物を欲しいと思う。これ

が基礎にあって、そして個性的なものを追求したいと思っているだろう。機能が同じであ

れば、より美しく、より個性的で、流行に合った物を欲しくなる。そのためには、今日、

製品のデザインを変えようとすれば、明日、それを変えられるようになった。それによっ

て、曲面印刷の技術が人々の生活を豊かなものにすることに貢献できたと語る。 

日本でのもの造りは、機能だけでは絶対に成功しない。機能とともにおしゃれでなくて
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はならない。従来家具はブラウングッズと呼ばれ、天然の木材が使われてきた。しかし、

金属やプラスチックが日常の身辺で使われるようになって、それが本物になるには、こう

した表面が持つ質や形状や模様などの情報が、重要な価値を持つのである。 

中西さんは、イノベーションには、3 つ有るという。1 つは、インベンション・イノベ

ーション、二つめは、プロセスイノベーション、そして 3つめがプロダクツイノベーショ

ンである。1つ目は技術的発明、2つ目はそれを実現する発明、3つ目がそれによって製品

を変える発明である。そして、この 3つが出来て初めて大きな発明になり得るのだと。 

日本は、2つ目のプロセスイノベーション、それも改善的イノベーションが得意である。

しかし、これも大切であるが、3 つのイノベーションを同時に起こせないと、小幅な連続

的カイゼンに終始してしまうことになる。 

 

7. 若いものに向けて 

現場を知らない若者達に、向けたメッセージがある。企業がイノベーションに成功する

のに学会との違いが 2 つ有る。1 つは、企業は出口を求めて開発をする。また、企業は、

ニーズから開発を組み立てる、しかし、大学ではどうしても権威のある格好の良い皆の注

目しているテーマに捉われて開発をすすめる傾向がある。メデイアや官庁に受けるかっこ

良いだけのテーマでは駄目だ。本当に社会が求めているかどうか、喜んで使ってもらって

初めて価値が出る。学問にも社会性が問われているのではないか、と。 

また、現場を持たない学問は、科学的といっても、一つのブレークスルーで全てが起こ

ると勘違いする。他人の役に立つ技術としての立場からすれば、それは単なる点に過ぎな

い。面での広がりを持ってこの世に出て行くことを考えない限り、成功は千に 3つも期待

できない。 

今までに一番うれしかったことは、やはり、大日本印刷が、特許を買ってくれたことだ

った。それは、その価値を初めて認めてくれたからである。 

そして、2 番目にうれしかったことは、この仕事の広がりでこれだけ多くの人達に喜ん

でもらっていること。曲面印刷の仕事に携わっているのは、27 カ国、約 1 万人にのぼる。

その家族がそれで生活をしており、その仕事がまた、他の人たちに喜んでもらえている。 

そして 3番目は、この発明を一つのビジネスにまで持ってこれたことと、その過程で非

常に多くの方々の協力が得られたことである、と言われる。 

単独のイノベーションでは、強いものは出来ない。インベンション・イノベーションを
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実際の人々の望むものにするには、その特徴を活かしたプロダクツ・イノベーションに結

び付けなくてはならない。しかし、そのためには、そのプロダクツを大量に生産するため

の、プロセス・イノベーションが伴わなくては、その技術的フィーチャがアドバンテージ

として実現できない。それをすべて一つの企業だけで達成することは不可能である。 

シュンペータは、イノベーションの 5類型を、並列的に挙げているが、その中のどれか

一つができれば十分ということはない。それらのいくつかが相互に伴って、同時に起こさ

なければ、本物とならないことを、中西さんは指摘しているのである。 

これらのことを、スピードを挙げてやらなくては成功しない。そのためには、それぞれ

の専門の企業に、無理を言って、頼みこんで、技術の判る現場と、技術の判る責任者の両

方から協力を取り付け、共に汗を流し、次から次に現れる問題の山を乗り越えて行かなけ

ればならない。 

そして、それが実現できるためには、コンカレントエンジニアリング等という生易しい

方法論に頼っていては、どうにもならない。まず、その夢を掲げ、そこに至るプロセスを

説き、ビジョンとして共有してもらいつつ、顧客と市場を造り、外からの評価を頂きつつ、

問題を解決し、材料のスペックを固め、装置を決めその使い方のスペックを固め、製造プ

ロセスの状態やその条件を一つづつ固めて行く必要がある。こうして出来たものがプロダ

クツとしてベネフィットをもたらし、価値を実現してくれるのである。 

しかし、そうした関係者をハイブリッドして、ソフトアライアンスとでも言うべき、強

いがしかし柔軟な連がりを形成するための条件は、強いコアが必要である。それは、人間

の信頼関係と強いリーダシップである。強いリーダシップの根源には、しっかりしたエッ

センシャル特許と説得力のあるビジョンであるが、同時にそれが達成されたとき、そこで、

それぞれの協力者達が、自らがそのプロジェクトに持ち込んだ資産で技術を、形式知化で

き、特許化でき、増幅でき、その後のビジネスを切り開けるという信念を持ってもらえる

かどうかであろう。 

そしてそのプロジェクトにおいて、努力と協力の度合いによって、外部との戦いに勝ち、

成果が挙がり、配分が増えることが確信でき信頼できるリーダかどうかが成否に関係する。 

常にリーダが確信をもって、前に突き進み、問題を発見しその峠を見つけて先頭に立っ

てクリヤーしてゆく継続的な活動の姿以外には、それは無い。そのために、新しいビジネ

スの連携法、ビジネスプロセスイ・ノベーションもまた、要求されるのである。 

このような典型的なものつくりのサクセスストーリは、中西さんが、小さい頃から自然
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と真剣に向き合い、スポーツに打ち込み、体を鍛え、強さの意味を知ったこと。これが自

然や相手の人間に対する理解力を鍛えてくれた。また挫折のどん底をのぞき見て、それま

で欠けていた自分の潜在的能力の未開発部分を知り、体力だけでなく、“頭脳の開発”とい

う転機を迎えたこと。さらに社会に出てから、自動車のトルクコンバータで流体と力学の

メカニズムを学び、また一転して、トランジスタラジオ用の小型バッテリーメータや、マ

イクロテレビの小型 UHF 用チューナの開発の経験を通して、特許の重要性や、関連企業と

の付き合い方やあり方を身につけた。表面加飾のビジネスからは、化学的な物質の性質や

振る舞いの理解力を得ると同時に、商品の価値についての考え方を知り、時代のニーズで

ある曲面印刷というテーマに運命的な出会いをする。そうしたまるで予め用意されたスト

ーリに沿うような生き方をし、その曲面印刷と言うメインテーマに立ち向かったとき、そ

れまでの全ての経験と知識、そして人格が、総合してその成功のための力となったのであ

る。 

中西さんは、「今の時代は、純粋な科学だけでなく、進歩性・新規性を訴えて、世界へ

通用する技術まで昇華しなければいけない。それを事業化するときには、やっぱり大勢の

違った企業のハイブリッド化によって、初めて成功という二字がつかみ取ることができる

のではないか、こういうふうに思います」、と言う。 

 「だから若い人に言いたいのは、今の若い人って賢過ぎるんですよ。頭の中でああだこ

うだと考えて、頭の中で結論を出す性格が今の若い人の中にはある。そうじゃないんだと。 

現場、要するに現実を目の前に置いて、一回、手を汚してみろよと。それが仮に失敗し

ても、その手の汚れた分だけは、そこに何かノウハウが残るわけです。また、微妙な変化

もつかみ取れるようなセンスが磨かれる。なぜ失敗したのか。ここに大きい、非常に重要

な勉強の場があるのに、チャレンジしないからそこまで到達できないと思うので、やっぱ

りあるレベルでチャレンジできるような環境をつくってやらないとね。」 

また、「賢くというのは、世の中の基準が違っているんです。勉強がよくできるから、

記憶力がいいから。そうじゃないですよ。これからの賢いというのは、理解力がどこまで

あるか、理解した上でどれだけ使えるか、これが基準でなければいかんような気はします」、

とも。 

さらに、「緩い管理で個性を出していくような場をつくっていくのが、また経営者の仕

事でもあるし、その中で若い人も楽しく踊らなければいけない。今の若い者というのは踊

りをしないんだと思います」。 
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しかし、この最後の言葉は、単に若い者に対するばかりでなく、一時の成功の体験に酔

って油断し、増長した幾つかの日本の企業マネジメントや企業同士のあり方にもヒントに

なる、多くのものが耳を傾けるべき言葉のように思われる。 

完 (文責 唐澤英安) 

【参考文献】 

1.「ビジネス創造の極意 70 章」中西幹育著、B&T ブックス、日刊工業新聞社、1999 年 

2.「事業化の天才 中西幹育のすべて」、“1997・THE21・10 月特別増刊号”、P.3～47. 

3.“特許公開広報”で、「中西幹育」が含まれるものは、特許 259 件、実用新案 4 件、計

263 件。 

 

取材を終えて：中央 中西氏、後列左から杉山実佐夫氏、黒木委員長、唐澤委員、志村委員 
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コリスチンおよびコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの開発 

松尾
ま つ お

  勝一
かついち

 

インタビュアー：黒木正章、永田宇征、森永順一郎（記） 

日 時 :平成 17 年 9月 16 日 15：00～ 於：研究産業協会 

プロフィール 

1931 年 6 月 14 日  佐賀県武雄市に生まれる 

1950 年 3 月  佐賀県武雄高等学校卒業 

1954 年 3 月  東北薬科大学卒業 

1954 年 4 月～1976 年 9 月（株）科薬抗生物質研究所勤務 

1954 年 8 月  薬剤師国家試験合格 

1956 年 3 月  厚生大臣より薬剤師免許下附 

1965 年 9 月  東京女子医科大学より医学博士の学位授与 

1976 年 12 月～現在 松尾薬局管理薬剤師として勤務 

 

受賞歴 

1988 年 10 月 埼玉県薬事団体連合会会長表彰 

1989 年 1 月  埼玉県学校保健会会長賞 

1992 年 10 月 埼玉県知事表彰（薬事功労） 

2001 年 10 月 埼玉県薬物乱用防止推進功労者知事感謝状 

2002 年 10 月 厚生省医薬局長薬物乱用防止推進功労者感謝状  

 

主な業績 

松尾氏は 1950 年東北薬科大学に入学するや、薬化学教室に学僕として瓶洗いや、実験準

備の手伝いを願い出、授業前授業後掃除や、洗瓶を行ってるうち、薬の起源は自然界の中に

見出されるものと教えられた。人が利用する衣、食、住の中で役立っているものを探すよう

指示され、東北地方で食されるこごみ（草そてつ）を取り上げ、採集して抽出、その中に

Kaempherol-3-Rhamnoglucoside が含まれていることを確認、またシラネアオイの根より血液

凝固阻止作用物を抽出（発明協会会長奨励賞）した。他に教室では局所麻酔、鎮痛作用のあ

る物質を構造薬理学的に推定し合成を行っていた。その中から鎮痛剤チンセダールを開発、

発売した。 

1950 年ライオン製薬の小林細菌研究所で、小山、黒沢等が福島県掛田町の土壌から、

Ｂ,Colistinus が産生する抗生物質がペニシリンがきかぬグラム陰性桿菌に効果のある物質

を発見し、製品化のため東北薬科大学、栗原藤三郎教授に研究を依頼した。産学協同で研究

開発を行った。当時赤痢菌は伝染病の感染菌として恐れられ発病者は隔離までされていた。

コリスチンの発見は赤痢菌を殺菌的に駆除できるものとして期待されていた。そこで松尾氏

は、工業化のため培養液の濃縮、精製法にイオン交換樹脂の活用方法の確立、コリスチンの

塩類、誘導体の合成を行った。誘導体コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムは日本産の抗

生物質として、米国ワーナーランバート社へ輸出、米国で医薬品として発売された。この事

は 1969 年､70 年､71 年と通商産業大臣により「輸出貢献企業」として表彰を受賞するまでに

なった。 
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松尾勝一氏はインタビューの冒頭次のように述べられた。 

朝日新聞の経済欄に、「日本では“海外では通用しない効果のあいまいな薬”が大量に

使われている」という記事が載っていた。また、京都大学で先に開かれたシンポジウム「２

１世紀における臨床試験のあり方」の中で、内藤晴夫エーザイ社長は、「製薬会社と医師が

国民から信頼されるためには、第一に“どうでもいい薬”を開発しない事である」と述べ

ている。エーザイは、昔は外国商品を輸入して販売するのが得意な会社だったが、アルツ

ファイマーに効果があるというアリセプトを杉本さんが開発されてから、このように評価

されたと思う。日本の医師は、外国商品を好んで使用するように思う。日本産医薬品（コ

リマイシン）がアメリカで使用されていて、そこへ留学していた医師が、尿路感染症に使

用し、その効果の良さに驚き、これは良い薬ですねと評価し、製造元を聞いて驚いたとい

う話もある。コリスチンが開発された当時、赤痢は伝染病としてペニシリンも、ストレプ

トマイシンもきかない感染度の高い病気として恐れられ、発病者は隔離されていた。そこ

に新たに登場したコリスチンは、赤痢菌を選択的に殺菌する事ができることから、大きな

期待が寄せられていた。 

コリスチンは塩基性物質であり、内服では血中移行度が低い事から、腸管内にあるタン

汁酸と結合し血中へ移行されないと考え、誘導体としてコリスチンメタンスルホン酸ナト

リウムを合成し薬品作用学的に精査した所、内服でも血中移行度も高まり、筋肉内に注射

してもコリスチン塩類より痛みも緩和された事から、アメリカでは筋肉内注射の使用が多

かった。国内では食の環境も変わり、赤痢は少なくなったが、腸管内の手術時の感染予防

や、大腸菌や緑膿菌による尿路感染症、その他のグラム陰性桿菌感染症に、その後も使用

されている。 

なおコリスチンの塩類は感受性菌に殺菌的に作用する事から耐性菌を作らない抗生物

質として、動物の育成期の消化器官の感染予防にも多量に使用されている。 

しかし、朝日新聞の文化部では日本での初めての国産抗生物質は文化勲章をもらった梅

沢浜夫先生のカナマイシンだと言う。 

日本人の手によって開発された抗生物質「コリスチン」が、国内で 初に製造を厚生大

臣より許可された医薬品であるにもかかわらず、そのことが評価されていないのが残念で、

関わった研究者の一人として心意気を述べさせていただきたく思う。 

 

Ⅰ コリスチンの工業化は産学協同の成果 
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角田房子著「碧素・日本ペニシリン物語」には、戦時中のペニシリン研究者の中にライ

オン製薬（株）の小林細菌研究所の藤正政人氏の名前がある。戦災にあって、東京都墨田

区から福島県の掛田町へ疎開し、戦後も細菌の研究を続けていた、研究員の小山康夫氏、

黒沢秋雄氏等が掛田町内の土壌よりグラム陰性桿菌（大腸菌、緑膿菌、赤痢菌 etc）に対

して抗菌力を示す好気性有芽胞の一種を発見した。 

藤正政人氏はライオン製薬（株）を解散してライオン菌薬工業（株）を設立し、コリス

チンの製造研究を始めた。資金的にも人的にも他社へ譲渡しようと藤正社長は考え、特許

を八州化学（株）へ渡したが、研究者の小山、黒沢両氏は反対し、ライオン菌薬工業（株）

を継承し、２社で研究製造を行う事になった。コリスチンの物性もわからず、精製に苦慮

し、地域の大学に研究を依頼する事にした。 

 当時ペニシリンの研究も実施していた東北大学医学部細菌学教室黒谷政彦教授は、工業

化のため細菌の培養は欠かせないと考え、その研究を東北大学農学部農芸化学教室植村定

次郎教授に依頼した。コリスチンの特性も分からない状態であったため、化学的性状、構

造、特に精製法の研究を東北薬科大学薬化学教室栗原藤三郎教授に協力を要請したが、こ

れが産学協同の研究の始まりで、１９５１年頃であった。 

 会社は地域新聞でも評価され、培養後濾過し濃縮しアルカリ性にすると沈殿する物質が

抗菌力を示す事から、ベースを取り塩酸、硫酸に溶かし、減圧濃縮して粉末化し、錠剤散

剤、噴霜剤とした。それらは東北大学の武藤先生や福島市大原病院須藤春一先生、福島県

三春保健所加藤哲行先生にお願いして大腸菌性膀胱炎等の治療への適用を試験してもらい、

効果が認められ、評価され、商品化されていった。 

そして各大学の研究室は教授を中心に研究担当者を選任した。 

東北大学医学部細菌学教室では、東海林純一氏 後塩野義製薬へ 

 東北大学医学部農芸化学教室では、相田徳二郎氏 後茨城大学教授へ 

 東北薬科大学薬化学教室では、千葉勝一氏（現 松尾勝一） 

 

Ⅱ 東北薬科大学薬化学教室での業績（文献：東北薬科大学紀） 

栗原教授の指導のもと福島県伊達町の工場の恒温室で角型のガラス瓶（ルービン）１リ

ットルに７部目程の生産培地を入れ、滅菌後無菌的に種菌を入れ、２４時間程、振揺培養

したものを教室へ持ち込み濾過し、濾液より抗菌物質を取り出す事が第一の仕事となった。 

Ａ．）コリスチン塩類の精製と構造解析 
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第１段階として溶媒に抗菌物質を移動できるかのテストを行ったが水溶液から溶媒へ

の移動はブタノールへ少し移動するぐらいで他は無理だった。 

 第２段階は塩類を造って沈殿物を取り出して精製する行程を実施した。コルベンワーク

的にはピクリン酸の溶液を加える事で沈殿物を取り出すことが出来たので、ピクラートの

精製としてメタノール、アセトンで反復し、再結晶化を行い、mp１５８～１５９℃の物質

を取り出し、ピクリン酸を除去し、塩酸塩としたものを構造解明の試料とした。協同研究

者の鈴木謙次助教授が解析の任にあたられ、部分分解し電気泳動法を駆使して、アミノ酸

と脂肪酸よりなるペプチド物質であること、ジアミノ酪酸：６モル、ロイシン：２モル、

スレオニン：２モル、脂肪酸として６methyl Octanoic acid と Iso Octanoic acid を検出

し、 終的には下記の構造と決定された。 

 

Ｂ．）培養液の多量化と精製 

大量の培養液の処理には沈殿法は無理でありその濃縮方法として武器となったのがイ

オン交換樹脂の出現であった。 

酸性樹脂（Ｒ－Ｈ２ＳＯ4）、弱酸性樹脂（Ｒ－

ＣＯＯＨ）、アルカリ性樹脂（Ｒ－ＮＨ２）につ

いて検討したＲ－ＣＯＯＮa＋ＮＨ２Ｒ－ＨＣ

Ｌ→ＲＣＯＯＨ－ＮＨ２Ｒは、各種の樹脂の性

質を活用してコリスチンを結合させても溶出が

難しく、時間もかかったが、弱酸性樹脂ＲＣＯ

ＯＨ・ＮＨ２Ｒ → ＲＮＨ２・ＨＣＬとして成

分濃縮が出来、タンク培養した培養液の処理が

可能になった事が工業化の第一歩と言える。 

培養濾液中からコリスチンの抽出および精製は

左の工程と方法で行う。 
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Ｃ．）塩類、並びに誘導体の合成法 

先に純度の高いコリスチンを造るためには酸類と結合させ再結晶又は不純物の除去の

ための洗滌が可能なことが必要であり、塩類の製造を行った。Colistin Picrate、Colistin-

β-NaphtaleneSulfonate 等、又誘導体としては Methane Sulfonic acid Natriumu を合成

した。 

この製品は後にコリスチン硫酸塩、コリスチン塩酸塩に替わる商品として特にコリスチ

ン本体が塩基性物質であることから、体内、消化器管内の胆汁酸と結合して吸収されず、

血中へも移行が少なく、又便の中にも抗菌作用が認められないと評価された。その時、浮

上したのが抗菌力は㎎で力価は低いが便中にも残るし血中への移行も認められるとアメリ

カでも評価された。 

製造の発端は、精製過程で不要な雑菌が残っては商品に悪いと思い、ホルマリンで殺菌

してコリスチン base にした方が衛生的と考えコリスチン濃縮液へホルマリンを加えてア

ルカリ性にした所、今までの base と性質が変わり、ふかふかした水洗いもし易い base に

変わった。何か化学的変化があったのかと考え、一般的な方法で塩酸水、硫酸水に溶かし

塩類にしようとしたが溶けにくくなった。 

これを精査しているうちにコリスチン formate に変わっていることを知り酸性亜硫酸ソ

ーダの水溶液に溶解し、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが出来たという笑い話も

あるという。 

Ｄ．）コリスチン製品の安全性 

コリスチンが自然界にあるアミノ酸の結合体である事が解明され、純度の高い抗生物質

を製造できるようになったが、薬としての使用方法、用法として注射薬（筋注、皮下注）、

内服薬、外用薬にするには動物実験はかかせない。当時、東北薬科大学には薬理教室もな

かったので、東大の薬品作用教室と同じ教室講座を作りたいとう栗原教授の考えから、準

備室の開設を命ぜられ動物実験を始めており、抗菌力、致死量、局所作用、局所麻酔作用

等のテストを行える状況になっていたため、実験を行った。 

コリスチンの一般的塩類の力価は、毒性は分子量と比例して変化もあったが、コリスチ

ンメタンスルホン酸ナトリウムは初めの塩類の力価の 2/3 程に低下するも、毒性はコリス

チン塩酸塩で 9.1 ㎎／㎏、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムにおいては 75.0 ㎎／㎏

（静注）腹腔注射では塩酸コリスチンで 21.5 ㎎／㎏、コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウムにおいては 740 ㎎／㎏と大差があることが分かった。 
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注射剤として使用するには筋注を奨励したが、コリスチンの塩酸塩、硫酸塩は特に痛か

ったので塩酸ジブカインという局所麻酔剤を添加して使用した。コリスチンメタンスルホ

ン酸ナトリウムは痛みが緩和された。アメリカでは局麻剤は添加せず使用した。 

各大学の担当研究者も昭和２９年４月付で社員として採用される事となったが、現場の

人々との意見の相違もあり社を去る事となった。（株）科薬抗生物質研究所も 1983 年ポー

ラ化成工業株式会社へ譲渡された。
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（参考）コリスチン製造と企業の変遷 

 

１９４４年 ライオン製薬（社長：山崎麻吉）小林細菌研究所（東京墨田区） 

藤正政人氏等ペニシリンの研究を開始（軍の要請） 

１９４５年 福島県伊達郡掛田町に疎開 

１９４６年 福島県掛田町の土壌中より、小山、黒沢らがグラム陰性桿菌に対

して抗菌活性を示す好気性有芽胞の一種を発見 

１９４９年 ライオン菌薬工業株式会社を藤正政人氏らが設立 

１９５１年 硫酸コリスチンを発売 ライオン菌薬工業（株） 

１９５２年 有限会社ライオン菌薬研究所（所長：野荻康雄） 

ライオン菌薬工業（株）を吸収 

◎コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの合成研究開始 

１９５３年 雪印薬品（札幌内穂工場）にてコリスチンのタンク培養試験開始 

科研薬販売（株）に硫酸コリスチンの販売を依頼 

１９５４年 有限会社を株式会社に改組（社長：野荻康雄キンカ堂社長） 

雪印薬品より培養タンク（４t×４基）を福島県伊達町に移設 

１９５５年 硫酸コリスチンをイタリーＵＣＢスミット社と輸出契約 

◎チンセダール開発研究開始 

１９５６年 （株）ライオン菌薬研究所を（株）科薬抗生物質研究所に社名変更 

１９５７年 福島県伊達町の工場を廃止し、東京都板橋区舟渡へ移設 

◎チンセダールの臨床開始（東北大学医学部黒川内科） 

１９５８年 無痛性コリマイシンを発売（販売：科研薬） 

１９５９年 コリスチン：米国ワーナーランバード社と輸出契約 

１９６０年 コリマイシンＳ散発売、プレステロン「歯科用軟膏」発売 

１９６１年 ＦＤＡ登録（インスペクション開始） 

１９６２年 板橋工場：培養タンク（30t×２基）増設 

１９６４年 埼玉工場設置：埼玉県入間郡大井町亀久保 1130 

コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの合成並びに製剤 

コリマイシンＳ散、メタコリマイシンカプセル、メタコリマイシン顆粒、 

コリマイシンＦ液、コリマイホーム（泡沫エアゾール製剤）、 

コリマイシンＴ眼軟膏 

１９６９年 「輸出貢献企業」として通商産業大臣表彰を受章 

１９７１年 薬理センター新設（埼玉工場内） 

 

以 上 
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バブルジェットプリンタの開発 

松
まつ

 田
だ

 弘
ひろ

 人
と

 

インタビュアー：黒木正章、唐澤英安、志村耕一（記） 

日 時 :平成 17 年 11 月 2 日 10：00～ 於：キヤノン株式会社玉川事業所（川崎市） 

プロフィール 

1947 年 10 月 兵庫県生まれ 

1970 年 3 月 横浜国立大学工学部電気化学

科卒業 

1970 年 4 月  東京工業大学大学院電気化学

専攻研究生 

1972 年 4 月  株式会社東京計器入社 

1980 年 6 月  キヤノン株式会社入社。コン

ポーネント開発センター所属 

1983 年 8 月  「I タスク」グループ・リー

ダー 

1987 年 7 月  「Ｂプロジェクト」グルー

プ・リーダー 

1997 年 1 月  Ｂ事業本部コンポーネント開発センター所長 

1998 年 ７月 記録技術研究所所長 

2002 年 4 月  i プリンター事業本部副事業本部長 

2004 年 1 月 インクジェット事業本部副事業本部長 理事 

受賞歴 

2000 年 「Canon president award of the year」 

主な業績 

「実験中にハンダごてがインクの入った注射器の針に偶然触れ、その瞬間、注射器の先から

インクが吹き出した」―このエピソードは、いまや伝説にまでなっている。しかし、キヤノ

ンが世界初のバブルジェット方式のインクジェットプリンタ「BJ-80」を発売(1985 年)した

のは、それから約 8 年後であり、大ヒット商品となったノート型プリンタ「BJ-10」が生ま

れる（1990 年）までには、原理の発見から 10 余年の開発期間を要している。 

 松田氏は、バブルジェットの開発プロジェクトがスタートした時期に、キヤノンに転職し、

以来これに関わることとなる。プリンタヘッド・ヒーター部の薄膜づくりや「泡問題の松田」

の取組みは、同時期に開発を進め、その後はライバルともなったＨＰ社も大いに取り入れる

とことになった。 

 さらには、「BJ-10」が大ヒットし独占に近い販売絶好調の時期から、いち早く従来方式の

限界を意識し、社内では必要ないという声もあるなか、新方式のヘッド「FINE」の開発に着

手。その後キヤノンは、ライバル・エプソン社の追撃で一時は国内市場首位の座を奪われる

も、「FINE」によって 2004 年にはシェア・トップに返り咲いている。松田氏は現在も、バブ

ルジェットプリンタの事業部門を陣頭指揮している。 
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プロローグ 

 今日、年賀状やスナップ写真をはじめ、かつては印刷所や現像所に依頼しなければ得られな

かった高画質のプリントが、パソコンやデジタルカメラの普及とともに一般消費者にも手軽で

安価に手に入れられるものとなり、多様で豊かな創作表現やコミュニケーション活動が可能と

なっている。この牽引力となってきたのが、プリンタの高性能化と低価格化である。なかでも

インクジェットプリンタはコンパクトで機動力があり、特に 1990 年以降、家庭や個人を中心

に広く受け容れられることとなった。いまやキヤノンの事業のなかでも、インクジェットプリ

ンタとレーザービームプリンタを中心とするコンピュータ周辺機器部門の売上高は、全体の

44％（第 105 期中間報告、単独売上高）を占めるに至り、同社の先行事業分野であるカメラ、

複写機をさえしのぐ、基幹ビジネス分野となっている。 

 そのインクジェットプリンタを、独自の方式を開発し、世界で 初に発売したのがキヤノン

である。キヤノンが開発に着手した当時、それまで知られていたインクジェットの技術は、電

圧を加えると変形する圧電（ピエゾ）素子を使い、インク室の液圧を高めてノズルから液体を

押し出す「ピエゾ方式」であった。 

「実験中に使っていたハンダごてが、インクの入った注射器の針に偶然触れ、その瞬間に注

射器の先からインクが吹き出した」というエピソードから、キヤノンのインクジェット開発の

歴史は始まる。ヒーターで急速に加熱してインクを沸騰させ、その時気化してできるバブル（気

泡）によってインクを噴射するというキヤノン独自の方式は、「バブルジェット」と呼ばれる。

キヤノンのインクジェットプリンタの歴史は、この独自の名称を世界に冠たる技術として発展

させてきた歴史である。と同時にまたそれは、今日もなお続く持続的な革新とそれを実現して

きたあまたの開発者と特許技術に裏打ちされた歴史でもある。 

 では、そのバブルジェットの開発はいかなる経緯をたどり、その過程でどのようなブレイク

スルーがなされたのか。研究者としてプロジェクト創世期から開発に携わり、現在はインクジ

ェット事業本部でビジネスの陣頭指揮にあたる松田弘人氏に、バブルジェット開発の実際の一

端をうかがった。 

 

生い立ち：絵の好きな理科少年 

 松田氏は、1947 年に兵庫県に生まれた。いわゆる団塊世代である。一時四国で過ごしたこと

があるものの、4 歳からは東京で過ごしている。小学校は練馬区だった。生来の理系だったと

いう。「私はもともと理系でした。小学校のころは結構、昆虫少年というか、昆虫採集をした
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り昆虫の生態とか。今から思うと小学生にしては、ずば抜けて勉強していたなと思うほど」だ

ったという。松田少年の専門は蝶だった。その甲斐あって、小学 6年生の時には、当時の科学

振興のトレンドを受けて練馬区が主催したユニークな理科学習の事例紹介の際、学校の代表と

して“研究成果”を発表した実績をもつ。「そのころから、松田君は学者になるんだろうとか

（周囲の人にいわれ）、自分自身も何となく、理学関係の学者になるのかなというのは、漠然

と思っていました」という。また小学校の高学年になったときには、科学雑誌で読んだ面白い

記事を参考に、自分で道具や材料を調達して自宅で実験をしていたというから、その探究心は

小学生離れしている。「神田に行って理科の実験器具、アルコールランプとかビーカー、ある

いはフラスコとか、リービッヒ冷却管とかを買って。当時はまだ普通の薬局に二酸化マンガン

とか過酸化水素とか売っていたんですよ。小学生なのに売ってくれたんですね。・・・そうい

う意味では、ちょっとユニークだったかもしれない」と語る。 

もっとも「理科少年」になる前の小学校 4年生の頃までは、絵を描くのが好きだった。東京

都の美術展に区の代表として、作品が展示されることもある程、その画才は自他ともに認める

ところとなり、将来は絵かきになろうかと思ったという。少年時代の絵や蝶への関心や実験好

きな旺盛な探究心は、その後松田氏がたずさわることとなるバブルジェト開発への導線となっ

ているかのようである。 

 中学は受験して東京学芸大学附属大泉中学へ。中学時代も理系への関心は衰えず、今度は電

気に関心をもった。当時、アマチュア無線が人気だった。秋葉原の電気街にもよく出かけ、部

品を買い自分でラジオをつくったりした。しかし中学 2年ともなると「何事につけ、のめり込

んでしまう性格」を心配した親御さんから、受験勉強を諭される。 

 高校は家の一番近くがいいということで、都立武蔵丘高等学校へ進学する。高校時代も科学

関係の雑誌はよく読んでいた。「名古屋大学の伏見康治先生という有名な方がいらっしゃいま

すね。あの人の書かれたプラズマ関係の物理を、わかりやすくずっと連載していた」ことは今

でもよく覚えているという。物理学への興味がわき、「物理学を究めていくということがおも

しろそうだなと。究めていくというのは、すごく関心がありました」と語る。現在の開発者と

しての信条につながる精神が、この時代から養われていたようだ。 

 

波乱の学生時代：電気化学とモノづくりへの興味 

 大学は横浜国立大学の電気化学科に入る。電気化学を選んだのは、電気への関心と化学への

興味がふたつながらあって、電気と化学との相互のエネルギーのやりとりがかなり本質的にお
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もしろそうで、「材料とかイオンとか電子とか、そういうところを究めていくことで、・・・・

何か新しいことが見つかるんじゃないか」と感じたからだという。また、電気化学という学科

は横浜国大しかなく、ユニークさの魅力もあった。「あまり主流じゃないけれども、ユニーク

だということで関心がありました」という視点は、その後の「FINE」の開発に結実する開発姿

勢につながっているようにも思われる。 

また物理学を先行しなかったのは、「やっぱり工学をやりたいというのが多分そうですね。

自分の性格とかを思うと、物をつくるとか、生み出すとか。何か理論をきわめるという方向よ

りも、その方向に関心がある」からで、これは現在も変わらないという。 

 驚くことに当時、松田氏は早稲田大学の電気通信科にも同時に入学している。二重学籍であ

る。「これからは電気だ、特に通信だったのでどっちにしようかと、実は半年ぐらい二重学籍

でいたんです」と告白する。その後、早大は退学した。 

一方、松田氏の学生時代は大学紛争はなやかし頃で、団塊の世代は大学闘争世代でもある。

横浜国立大学もその渦中にあった。ストライキは半年以上に及び、松田氏はストライキを解除

する際、学生議長をつとめていたという。そのころは、「思想」や「自己否定」という言葉が

強く意識された時代で、松田氏も「本当に世の中をもう少し直すというか、そのためには工学

でただ一つのところでうつうつとやるんじゃなくて・・・もっと社会全体を動かしていくもの

は何だと。それはやっぱり経済かなと思って、経済をやり直そうと。やり直して自分の進路を

変えるべきではないか」と悩んだという。そして都立大学の夜学に通い、経済学の講義を受け

た。 

 そんな状況ではあったが、大学の恩師は「そうはいっても、君は大学に残って研究をやれよ」

と諭し、松田氏は恩師のすすめで東工大・松田研究室の研究生となった。松田先生は、東大の

工学部の出身だったが、専門は理論で、電極での物質の反応論の権威であった。数式を解く仕

事も 初はおもしろかったが、１年もすると、自分が学者になったら電極の反応を一生をやっ

ていくのか、やはり自分はモノづくりの方に関心があると思うようになった。そこで松田氏は、

研究室で理論だけをやるのは向かないから、大学に残るのはやめることにした。しかし、食べ

ていかねばならない。そんな時、母校の横浜国立大学に行ったら、たまたま東京計器（現・株

式会社トキメック）に就職した先輩が来ていて「来いよ、ということで、それで東京計器とい

う会社に入りました。一般には、就職のときに、皆さんいろいろと会社を選びますよね。そう

いうことではないのです。たまたま行ったということです」と語る。 
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モノづくりの最初の研究：電気防食 

1972 年に入社した東京計器は、船舶や航空機の機器の大手メーカーである。総合研究所に配

属され、大学での電気化学専攻をかわれて、電気防食を担当した。大きい細長い電極を絶縁し

て船体に張りつけて、船体に海水を通して電気を流す。すると船体側が陰極になって、腐食し

ないようになる。海水に対してある電位を保つと酸化しなくなるのだ。各地の造船所を回り、

こうした電極を開発する仕事が 初だった。「新しい電極がどのぐらい寿命がもつかとか、電

流の分布は問題ないかとか、そういうことをやっていました」。 

松田氏は「人間はやはり環境で変わってしまうものですね」ともいう。会社に入ってからも

経済の夜学に行っていたものの、仕事で造船所に行って、命題を与えられてやっているうちに、

次第に生来の究めようという意識が目覚め、これだけはやってやろうという自覚するようにな

った。やればやるほどおもしろくなっていった。そして入社２年目頃からは、経済学への関心

は過去のものになり、「逆に工学のほうの研究にのめり込んでいってしまいました」という。 

次の研究テーマは、船のエンジンの燃焼効率を監視するためにシリンダー内の圧力をダイレ

クトにはかるセンサーの開発であった。松田氏が独自に考えた半導体技術や薄膜技術を使った

センサーもあり、その開発に３年ほどたずさわった。「そんなに大きい投資のできる会社では

なかったのですが、クリーンルームをつくって、いろいろな設備投資までしてもらって。主任

研究員をやっていたので、恵まれていたというか自分のやりたい仕事ではあったのです」と松

田氏は当時を振り返る。そして、「わけあって 1980 年にキヤノンに入社しています」という。 

 

キヤノンへの転職：バブルジェットとの出会い 

 キヤノンへの転職のきっかけがふるっている。それは日曜のある日、新聞の求人欄をみて、

転職するつもりはないのに面白半分でキヤノンに応募したのだという。「たまたま見ていたら、

キヤノン・人材募集、その下に日本ビクター・人材募集と。目についたのがその２社です」。

そして「２社の試験をとりあえず受けて、両方とも来てほしいと言われてしまったので、どう

しましょうかと。結構迷ったんですよ（笑）」という。 

 ビクターには、しつこく聞きに行って、どうから VHS のテープではなくディスクをやるとい

うことがわかった。一方、キヤノンはといえば、それまでの箱屋のイメージだったが、どうや

らデバイスの開発を新しく始めるらしく、そこには自分の開発テーマである薄膜も関係してい

るらしいことがわかった。「これからスタートするならおもしろそうだな」と思い、給料も東

京計器と変わらないので、キヤノンを選んだという。新聞の求人広告も時として人の運命を左
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右するメディアとなるものだ。「今の自分は、日曜日にたまたまあの新聞を読まなきゃないだ

ろうと思う」と松田氏は述懐している。「人生わからないものですね」とも語る氏の姿勢は飄々

とした感さえある。 

 キヤノンには 1980 年に入社した。前述したハンダごてのアクシデントをヒントに発明した

バブルジェットの基本特許は 1977 年の申請である。当時は、その後専務になる遠藤一郎氏が

室長で、少人数でバブルジェットの研究をスタートしたばかりの時であった。入社後バブルジ

ェットの原理を聞いた松田氏は、「私のそのときの感動はすごかったです。インク自身を沸騰

させて、それでインク滴を吐出させようという発想自身にびっくりしました。こんなおもしろ

い発想なり技術というか、研究があるのかなと思って。ああ、いい研究に当たったな、とその

とき、一瞬にして思いましたね」と語る。遠藤室長のノートには、ハンダごてを針に当てた絵

が描いてあったという。 

 1982 年、キヤノンはバブルジェットを自社開発の技術として世の中にアピールしようと、帝

国ホテルで「事務機グランドフェア」を開催し、そこでバブルジェットのラインプリンターを

発表した。これが、キヤノンがバブルジェット方式をオープンにした 初だった。 

 ではなぜ、カメラのキヤノンがバブルジェットの開発に向かったのか。当時のキヤノンは、

バブルジェットの吐出プロセス

発泡 吐出

リフィル

吐出口

ヒータ

消泡

瞬間的に通電すると 1μs程度でヒータ表面は数100℃に達し、膜沸騰する。
発泡圧力は10MPa（約100気圧）にも達する。気泡は10～20μsで消滅。
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経営の舵取りを大きくかえていた時期であった。松田氏が入社した 1980 年は、キヤノンが長

期計画を策定した年でもある。今日ではキヤノン“中興の祖”と言われる賀来龍三郎が社長に

なり、1990 年に１兆円企業にすると目標を掲げた。松田氏はコンポーネント開発センターに配

属され、入社した途端にその長期経営計画のチームに入るこことなる。当時のキヤノンの売り

上げは、2,500 億円程度である。では一体、差額の 7,500 億円を 10 年でどう埋めるのか。その

解決策の一つとして賀来社長が掲げたのが、「垂直統合」であった。従来の箱屋の仕事を続け

ていても、他社に抜きんでた商品はできない。差別化し、利益を他社よりも上げていくには垂

直統合をはかり、デバイスや材料から手掛けなければならない。そこで、本社の組織としてつ

くられたのが、コンポーネント開発センターであり、「ちょうどその時期に人材を募集しよう

ということで、私がそれにいわば引っかかった（笑）」（松田氏）。 

 一方、その少し前、創始者の子息である御手洗肇氏がスタンフォード大学から帰って中央研

究所の所長になり、改革の大なたを振るった。山のようにあった研究テーマを 4つの大テーマ

に絞ったのである。そのうちのひとつがインクジェットであったのである。御手洗所長はまた、

中央研究所の名前を製品技術研究所と改称して、研究ではなく製品を生み出そうという志向を

打ち出していた。 

 

I タスク：ヒータ寿命のブレイクスルー 

1982 年の事務機フェアでの発表の後、コンポーネント開発センターと製品技術研究所のメン

バーが一緒になってつくったプロジェクトが「I（アイ）タスク」である。前述の遠藤氏がリ

ーダーで、８つ程のグループから構成される、50 人規模のプロジェクトであった。開発拠点は

平塚（現在の平塚事業所）で、極洋漁業の鯨の解体工場を買い取ったところだった。「雨が降

るともう鯨が生臭い（笑）。そこの平塚の汚いところに集まって、“世界のインクジェットは平

塚から、やあーっ！”と気勢を上げた」という。 

コーポレート・エディション」当時の一番の悩みは、ヒーターの寿命がもたないことだった。

松田氏は、そのヒーターのグループ・リーダーだった。原因はキャビテーションという現象で

ある。インクが発泡するときの圧力で、機械的な力でヒーターに穴があいてしまうのである。

液体中で泡がはじけるとき、あるいは逆に発泡したりするときには、ものすごい力の衝撃波が

生じる。部分的に微少ではあっても、バブルジェット方式でインクが発泡するときに、何千気

圧という衝撃が生じ、ヒーター薄膜の表面の分子がはがれてしまうのである。松田氏は前の職

場で同様な現象を観察していた。船の場合は、スクリューが回転することによってできる泡が
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はじけるときに、キャビテーションでスクリューに穴があいてしまう。「本当に細かい虫が食

ったような穴があいていくんです」と語る。 

 衝撃に強い薄膜づくりが課題となった。しかし当時、キャビテーションに対する薄膜という

研究は存在しなかった。そこで、松田氏のチームは、材料、膜の構成、厚さなど、膜の材質の

研究とともにスパッタリングの条件、圧力などつくり方の研究をいろいろ模索しながら、進め

ていった。「あらゆること、あらゆる材料をやりました」という。比較評価し、耐久試験をし

て、一番寿命がもつものを絞り込んでいって、どういう傾向のものが強いということを見つけ

出した。もちろん、製膜装置を含めた膜のつくりやすさも考慮された。 終的には、タンタル

という材料が非常に強いことがわかり、それを表面に形成することでキャビテーションに強い

薄膜の開発に成功した。 

 また絶縁膜にも苦労したという。ヒーター表面は 600 度ぐらいに上がるため、その間のスト

レスで疲労破壊が起こり、薄い絶縁膜にクラックが入ってしまい、インクが染みてきて、そこ

でヒーターの配線が全部断線するという問題があった。「絶縁膜をいかに完壁な絶縁膜にする

かということには相当苦労しました」と振り返る。文献なども参照し、シリカだけではなくガ

スを混入するといった方法を開発したという。開発はすべて自社内で行った。 

 その後、ヒーターの問題が解決したあとは、インクジェットのノズルに泡がたまって吐出が

持続しないということが起きて、松田氏はその基本問題解決のグループ・リーダーの任にもつ

いている。社内では、「『泡問題の松田』と言われて（笑）」と当時を語る。 

 I タスクの成果は、1985 年に発

売となったキヤノン初のインク

ジェットプリンタ「ＢJ-80」に結

びついた。モノクロプリンターで

ある。ヘッドはパーマネントタイ

プであった。この商品は、アメリ

カ市場に向けたものである。とい

うのも、当時日本には、さほどコ

ンピュータが普及していなかっ

たからである。当時からアメリカ

は、ＳＯＨＯ（スモールオフィ

ス・ホームオフィス）ビジネスが

世界初のバブルジェット方式インクジェットプリン

タ「BJ-80」（1985 年発売） 



 89

盛んだった。メインユーザーは、弁護士や小さな事務所である。大企業は複写機とか、レーザ

ービームプリンタなどを導入する。一方、小さくて安いプリンタは、ＳＯＨＯには 適だった

のである。そのアメリカでの市場を、開発センターの所長が調査して帰って来た。用紙は普通

紙じゃないとダメだ、という。 初のバブルジェットは、「普通紙はどうしてもできなかった

んです、乾かなくて。表面に薄いコートした紙があるんです。それでは、きれいに出るんです

が。・・・これはだめだと。製品を出して今から売ろうというときに（笑）。何としても普通紙

じゃないとだめということで」。それで緊急にチームを結成し、普通紙対応の開発を「１年間、

もうしゃかりきにやり」、１年後に製品として出した。「ＢJ-80」は計測器のアウトプットやオ

フコン用のプリントなど文字を印字するのに使われた。 

 

ＨＰ社とのコラボレーション：ディスポーザブルというブレイクスルー 

 インクジェットを開発していたのは、キヤノンだけではなかった。キヤノンが帝国ホテルで

初に発表した当時、ヒューレット・パッカード（以下「ＨＰ」と呼称）社も同様な開発を進

めていた（いまも世界シェアでいえば、ＨＰのインクジェットは 40％程度のシェアを持ってい

る。しかし日本では 10％以下に過ぎない）。当時、キヤノンのバブルジェットをみたＨＰ社の

スタッフは、自分たちと同じことをやっている、と驚いたという。しかもキヤノンは、自社で

開発した技術を特許として申請していた。かたやＨＰ社は特許申請していなかった。バブルジ

ェットの特許は全部キヤノンが押さえていたのだ。「私が聞いている話では、彼らはやけ酒を

飲んで、もうこの開発はキヤノンに全部とられてしまっているので、やめようかということに

なったらしいんですよ」（松田氏）という。 

 当時、前出の御手洗肇氏が、バブルジェットを研究していた中央研究所の所長であった。御

手洗肇はＨＰ社の研究所長のハモンド氏とスタンフォード大学の同僚で、以来 2人は非常に懇

意にしていた。また、当時のＨＰ社は計測機器とコンピュータの分野に長けていた。その人的

なつながりとともに、ＨＰ社はキヤノンにはない分野をもっているということで、同様な技術

開発をしているのであれば、特許に縛られずに、お互いに技術交流し、一緒に手を組んだ方が

バブルジェットをうまくものにできるのではないか、ということになった。みかたをかえれば、

バブルジェットの開発は、それほど難しい技術だったともいえる。 

 キヤノンとＨＰ社とは必ずしも常にライバルであったとはいえない。事実、当時は電子写真

のエンジン部、その記録部分の開発は彼らもやっていたけれども、やはりキヤノンのほうがず

っと優秀だということで、キヤノンのエンジン部を購入するということを決断していた時期で
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あった。また、レーザービームプリンタの部門では、キヤノンのカートリッジ化する技術が非

常にうまくいって、キヤノンがエンジン供給することでＨＰ社のレーザービームプリンタがい

っとき世界の 80％以上のシェアをとってしまったこともあるのだ。 

 そんな背景もあり、ＨＰ社はキヤノンの特許を使ってインクジェットの開発を進めることに

なった。松田氏もＨＰ社の研究所には何度か訪れたという。両社の研究者は定期的な交流の機

会を持って、実質的には共同で開発にあたった。前述した松田氏の開発した薄膜の適性材料・

タンタルも「その後、ＨＰさんはそれをすぐに採用しました。これいいよって教えましたから

（笑）」という具合である。「この技術を２社の技術者が本当にモノにしていったと言ってもい

いかもしれません。当然１社でもできたでしょうが、コラボレートすることでいろいろ刺激を

受けたし成長したと思います」（松田氏）という。 

 特にキヤノンの「パーマネント」という発想に対し、ＨＰ社の「ディスポーザブル」という

発想は、その後のバブルジェットの事業の大きな成功要因となったと、松田氏は語る。前述の

ように当時、ヒーターの寿命を長くすることが大きな課題で、松田氏はその薄膜の強化を担当

していた。キヤノンはインクだけを取り替えればずっと使えるようにとＨＰ社の 300 倍もの寿

命目標で取り組んでいた。かたやＨＰ社の考え方は、そんなに寿命がもたないのであれば、イ

ンクタンクに付けて、インクがなくなったら使い捨ててしまえばいい、というものだった。そ

うしなくては、技術が商品にならないという見極めであったのだ。 

  

「Ｂプロジェクト」：事業のブレイクスルー 

 I タスクの後、事務機の当時のトップ・田中宏常務がチーフとなって、「Ｂプロジェクト」が

結成された。田中常務は、電子写真を引っ張ってきた、いわばキヤノンの電子写真をつくった

方だった。しかし、電子写真はもう技術的には行き詰まる。次の記録技術としては、バブルジ

ェットしかないということで、田中氏は全社の事務機事業のセンター所長クラスのメンバーを

ほとんどみんなＢプロジェクトに投入した。そして、バブルジェットをいかに大きく事業化す

るかということをスタートしたのだった。事業化が始まってからは、コラボレート相手だった

ＨＰ社も、一転今度はライバルとなった。 

 その中で 初にやったのが、ノート PC プリンタ「ＢＪ－10」だった。従来型に較べて大幅

な小型化を実現。ノート型 PC の普及の流れに乗り、1990 年に発売され大ヒットとなった。キ

ヤノンは消耗品で事業を大きくしていく上で、ディスポーザブルに踏み切ろうということで、

パーマネントからディスポーザブルタイプに変えたのである。「それがキヤノンの今のインク
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ジェット事業を大きくしたというか、事業として成り立っていった道です」と松田氏はいう。 

 では、どういう技術でそれを実現するのか。従来やっていたパーマネントの技術ではコスト

が高くてビジネスにならない。そのため、インジェクションモールドという樹脂成形技術で、

１インチに 300 近いノズルを成形でつくる。穴はどうするか。成形ではどうしても 50 ミクロ

ンぐらいの穴があかない。それで当時は工業的にはまだ実用化されていなかった、エキシマレ

ーザー技術を使った。量産レベルの工業利用はキヤノンが 初だという。ポリエーテルサルフ

ォンという材料にエキシマを当ててノズルをあけた。それで大量産ラインをつくり上げた。そ

して、ＢＪ－10 が 初に成功した。「キヤノンが本当に何千億というこの事業で成し遂げられ

たスタートが、そこだった」（松田氏）。 

 このＢＪ－10 の成功は、Ｂプロジェクトのメンバーの意識や取り組み体制の大きな変化によ

って生まれたものであった。遠藤藤氏が率いていた研究開発セクションから、田中が事務機で

率いていた事業セクションにトップが変わり、ディスポーザブルに変えて、生産方式を全部変

えて、「もう一回事業を本当にやるんだという出直し」であったという。この研究所の体質で

はモノにならない、とにかく精神の考え方、風土から変わらなくちゃいかんと。「そのときの

文化のあつれきはすごかった。・・・議論に議論あるいは戦いでした」と松田氏はいう。製品

の設計をしている部隊と、開発している部隊、研究している部隊、製造している人間の考え方

の違い。それはもう言語からして

違ってくる。例えば「歩留り」と

いうことばも、電子写真のトナー

カートリッジをやっている人に

いわせると「収率」となるという

次第である。 

 「それで大成功したんです。キ

ヤノンはほとんど日本の市場で

は独占状態に近かったですね。そ

ういう意味では事業的にはおぼ

れたというか、もうこの技術でキ

ヤノンは延々と勝つんだと思っ

ていた」（松田氏）。 

1990 年に発売し、大ヒット商品となったバブルジェッ

ト方式ノート型プリンタ「BJ-10」 
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「ＦＩＮＥ」の開発：巻き返しのブレイクスルー 

 「このバブルジェットはすばらしい技術と思っていましたし、実際に事業はウナギ登りで成

功していました。キヤノンは、もうエプソンさんはとてもピエゾでなんか出てこられるはずが

ないと」思っていた。当時キヤノンにとって、敵はＨＰ社であった。ＨＰ社のメインターゲッ

トは前述のＳＯＨＯビジネスであったから、写真や絵に対する視点・関心が少ない。キヤノン

も同様だった。当時、カラーＯＡ志向で、既にカラー化しやすいバブルジョットは既にカラー

対応していた。しかし絵に対する関心がなかった。常勝を自負していたバブルジェットに、よ

もやの影が差す。 

 1996 年 11 月にエプソンが、高解像度で写真が出力できるような画質のプリンター（PM-700C）

を出してきたのである。「写真画質」のキャッチコピーで発売し、大ベストセラーとなった。

その結果、一時は独占に近い状態であったキヤノンのインクジェットのシェアが、２年程で一

気に低下してしまったのである。なんとかしなければいけない。 

 ところがこの非常事態が起きる前、バブルジェットが絶好調の時に、松田氏は従来方式の限

界を予見し開発に着手していたのである。それが「ＢＴＪ」という技術で、従来とは一つ次元

の違う写真レベルのプリントができる技術であった。当時のバブルジェット方式の弱点は、温

度差によってインクが押し出される圧力がかわってしまうために、インク滴の大きさや位置に

ばらつきが生じてしまうことだった。文字のプリントなら気にならないが、写真となるときれ

いにはプリントできない。そこで、インク滴の大きさのバラつきの原因となっていたノズル内

部にインクが残ってしまう現象を、ノズルを短くすることで解消した。一方、そのことで生じ

る外気を吸い込んでノズルにできる泡を、ノズルとヒーターをさらに近づけることで、インク

と泡を一緒に飛ばし、均一の滴を安定して噴出できるようにしたのである。「ＢＴＪ」のＴは

泡が抜ける（Through）に由来している。またインク滴の位置がバラつく原因は、ヘッドを張

り合わせるという製造方法にもあった。これだと張り合わせのわずかなズレや変形が、正確な

インクの噴出のさまたげになる。 

 そこでヘッドの生産方式を変え、組み立て技術をつかわずに、IC と同様フォトリソグラフィ

ーで全部やり遂げる方式に変更した。シリコン基板に樹脂を塗り、直接穴を開けてしまうとい

うやり方である。だからこそ、高精度のプリントが可能になるのだった。コンポーネント開発

センターの所長だった松田氏はその技術の必要性を説いた。 

 しかし、キヤノンの中では必要ないという判断であった。それは事業が大成功している折で
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失うものが大き過ぎたから

である。ヘッドの方式を変え

ることは、承認されなかった

のである。 

 ＢＴＪの研究チームは

1998 年 6 月、事業部を離れ

本社に新設した記録技術研

究所に移り、基礎技術から固

めることとなる。松田氏はそ

の記録技術研究所の所長に

なった。場所はＩタスクのあ

った平塚である。「絶対にこれをもう一回、事業の立て直しのキー技術にするというので頑張

ったんです」という。そして開発のゴールの見通しがついた頃、事業部ではＢＴＪによる新型

ヘッドを採用しようという意見も出てきた。新型ヘッドのテクノロジーは「ＦＩＮＥ

（Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering）」と名づけられた。そしてＦＩＮＥに

よる新型ヘッドを搭載した「ＢＪＦ８５０」（1999 年発売）は大ヒットした。その結果、一時

は 20％弱になったキヤノンのシェアも、その後「ウナギ登りで伸びてきて、去年（2004 年）、

日本市場ではナンバーワンに返り咲いた」（松田氏）のである。 

 

研究開発のマネジメント：キャノン・スタイル 

 松田氏はいう。「技術はサイエンスであるけれども、技術というのは人間がつくるものであ

る」。それは同じ技術であっても、誰もが同じ判断ができるものではないということである。

「技術の開発もさることながら、企業における新しいものの開発、それから意見が違う中でど

うやっていくか、そのことのほうがずっと重要です」という。技術開発といっても、そのマネ

ジメントは人間くさいものなのである。 

 松田氏は、これまでを振り返り、前述の記録技術研究所を事業部から離して設立したことは、

本社の研究開発本部という違う組織で違う視点からみることになり、それが成功につながった

要因かもしれない、とも語る。また「ＩタスクやＢプロジェクトの今までの経緯を見ていると、

やはり組織のつくり方、プロジェクトのつくり方で人間の進む方向や考え方が変わる。そうい

うことが成功しているかもしれない。私自身も、ＢＴＪは、ずっと事業の中にいたらつぶれて

新開発プリントヘッド技術「FINE」を搭載した 

「BJ F850」 
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いるというか、成し遂げられなかったかもしれないと思っています」という。 

 「キヤノンの特徴は、やはり組織の流動性が結構大きいことですね。固定的にならない。中

にいる人間にとって変わるということは非常にストレスになりますが、ただ、変わるというこ

とは変えざるを得ない。考え方とか人間関係とか。上あるいは部下ともに変わるかもしれない。

そこが大きいですね」という。米国でも第 3位の特許件数を誇り、事業革新を続ける好業績の

キヤノンの成功の秘密のひとつに、この研究開発の組織マネジメントがあるように思われる。 

 

開発者としての信条と若者へのメッセージ 

 松田氏の信条は、「夢・挑戦・粘り」である。それを次のように解説する。 

 「開発者として夢が持てないような仕事をしていけないし、夢も部下にやはり描かせるとい

うか、そういう職場じゃないと（開発は）生まれないなというのが、まず第一です」 

 「次に大事なのは、やはり挑戦です。夢とのギャップというのは、大きい夢であればあるほ

どギャップが大きいので、それに向かって絶対にやってやろうという挑戦。意外とそれは簡単

なようで難しいなと思います」 

 「それを実現する上では粘り。これが今度は一番大事で、この粘りというのが簡単なようで

バブルジェットヘッドの変遷

■第一世代 ［１９８０年代］

■第二世代 ［ １９９０年代］

■第三世代 ［ ２０００年代］

インク供給口

吐出口

吐出口

インク供給口

ＢＪ-８０他

ＢＪ-１０他

ＢＦＪ８５０他～
ＰＩＸＳＵＳシリーズ

インク供給口溝付き樹脂天板

吐出口

Ｓｉヒーター基板

Ｓｉヒーター基板

Ｓｉヒーター基板

感光性樹脂

ガラス天板

感光性フィルム
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ものすごく大変なことです。何が何でも絶対成し遂げるという執着心と情熱。私は粘りという

言葉で言っていますが、それがない限り絶対成し遂げられないし、それを成し遂げたときに初

めて人間が成長するというか、次のものを生み出すことができる」。 

●若い人へのメッセージ 

１．「私の歩みをみても、偶然とか、あるいは自分が思っていない方向に行くということで、

そんなに偉そうに言えることはないのですが、先ほど言った粘りというか全力投球を、あると

きにやはりしていく。私の今までの仕事の中から思うと、ずっと全力投球はできないなと。た

だ、これと思ったときには、全力投球をとにかくする。自分がここだと本当に思ったときには、

全力投球をすることだと思います」。 

 

２．「一つの仕事をやるときに、研究者でない場合は、企業でやるときには集団で仕事をしま

す。集団でやるということはやはり人間同士が動くということなので、その中で私がいつも思

うのは人間の多様性です。自分も多様の中の１人だから、一般論で自分をこうだと位置づける

必要はない。多様性ということをいつも思っていないと（いけない）。自分の視点で引っ張れ

ているとか、いこうと思っても、必ずしもそう（うまくいくもの）ではない」。 

 

３．「ものづくりという面では先ほどの執念、本当に執着ですね。何か課題、挑戦するもの、

それを見つけたら、それは、必ず成し遂げられる。それは自分１人では、今すぐには、できな

いかもしれないけれども、それに向かった途端に解決できていくんです、これが不思議なんで

すが、本当に。それはもう経験からそうですね。原理的に不可能なものは無理だけれども、そ

うじゃなければ、いろいろな問題、山積みのものは１人の知恵でいかなくても、集団でやれば

うまくいくものです。何人かでやると、知恵がまた知恵を生んでとやっていくものです。そう

しなくては、やはり 20 万円のプリンタが 2 万円にはならない。そのときにどんな頭がいい人

も、絶対にこれを 2万円にできる手法なんてあり得ません。あきらめちゃいけない。こんなも

のできっこないよと。すると、そこでもう、とまっちゃいます。敵を見ても同じですね。やっ

てみようと挑戦されれば、それは怖いです。だけど、あきらめた途端に、（こちらは）喜びま

すね」。 

 

エピローグ 

 松田氏が自らのキャリアを語る口調は、飄々としていて、あたかも人生を楽しんでいるよう
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に思える。キヤノンに入ったのも、たまたま見た新聞の求人広告がきっかけである。しかし「偶

然」や「たまたま」ということばで語られるそのキャリアが生んだのは、やがては「必然」と

なり、そのためには「執念」ともいえる挑戦を要する開発の数々であった。松田氏が、さまざ

まなブレイクスルーを成し遂げてきた背景には、少年時代からの「面白い」と思ったことを「究

める」という姿勢が、いつも変らずにあったように思われる。それが次の「面白い」を生んで

きたようだ。そこには単にサイエンスの水準だけではなく、それに関わるひとびとの思いや世

界観によって決まる技術開発のマネジメントの難しさと喜びがあった。だからこそ入社以来、

開発担当者からビジネスユニットのディレクターの立場にある今日に至るまで、ずっとバブル

ジェットに携わってきたのだろう。 

 バブルジェットの開発を支えたのは、松田氏に代表されるあまたの開発者達であり、マネー

ジャー達であった。そして、キヤノンの企業文化とは、キヤノンを構成する、そうした人びと

の思いや世界観によって形成され、継承されるものである。 

 「Make it Possible with Canon」というコーポレート・コピーは、絶えざる革新を続ける

キヤノンの企業姿勢を顧客に示すメッセージであろう。とともに、このことばは、多様な人材

をテーマに応じて流動的に組織化し、研究開発と事業を巧みにマネジメントしてきたキヤノン

という企業文化が、その成員に向けたエンパワー・メッセージでもある、と思えてきた。 

（文責・志村耕一） 

本文中の写真、図版はすべてキヤノン株式会社・提供 
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透過式全熱交換器（ロスナイ）の開発 

吉野
よ し の

 昌
まさ

孝
たか

  

インタビュアー：黒木正章、田中凖一、大熊謙治（記） 

日時：平成 17 年 10 月 13 日(火) 14：00～  於三菱電機㈱中津川製作所 

プロフィール 
1935（Ｓ10）年  １０月１５日 東京に生まれる 

1942（Ｓ17）年  小学校入学、 第２次世界大戦激化 

1945（Ｓ20）年  終戦と共に新潟へ疎開 

1948（Ｓ23）年  中学校入学 

1951（Ｓ26）年  新潟県立柏崎工業高等学校入学 

1954（Ｓ29）年  三菱電機㈱ 中津川製作所入社 

（試験研究部門配属） 

1964（Ｓ39）年  設計部門へ 

（扇風機・換気扇・冷暖房機器等に従事） 

        （以後、ガス関係以外すべての技術課長を歴任） 

1969（Ｓ44）年  ロスナイを発明 

1970（Ｓ45）年  ロスナイ発売 

1980（Ｓ55）年  ＮＨＫ『おはよう広場』に生出演 

1987（Ｓ62）年  第２工場にロスナイ生産ライン新設 

1990（Ｈ２）年  商品開発専門部長 

1995（Ｈ７）年  定年・技術アドバイザー就任 

2000（Ｈ12）年  ロスナイ発売３０周年記念行事開催・講演 

2005（Ｈ17）年  離職 

表 彰 
1971（Ｓ46）年  日本電機工業会『進歩賞』受賞 

1972（Ｓ47）年  ロスナイ基本特許公告 

1978（Ｓ53）年  ロスナイ基本特許取得 

1980（Ｓ55）年  ロスナイが全国省エネ展で『優秀製品賞』受賞 

1983（Ｓ58）年  全国発明表彰『通産大臣発明賞』受賞 

1988（Ｓ63）年  通産省『１００周年記念重要発明』に顕彰 

1990（Ｈ２）年  ロスナイが第 1 回『省エネルギーセンター会長賞』受賞 

2005（Ｈ17）年  ロスナイが『省エネバンガード２１』受賞 

主な業績 

吉野さんは、和紙を素材とした温度（顕熱）と湿度（潜熱）を同時に交換する省エネル

ギータイプの透過式全熱交換器（通称：ロスナイ）を発明し、その事業化を推進した。 

ロスナイ事業は、今や年間生産高 200 億円を越え、中津川製作所の屋台骨を支える主力

製品となっている。ロスナイは、家庭用、業務用、車両用などあらゆるタイプのものが商

品化されており、住宅、病院、大学、オフィスビル、近鉄特急の冷房車両等様々なところ

に設置されている。また、吉野さんは足掛け 9 年掛け、先進７カ国でのロスナイの基本

特許取得のために奔走した。さらに、ロスナイを含む全熱交換器の JIS 化に情熱を燃や

し、18 年の歳月を掛け 2003 年、JIS 策定を完成させた。その時、既に 67 歳になってい

た。1969 年の発明以来、今日に至るまで、吉野さんは、ロスナイをライフワークとして、

生涯を捧げてきた。昭和 63 年、ロスナイの基本特許は、日本の特許法が生まれて 100 年

を記念した『100 周年記念重要発明顕彰』という名誉ある発明に顕彰されている。他にも

数々の受賞をしている。1995 年の定年退職後は、技術アドバイザーとして後進の育成・

指導にも当たっている。 
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１．プロローグ 

 「ハーハー、ぬくい、ぬくい」。 

昭和 43 年 12 月、ある寒い日曜日の朝のことだった。当時 2 歳の長女由紀子が、起き抜

けの吉野の下にやって来て、何やら新聞広告のチラシを筒状に丸め、その小さな口から息

を吹き込み、「ぬくい、ぬくい」と片言でしゃべっていた。何だろうと、吉野は由紀子のチ

ラシを貰いながら、自分でも何気なく真似してみた。「あれ、温かい。」、「これは何だ。紙

はものすごく熱が伝わるじゃないか。」、紙は一般に熱の不良導体と考えられているが、そ

れは紙の端と端のこと。紙の表と裏は熱の良導体なんだ。吉野がロスナイの基本原理につ

ながるアイデアを思い付いた、まさにその瞬間であった。 

３年余り、吉野の脳裏から離れずにいた、「温度と湿度を同時に交換する全熱交換器を

実現するにはどうしたらいいか」という大きな疑問符（？）が解けたのである。それがき

かっけとなり、吉野の頭の中でアイデアが次々と連鎖のように繋がっていった。「熱はいい

が湿度の交換はどうする。待てよ。窓ガラスは濡れるが障子はぬれんな。そうだ和紙だ。

和紙がいい。和紙は湿度を通す」、こうして湿度交換器が欲しいという悲願が和紙という素

材に結びついたのである。ではどうやって作ったらいいのか。以前からお寺が好きだった

吉野の頭に浮かんだのは、奈良東大寺正倉院の校倉造であった。 

2 歳の長女由紀子の何気ない動作からヒントを得て、吉野のロスナイに至るアイデアは

次々と形を成していった。まさに天啓といっていい。 

ロスナイとは、熱交換器の一種であり、温度（顕熱）と湿度（潜熱）を同時に交換する

ためのものであり、冷暖房された空間に新鮮な空気(外気)を、エネルギー損失を少なくし

て供給するためのものである。つまり、冷暖房時において省エネルギーを達成しながら、

同時に快適性も得られるという一石二鳥の熱交換器のことである。損失（ロス）が無い（ナ

イ）熱交換器なので捩って「ロスナイ」と名付けられた。 

 三菱電機中津川製作所は、「風の中津川」と呼ばれている。工場内にあるショールームの

入り口にも大きくそう書かれている。中津川製作所がモーター、扇風機、換気扇など風に

係る製品を主力製品としているからである。しかし、今やロスナイが中津川製作所の主力

製品になっている。 

「ロスナイは今やっと黎明期に差し掛かったところです。」と吉野は控えめに言うが、

年間生産高は 200 億円を越えるロスナイは、今や三菱電機中津川製作所の屋台骨を支える

商品となっている。 
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 中津川製作所の工場の屋根の上に、「MITSUBISHI 空調換気扇ロスナイ」と大きな青い

文字で書かれた看板があることからも分かる。吉野が開発したロスナイは、「風の中津川」

から、「冷暖房の中津川」、「空調の中

津川」に飛躍するきっかけを作った

重要な技術といえる。 

 ここに紹介するのは、三菱電機中

津川製作所において、透過式全熱交

換器（通称：ロスナイ）を発明し、

その開発、事業化に生涯を捧げた、

吉野昌孝の開発物語である。 

まず、その出生の話からはじめよう。 

 

２．出生から高校卒業まで 

吉野昌孝（よしのまさたか）は、昭和 10 年 10 月 15 日、父義三郎（よしさぶろう）、母

千代（ちよ）の次男として東京は板橋区に生まれた。5 つ上の兄、4 つ上の姉を持つ 3 人

兄弟の末子である。10 歳まで東京で過ごし、昭和 20 年戦災で焼かれた吉野一家は親類を

頼り新潟県西山町に疎開する。吉野は、小学校 5、6 年の 2 年間、中学校を地元西山町で

過ごす。西山町は田中角栄元首相の出身地であることはよく知られている。高等学校は、

西山町から当時ローカル線で小一時間ほど離れた柏崎市にある新潟県立柏崎工業高等学校

の電気科に進んだ。小さい時から技術者になりたかったことが電気科に進学した理由の一

つであった。「小学校の時からもう私は鉱石ラジオを作ったり、モーターを作ったりしてい

ました。例のブリキ缶を切ってコイルを買ってきて巻いてモーターなんかもうまいこと作

ったりしていましたね。」吉野はとても手先が器用な少年であった。高校時代には無線クラ

ブに所属し、独力で真空管ラジオやアンプを組み立てた。現在でもそのアンプで好きな音

楽を鑑賞している。後に吉野は、社内の重役から「君が器用だからこのロスナイが出来た

のだ。」と言われたことがあるという。また、吉野は、イギリスのファラデーをこよなく尊

敬している。「私は物心ついてから誰を一番尊敬したかといいますとファラデーです。私は

ファラデーがいなかったら、今の電気はないと思っています。電気がなければトランジス

タも IC もない。この近代文明の全ての父はファラデーだと思っているくらいです。マク

スウェルさんが有名で電磁気理論を構築したといいますけれども、私はあくまでもやはり

写真１ 三菱電機中津川製作所
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ファラデーさん。」と、理論家のマクスウェルよりも実験家のファラデーを尊敬する吉野の

考え方の一端が伺われる。「僕は大きくなったらノーベル賞をもらうのだ。」と幼稚園の頃

既に言っていたという。「もう本当に、あほうのこんこんちきで、そんなことでございまし

た。」と吉野は楽しそうに笑った。 

高校時代、父親の事業が失敗したお蔭で大変苦労した。「高校最後の 3 年生の時、お金

がなくて修学旅行に行けなかったのですよ。よく卒業できたなと。ですから、もちろん大

学なんていうのは無理でした。」吉野は早稲田大学へ進学する夢を持っていた。しかし、家

庭の事情で断念せざるを得なかった。当時の工業高校の生徒は、現在の普通高校の生徒と

同等によく勉強ができ、大学進学する者も多かった。実際、吉野の同級生数名も新潟大学

工学部に進学している。 

吉野の 5 つ上の兄は、当時、小学校教諭をしていた。兄は吉野を教育学部に入学させ、

教師にさせたかった。しかし、「人に教えるより何か新しいことをやりたい」と思った吉野

は兄の申し出を断り、就職の道を選んだ。 

 

３．三菱電機中津川製作所への入社 

（１）三菱電機就職の経緯 

吉野が卒業した昭和 29 年当時、工業高校電気科出身者の夢は、日立、東芝、三菱など

大手電機メーカーに入社することだった。吉野も東芝と三菱電機の二つを受験し、その両

方に合格した。電気機関車が好きだった吉野は電気機関車を製造している東芝府中工場に

入ることも捨てがたかった。しかし、最終的には、受験の時の印象の良かった三菱電機中

津川製作所に就職することにした。昭和 28 年 10 月、吉野は中央本線に乗り、試験を受け

に三菱電機中津川製作所を訪れた。三菱電機への就職に至る経緯を吉野は次のように語っ

た。 

「私は、ここ中津川に試験を受けに来た印象がとてもよかったのです。身体検査で一番 

悪かったのです。ここに来て身体検査を受けた時、血沈を測ったら 24mm 落ちてしまった

のです。大体 2～3mm 以上落ちてはいけないのですね。それで私はもうだめだと思ったら、

松原公平さんという当時の勤労課長さんが『もう 1 日泊まっていきなさい。学校には私が

電話しておくから、もう 1 回身体検査を受けて下さい』ということでもう 1 回受けたら、

その次の日は 2mm ぐらいしか落ちなかったのです。それで５人受けに来た中の 1 人だけ

合格したのです。ラッキーということで採用されました。」 
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松原課長は吉野を見て、「これは逸材だ。」と何か直感のようなものを感じたのかもしれ

ない。そのことを吉野に尋ねてみると、「何かやはり感じていただいたのかもしれません

ね。」と吉野は答えた。 

三菱のスリーダイヤマークのカッコよさ、初任給の良さも魅力的だったが、当時勤労課

にいた加藤とみ子さんという年上の女性がとても親切だったことも、18 歳の吉野少年が三

菱電機を選んだ大きな要因であったようである。 

 

（２）最初の勤務先は試験研究－モーターのトルク測定法を発明 

昭和 29 年４月、三菱電機中津川製作所入社。一年半は工場内の実習であった。扇風機

のコンベア作業も一ヶ月勤めた。最初に配属されたのは「試験研究」という職場だった。

吉野は、そこに 10 年間籍を置くことになる。「風の中津川」とはいっても、当時の中津川

製作所には満足な測定器すらなく、風圧計が一つと風車形の風速計が一つある程度だった。

吉野は中央研究所に通い、風の測定法などを東大の空力を出た明石さんという研究者から

学び、モーターの試験法を名古屋製作所（以下、「名電」）から学んだ。「五つ、六つモータ

ーをリュックサックに背負って名電に行きまして、いろいろモーターの試験法を教えてい

ただきました。」、吉野は、名電で学んだことを基礎にモーターのトルク（回転力）の新し

い測定法を発明し、特許申請し、装置の実用化まで行った。それが入社から 4 年経った 22

歳の吉野の発明第一号であった。この発明により、それまで難しかったトルクの計測も確

実に行えるようになった。 

 

【エピソード１：モーターの不等率算定法を編みだす】 
当時、コンデンサーモーターの解析に、「スイング結線の不等率算出」があった。輸出用 200

Ｖのモーターを設計するのに必須とされていたが、その解析法は無かった。当時上司の神谷

技術係長がその解法を得るため、母校名工大（名古屋工業大学）の教授に依頼していた。 

しかし、１年を過ぎても解答を得られなかった。そのことを知り吉野も挑戦することにした。

先ず対称座標法を一ヶ月余勉強し、解析法を考えた。真剣に考えた。二週間程で偶然解けた。

10 日程職場へ泊り込み、実験検証し技術メモを完成させた。神谷が驚嘆した。200Ｖ系モータ

ーの性能評価は飛躍的に向上した。（吉野：「つれづれのメモ」（2005.10.15）より） 
 

昭和 39 年、東京オリンピックの年、吉野は念願の設計部門に移ることになる。その異

動のきっかけとなった一つの面白いエピソードがある。 

「設計の方がこれを試験してくださいとモーターとか持ってきますね。『そんな試験を

しても無駄なものはやらん。もし、まんじゅうを持ってきたらやってやる。』、そうしたら
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その方が本当にまんじゅうを買ってきたのです。それで課長に言いつけられ、きつく叱ら

れた。その時は皆さんでまんじゅうを食べてもう腹いっぱいで（笑）。」と茶目っ気たっぷ

りに笑いを見せた。「そんなに試験をやりたがらないのなら、君は今度まんじゅうを持って

いくほうに代わりなさい。」ということで、試験研究の職場から設計部門に異動になった。 

 

４．念願の設計部門へ－「風の中津川」から「冷暖房、空調の中津川」への転換 

吉野は入社 10 年にして念願の設計部門に配属になった。「新しいものを作りたいと思っ

て会社に入ってきたわけですから、できたら開発設計をやりたいと思っていました。それ

が夢でしたから。何やかや言いながらも本当に自分の力で物が作れるところに来たなと思

いました。」とその喜びを語った。しかし、負けず嫌いな性格の吉野は、当時の様子を、「表

面はがっかりしたような顔をしていたが、その内心は大変喜んで設計部門に移った覚えが

あります。」と補足した。 

設計部門に移ってすぐ、ロスナイに繋がる仕事を始めた訳ではない。最初の仕事は、モ

ーターの設計であった。中津川製作所は、扇風機、換気扇など風に関係するものを開発し

ていたが、ファンコイルユニットというものの開発も開始していた。吉野も冷暖房用のフ

ァンコイルユニットに関わり始めた。当時、新晃工業という会社がクライメーターという

商品名のファンコイルユニットを製造していた。最初に、吉野に与えられた仕事はそのモ

ーターの設計である。新晃工業の社長がアメリカに行き、ファンコイルユニットというも

のを知り、日本に持ち帰った。羽根はアメリカの物真似で飛行機の翼状のようなシロッコ

ファンを作り、非常に性能のいいものができたが、当時、騒音の少ないファン用の優れた

モーターが国内にはなかった。どれだけ高くてもいいので静かなモーターを作って欲しい

という注文が中津川製作所に舞い込み、その設計の担当になったのが吉野であった。 

吉野は、「日本一あるいは世界一静かに回るモーターを作ろう」と奮起して、いろいろ

アイデアを組み込み一応目的のモーターが出来上がり、注文先の社長もかなり満足した。

それが設計部門に移った吉野の最初の仕事であった。 

その仕事自体、実は大変大きな意味があった。それは、中津川製作所が「風の中津川」

から「冷暖房の中津川」、「空調の中津川」に転換するきっかけを作った仕事といっても過

言ではないのである。 

「私はモーターだけ作っていたのではつまらない、次はシロッコ送風機まで組み立て納

めようと思いました。さらにはファンコイルユニットそのものを作らなければ面白くない
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と、三菱リビングマスターという名前で三菱ファンコイルユニット本体を作ったのです。」

と。吉野が空調の世界にどっぷり浸りだしたのはその時からである。空気線図と初めて出

会ったのもその時であった。「空気の風だけの世界から、冷暖房、空調の中津川ということ

で、一挙に守備範囲が１オーダー広がった感じになってくるわけです。」と吉野。 

その延長上にいよいよロスナイのアイデアが芽生えてくるのである。 

 

５．ロスナイの発明とエレメント作り 

（１）ロスナイの発想の原点 

ロスナイを発明した発想の原点について吉野が次のように記している。 

「冷暖房された室内の空気汚染について考えてみる。

たばこの煙、人いきれ、悪臭などによって室内空気は

汚染され、さらにガス･石油ストーブを使えば、有害ガ

スの発生、酸欠となり、最近の高密度･高断熱された住

宅では、不快を通りこしすぎて不健康になってしまう。

この時窓を開けて換気をしようとすれば、外気によっ

て折角の冷暖房は阻害されてしまう。「冷暖房効果」と

「換気効果」は反比例の関係にある。両効果を比例

関係にすることは不可能であり、一般には換気を犠

牲にすることが多い。ロスナイの発想の糸口は、 

この反比例の関係をなんとか解決できないかというものであった。」 

（２）良い空気はご馳走－ロスナイの原点のポンチ絵 

その発想の原点の背景には吉野の空気に関する次のような考え方がある。 

「人間にとって良い空気はご馳走であり、良い空気は健康に不可欠である。空気は数分

吸わないと死に至る。」 

少し説明を加えると、人間は食物を一週間くらい摂らなくても死ぬことはない。また、

水も数日くらい飲まなくても死ぬことはない。つまり、食物は週単位、水は日単位で考え

れば事足りる。しかし、空気は 5 分も吸わないと死んでしまうので、空気は人間にとって

は極めて大事なものである。 

吉野は、空気に関するこのような考え方をベースに、冷暖房効果と換気効果の互いに両

立しない矛盾を解決するため、いろいろ考えを巡らし、一つのポンチ絵に至った。 

図 1 冷暖房効果と換気効果との関係
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図２に示したものである。ポンチ絵につい

て説明しよう。ここに一つの部屋があるとす

る。例えば、部屋の中で暖房をする。当然部

屋の空気は汚染され、湿度も変化する。換気

をすることで汚れた空気は外に出てゆき、外

の新鮮な空気が部屋に入ってくる。その時、

汚れた空気の温度と湿度が、新鮮な空気に乗

り移る。そんなものが実現できないかと、大

きな疑問符（？）を描いた。このポンチ絵が

完成したのは、昭和 40 年秋頃のことだった。それから 3 年余り、このポンチ絵が四六時

中脳裏から離れなかった。 

（３）換気忍法－ロスナイ川の源流の一滴 

昭和 43 年 12 月のある寒い日曜日の朝、冒

頭プロローグで記したように当時２歳の長女

由紀子の何気ない振る舞いからヒントを得て、

吉野の描いたポンチ絵の中の大きな疑問符

（？）は一気に解決したのである。 

吉野は、そのアイデアをもとに設計部の机

の上で、小さな紙細工で原理模型を作った。

汚染空気と新鮮空気の二種類の空気を表す二

本の矢印を書いた（右上写真）。二つの空気を

エレメント(熱交換器)の中に入れて熱回収し

ながら換気できるというもの。換気扇は暖か

い空気を全部戸外へ逃がしてしまうので冬回

すと寒いし、夏回すと冷房を損なってしまう。

冬回しても寒くない換気扇、夏回しても冷房

を損なわない換気扇、そういう夢のような換気が

できる。すなわち忍術のように換気するということから模型の裏に＜換気忍法＞と書いた。

昭和 44 年１月 21 日のことである。 

「この模型が、現在、年間生産高 200 億円強であるロスナイ川の源流の一滴である。」 

写真２ ロスナイの原理模型 

図２ 経済的な換気の概念図 

（ロスナイ発明の原点のポンチ絵）
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（４）エレメント作り 

吉野は、熱交換器としての効果を実証するために効果確認用エレメントの製作にとりか

かった。エレメント構造は、奈良東大寺正倉院の校倉造からヒントを得た。校倉造は拡大

すると木がギザギサに組み合わされており、湿度と温度が急激に変化を起こさないという

大きな特徴がある。5mm 程の木曾檜材の薄板を長手方向の一面を鋭角にしたものを四十

数枚張合わせ、22cm 四方の細かい洗濯板状の木型を作った。 

「実はこの木型の裏に昭和 44 年 2 月、効果確認用エレメント第１号を作るために建具

屋さんに、ポケットマネー１万円で作ったと書かれています。まだ、三菱電機さんから、

1 万円を頂いておりません。いつ頂けるのかな、と思っているのですけれども（笑）、です

から、これは私の私物です。」と吉野は笑った。 

次にこの木型を用いてどのようにエレメント

を作るかということであるが、まずケント紙と

いう高級な画用紙に、カッターナイフで片面に

5 ミリぐらいの間隔で筋目を入れる。それを裏

返しにして、今度は、表面に入れた筋目と筋目

のちょうど中間に慎重に筋目を入れる。裏表、

表裏に 2.5 ミリ間隔で筋目が入る。これを交互

に蛇腹状に折り、それを木型のギザギザに合わ 

せてきちんとはめ込む。 

次にゴムローラーを用意し糊をつけ、ケント紙の山の部分に糊をつける。糊のついた 

山の部分に和紙を当て版画のように摺ると和紙とケント紙が接着されて一体となる。こう

してモジュールがひとつできる。このような作業を吉野は、時間を見付けては設計部門の

机の片隅で繰り返したのである。 

「君、何をやっておる、君は今日も休暇だな。昨日やっていたから、昨日も休暇だな。」

と周囲から言われる。1 週間もすると、「いよいよ君は精神病院に行った方がいい」とまで

言われるようになる。しかし、吉野は一心不乱に紙細工を作り続けた。モジュールができ

あがると、今度はそれらを積み重ねるように接着していく。10 日程すると一辺が 20cm 位

のエレメントができた。世界で初めての手造りの「オール紙製熱交換器」の完成である。

そして、次にこのエレメントを用いた効果実証のための風洞実験に入った。 

写真３ 木曾檜材の木型 
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（５）ロスナイのエレメント構造 

さて、ここで簡単にロスナイのエレメン

ト構造と、全熱交換の原理を説明しておく。 

エレメントを拡大すると図３のようになる。 

この図３では、一段目は外から三角のす

き間を通してきれいな空気を入れる。2 段

目はそれに交叉する形で置き、汚れた空気

を三角のすき間から送風機で強制的に外に

捨てる。3 段目は 1 段目と同様、きれいな

空気を室内に入れ、4 段目は 2 段目と同様

に汚れた空気を外に捨てる。きれいな空気、

汚れた空気、きれいな空気、汚れた空気が

交叉する状態になる。その間に特殊加工の

和紙の仕切板があり、和紙を通じて温度と

湿度が共に交換されることになる。すなわ

ち、全熱交換が実現される。例えば、住宅用 

の 10×10×30 センチぐらいのエレメントを全部剥がして並べると畳 2 枚半ぐらいの広い面

積になるという。 

ロスナイは和紙の特性に着目して開発された交叉流形プレートフィン式全熱交換器で

あり、その一番のポイントは、2 つの空気をいかにうまく分けておき、温度と湿度を交換

させるかということである。 

（６）風洞実験 

写真に示したものが風洞実験に用いた模型

である。右側のサイコロ状のものが、吉野が

10 日間かけて手作りした紙細工のエレメン

トである。左が実験用の風洞模型である。左

の中央の穴にエレメントをはめ込み実験を行

う。そのため、ヘアドライヤーを 2 台用意し

た。一方のドライヤーを温風にセットし、他

方を冷風にセットし、風洞を交叉するように風を送り込む。片方にタバコの煙を流し、温

図３ エレメント構造と全熱交換原理

写真４ エレメントと風洞実験装置
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風と冷風は混合していないことを確かめる。温風を吹き込んだ反対側の出口からは冷風が、

そして、冷風を吹き込んだ反対側の出口からは温風が出てきた。これで素晴らしい熱交換

効果があることが実証できた。この風洞を室内外の境に取り付けて実験してみると、確実

に湿度交換もされていることが実証された。 

温度・湿度が同時に交換されることが実証されたのは、昭和 44 年 2 月はじめのことで

あった。世界で初めての和紙製熱交換器の完成であった。当時、ほとんどの新聞、NHK

の朝のテレビ等でも放映された。吉野は、精神病院行きから免れたのである。 

（７）中央研究所への試験依頼－当初、試験を断られる 

吉野は特許出願も視野に入れ基礎データの作成のため、自らとった詳細データを添え、

中津川製作所の所長名で中央研究所（現先端技術総合研究所）に研究依頼をした。中央研

究所から『ロスナイのこの種の現象は理論上起きないから研究依頼は受け付けられませ

ん。』という素気無い返事が返ってきた。吉野は、早速、風洞模型とへアドライヤーの二つ

を、“東京ぼん太”の唐草模様の風呂敷―当時、唐草模様の風呂敷がトレードマークの“東

京ぼん太”が流行っていた―に包んで背負い、尼崎にある中央研究所に赴いた。研究者た

ちを前に、ヘアドライヤーの片方を温風に、もう片方を冷風にセットし、風洞模型にクロ

スして流すと、温風が冷風に冷風が温風に見事に変わるという実験を実演して見せた。研

究者たちは、それを目の当たりした瞬間、一も二もなく、「よし、やりましょう」というこ

とで、中央研究所において様々な計測やテストが繰り返され、ロスナイの熱交換器として

性能を評価する精密なデータが蓄積されていった。 

 その結果、ロスナイを使えば、例えば、冬暖房中の室内温度が 20℃、戸外が 0℃の場合、

戸外からの新鮮空気は 16℃まで暖められて入ってくる。逆に夏冷房中の室内温度が 26℃、

戸外が 32℃の場合、戸外から入ってくる空気は 27.2℃まで冷やされて入ってくる。温度

の交換ばかりでなく、同時に湿度も冬は加湿され、夏は除湿されて入ってくる。 

 

６．ロスナイの量産化 

ロスナイの全熱交換原理が実証され、中央研究所の協力も得られることになり、今度は 

量産化に向けた生産技術の開発に移行した。ロスナイの発売は、昭和 44 年 2 月の実証か

ら約 1 年後の昭和 45 年春である。その１年余の間にすんなりと事は運ばず、様々なドラ

マがあった。 
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（１）量産することの難しさ、その救世主：佐光守蔵社長 

実用レベルのエレメント作成に当たって理解ある上司のおかげで、他の部から 8 名の女 

子社員が協力してくれることになった。ロスナイをどのような方法で量産するか。それが

吉野の次なる創造のテーマとなった。まず、一般に包装材として使われているコルゲート

（一般に「段ボール」と呼ぶ）を使うことを考えた。果たしてこれを熱交換器に使うこと

ができるのかいろいろ検討したが、量産には精密コルゲート加工がどうしても必要だとの

結論に達した。それには精密コルゲートを作ってくれるメーカを探さねばならなかった。

吉野は、休日の朝になると中津川の駅頭に立った。今日はどの段ボール屋を訪ねようかと

思案した。何社か門前払いにもあい、熱交換器に使うコルゲートの訳の分からない話に誰

も乗ってくれるメーカはなかった。吉野は途方に暮れた。そんな時ある紙問屋さんから一

つの情報を得た。 

「小牧のクラウンパッケージさんを訪ねてみては」と。次の休日、吉野は藁をも掴む思 

いでクラウンパッケージを訪ねた。温厚な紳士が笑顔で出迎えてくれた。佐光守蔵社長で

ある。ロスナイの詳しい説明は企業機密上できないが、それでも精密コルゲートが必要な

ことを熱心に説明し懇願した。佐光社長は、「貴方が気に入った、協力しましょう」といっ

た。初めは佐光夫人の栄三枝さんがエレメントを手作りで試作してくれた。その時、吉野

の役目は佐光夫妻の幼いお子さん方の子守であった。精密コルゲート試作は、予想通り困

難が続いた。佐光夫人の試作品は量産を目指したエレメントにはまだ程遠い。精密コルゲ

ートをさらに精密にする試作作業は続いた。コルゲートの形をつぶれた丸形から鋭角にし、

その山が潰れないことが必須条件であった。2 ヶ月半の試行錯誤の末、和紙を素材とする

量産可能な精密コルゲートのエレメントを作る目途がついた。吉野は目頭が熱なった。そ

の後、失敗の紙屑の山を築きながら少しずつ製品に近いものが完成していった。特殊紙メ

ーカの模索、心臓部である仕切紙の化学加工、精密コルゲート加工技術の研鑽等々事業性

を度外視した献身的な佐光社長の号令の下、クラウンパッケージ関係者が尽力し、三菱電

機側も中津川製作所ならびに中央研究所（現先端技術総合研究所）の献身的努力も相まっ

て製品の完成度は高められていった。 

（２）エレメント切断で一苦労－生産技術部のシチベイさんが解決 

精密コルゲートのエレメントの目途が付くと組立を中電に移した。当初、協力工場で 

細々と作っていたが不良の山が続いた。その原因は、エレメントの切断と乾燥であった。

切断は、当初帯ノコを用いていた。エレメントを 10 個から 15 個くらい切断すると、ノコ
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ギリの目がボロボロになり、切断面が荒れて製品にならず苦しんだ。吉野は焦った。 

本社生産技術部の七戸（しちのへ）さん（吉野は当時流行っていたテレビの「水戸黄門」 

の八兵衛さんに準えてシチベイさんと親しく呼んでいた。）に相談した。 

そのシチベイさんは、ある時、地下街を歩いていて食パンを切る道具からヒントを得て

スライサー方式を思いついた。 

「おい、吉野さん、スライサーだよ。これでやってみようよ」。スライサーの回転刃の 

周りをダイヤモンド刃にしてみた。今までの苦労がうそのようにすっと切れ、目の覚める

ような美しい切断面であった。ロスナイの商品価値が上がり、量産性も一段と向上した。 

（３）エレメントの乾燥は電子レンジで解決 

もう一つ残った課題は、接着剤で貼り合わせたエ

レメントの乾燥であった。乾燥が均一にできない。

熱風で乾燥すると特殊加工の化学成分がどうして

も周辺に寄ってしまうのである。一時高性能ロス

ナイは挫折かと思った。家で電子レンジを使って

いた時、吉野はふと思った。電子レンジは中央（芯）

から加熱する。もしかしたら電子レンジを使えば

うまくいくかも知れない。早速、6cm 角のエレメ

ントを家の電子レンジで乾燥してみた。見事に均

一に乾燥しているではないか。マグロ解凍用の大

きな電子レンジを改造し、量産エレメントを均一

に乾燥することに成功した。 

精密コルゲートを用いたエレメントの製作、切断、乾燥の課題が解決し、1 年余を経て、 

ロスナイを製品化することができた。いよいよロスナイの発売である。 

 

【エピソード２：ロスナイの三羽烏】 

ロスナイには長男、次男、三男がいた。吉野昌孝、橋本芳樹、遠藤豊である。橋本は、は

じめ試験研究でロスナイの試験を担当していた。吉野の強い要請で設計に移り、美男子で

和を重んずる彼は、ひたすら吉野の名女房役として、製品開発に対して部下をまとめて献

身し、その分吉野の自由奔放な行動を助けた。遠藤は優秀な営業マンでロスナイ商売の拡

大に尽力し、常に吉野を励まし癒しの役目でもあった。橋本は今も中電営業でロスナイ応

用機種拡大に貢献し、遠藤は東京の三菱系販売会社で活躍している。初期の苦しい頃、三

人は慰め合い励まし合いよく飲んだ、そして働いた。南牧安、安藤信之、横家尚士等も多

大の尽力をした（吉野：「つれづれのメモ」（2005.10.15）より）。 

写真５ ロスナイエレメント 
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７．売れないロスナイ 

（１）いつかロスナイの価値が分かってもらえる日が来ることを信じた 

昭和 45 年 3 月、ロスナイ第一号商品 VL

－1300 形が発売された。日本は高度経済

成長時代の真只中にあった。昭和 47 年 7

月、田中角栄が首相に就任、首相が主張

する「日本列島改造論」が巷にもて囃さ

れており、世は使い捨てが美徳の時代で

あった。そんな状況の中で省エネルギー

をうたい文句に発売されたロスナイは当

然、見向きもされなかった。3 年間という

もの全く売れなかった。ロスナイを世に問

うた三菱電機はあまりにも時代を先取り過ぎていた。一方、ロスナイと同時に発売された、

クリーンヒータ（現三菱電機野間口社長が開発を担当）は、三菱神話と言われる大ヒット

商品として輝いていた。ロスナイの会議には誰も集まらなかった。吉野はロスナイ技術者

たちへの申し訳なさで一杯であった。昼休み、工場の中央通路でフォークダンスが始まる。

マイムマイムの音楽が流れる。吉野は 3 階にある設計部門の窓からそれを眺めながら悔し

くて涙が流れた。 

しかし、ローマクラブの『成長の限界』という本の中で主張しているエネルギー有限説

は決して間違っていないと思っていた吉野は、何時かロスナイの価値が分かってもらえる

時が来ると信じていた。 

（２）第一次石油ショックでロスナイが注目－「女神が微笑んだ」 

吉野は、「女神が微笑む」という言葉が好きだ。その言葉を唱え、ロスナイ技術者がい

つか報われる日が来るようにと一心に祈った。そして、本当に女神が微笑んだのである。

昭和 48 年、第一次石油ショックが起こった。これまでの「使い捨ては美徳」はどこへや

ら、人々はトイレットペーパーを買いにスーパーに走った。省エネの時代が到来したので

ある。ロスナイがようやく人の目に触れる時代がやってきたことを吉野は強く感じた。 

ロスナイは、今や住宅、病院、大学、オフィスビル、空港、近鉄特急の冷房車等あらゆ

る空間に設置されるようになっている。 

面白い導入先の例としては、1978 年 7 月、富士山頂測候所へのロスナイ設置である。

写真６ ロスナイ第一号商品 VL－1300 形 
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観測室に耐寒温度―50℃の業務用ロスナイが設置された。吉野はその 10 月初旬実使用状

態を体験するため測候所へ出張。山頂の気温は 0℃。ロスナイは快調に運転していた。 

1977 年、第一回東京サミットにおいて、赤坂迎賓館にロスナイが設置された。サッチャ

ー首相もロスナイを通したきれいな空気を吸った。その後、日本一高い横浜ランドマーク

タワー、新宿都庁等に設置されている。さらには海外への納入も展開されている。 

 

【エピソード３：蟒蛇（うわばみ）のロスナイ軍団】 

ルンペン時代のロスナイ軍団は泣いては酒を飲んだ。吉野昌孝は二升酒、橋本芳樹、南牧安

は一升五合、遠藤豊、安藤信之は一升、皆真面目にリラックスして飲んだ。翌日の朝一番は

不思議と全員スッキリしていた。横家尚士、内藤孝はあまり飲まないがいつも不満のない顔

をしていた。皆抜群のチームワークで心は錦だった。中央研究所の田中修、草川英昭、高橋

健造もロスナイ研究者として活躍していた（吉野：「つれづれのメモ」（2005.10.15）より）。 
 

（３）ロスナイ導入の効果 

ロスナイエレメントの効果は、吉野が発想の出発点としたように「地球にやさしい省エ

ネルギー性」、「人にやさしい快適性」にある。どのくらい地球にやさしいかを、三菱電

機中津川製作所の技術陣が試算した。例えば、風量500㎥／ｈのロスナイが今後日本の新築

の非居住着工面積（業務用等）約77百万㎡／年のうち20%に採用されたと仮定すれば、全需

要が11万台／年となる。1台当たりの省エネルギー効果は年間電力量削減量が4000kWh/年、

CO2年間削減量が1.5ｔ／年となるため、日本全体での年間電力削減量ならびにCO2年間削減

量は、それぞれ4億4000万KWｈ/年、16.5万ｔ/年となる。これは100万kWクラスの大型火力

発電所一基分の電力削減量に相当する。同様に、風量100㎥／ｈの住宅用ロスナイが新築の

居住着工戸数122～125万戸／年の10%に採用されたと仮定すると、全需要は25万台/年とな

り、その省エネルギー効果は、75万ｋWクラスの大型発電所一基分に相当する。 

ロスナイ導入効果はそれだけに留まらない、第三の性能として、遮音性能（防音効果）

がある。一般に換気扇を設置すると、そこに空気の通り道ができ、その通り道から外の騒

音が侵入する。逆にカラオケボックスのように中に音源があると外に聴こえてしまい迷惑

になる。このような時にもロスナイエレメントは、その空気の通り道に置かれる状態とな

り、それが遮音効果を発揮するのである。遮音効果の例としてジェット機の騒音に悩まさ

れる飛行場周辺住民を守ったり、新幹線沿線の民家を新幹線騒音から守ったりしている。

ロスナイエレメントは紙で出来ていることと、通過する孔が小さいことにより、優れた遮

音効果がある。その遮音数値は、例えば500ヘルツで35デシベルの遮音特性をもっている。 
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これは音源が84.4デシベルあったとすると、実に49.4デシベルにまで遮音されることにな

る。ロスナイのことを別名「プライバシー換気扇・換気装置」と呼ぶことがあるそうだ。

すなわち換気による内外からの騒音の侵入を和らげ、より快適な生活空間を提供するので

ある。 

【エピソード４：ロスナイを使うと頭が良くなる】 

20 数年前のことですが、岡山に川崎医科大学があります。この大学は素晴らしい大学ですが、

医者の国家試験の合格率が 10 位以内に中々なれませんでした。ロスナイで教室等をリニュー

アルしました。三年後には合格率が一位になったというのです。子供部屋にロスナイを付け

ると成績が１ランク（いや２ランク）上がるかも知れません。新鮮な空気（酸素）は頭の働

きを良くするのは間違いないようです（吉野談）。 

 

８．ロスナイ発明当初の、吉野の３つの夢 

30 数年前、ロスナイを発明した時、吉野は心に誓った 3 つの夢を抱いた。第一の夢は、

ロスナイのエレメントを一つでも多く地球の人々に使ってもらいたいということ。第二の

夢は、ロスナイ技術を世界の特許にすること。そして第三の夢は、国家規格 JIS にするこ

と。第一の夢の実現はさて置き、第二、第三の夢は叶えることができた。 

（１）第二の夢、ロスナイを世界特許に 

 まず、第二の夢について述べる。その前にロスナイの基本特許について簡単に説明する。 

【ロスナイ基本特許】 

ロスナイの基本特許は、素材は紙で作り、形状はプレートフィン形との如く、素材・形

状は全く限定していない。仕切板と間隔板が交互に形成されている。仕切板は温度を伝え

る性質（伝熱性）と湿度を透す性質（通湿性）、すなわち「伝熱性及び通湿性を有する仕切

板において、温湿度が一方から他方へ移る」。 

従来このように仕切板を通して温度と湿度が同時にかつ連続的に移るという学問的な

考え方が無かった。ある意味では学術的特許とも言われている。「発明」ではなく、むしろ

「発見」ではないかと考える人も多くいた。 

【Ｎ社との９年にわたる特許係争】 

このロスナイの基本特許は、すんなりと特許庁に受理された訳ではなかった。特許を出

願したのも束の間、N 社が異議申し立てを行ったのである。この種の世界の特許を調べ特

許庁へ三菱ロスナイ特許ならず。特許には審査、審判、裁判とあるが、その審査段階で特

許は出願したものの却下されてしまった。吉野は、ロスナイの基本特許は地球に無いもの

と自負していたのでその却下に大変ショックを受けた。 
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早速、不服審判に持ち込み、特許庁に指摘されながら月一回の割合で計 6 回程特許庁へ

通った。当時、まだ特許庁は古い建物で暗いレンガづくりの地下室のようなところに連れ

ていかれた。その時の様子を吉野は次のように語った。 

「審判長そして二人の審判官、三人が向こうにおられ、こちらは被告席で本社の案内の

若い人と私の二人です。『三菱さん、この紙細工の何がロスナイで、どこが発明なのか言っ

てごらんなさい。』と矢のような質問です。そこで『恐れ入りました』と言えばそれで終り

です。一生懸命説明し、また宿題を頂き、次の指定された日にヒアリングに参上する。ち

ょうど 6 回目、今日が最後だと思った時、審判長の方から『もう貴方には負けたわ。よく

分かった。世界のどこにもこういう思想はないですね』、『ただし請求範囲はこのようにし

た方が君の理念が理解してもらえるのでは…』ということで、プラス二行ほどメモ書きし

てくれました。こうしてロスナイの国内特許は 9 年の歳月を経て成立したのです。」（特許

明細書の新旧の比較参照）。 

ロスナイ基本特許の申請は昭和 44 年、特許取得は 9 年後、昭和 53 年であった。 

その補正の文案を書いてくれた審判長とは、その後も、亡くなるまで文通がつづいたと

いう。人を大切にする吉野の人柄を伺わせる。 

 

【ロスナイの基本特許】 
（ロスナイは素材に紙を使い、プレートフィン式交叉流形熱交換器として作られているが、 

特許には紙とか形状の内容はない。基本特許の請求範囲は下記のとおりであり、 
 

（以下補正前の文章）                  （以下補正後の文章） 

 

 

 

 

 

 

伝熱性と通湿性を有する仕切板を所定間を置いて複数層重ね合わせ、一次気流と 

二次気流とが、これらの各層を交互に通るように形成し、上記仕切板を通して、 

全熱交換することを特徴とす

る熱交換器 

一次気流と二次気流との間で、これ

らの気流を中断することなく、それ

ぞれの保有する温度と湿度とを同

時かつ連続的に交換することを特

徴とする熱交換器 

＜補正前＞ ＜補正後＞ 
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【海外特許取得でも一苦労】 

国内特許でも 9 年の歳月を要し、苦労したが海外特許は申請すらしてもらえなかった。

本社の特許部に行き、「今日は外国特許申請のお願いに来ました」と告げる。最初は中央研

究所の時と同様に、「こんなものはだめだ。先進七カ国の特許申請には 300 万円もかかる。

君は何を考えている。中津川の木曽の山中でそういう現象が起こったって特許にはならな

い。唐天竺とは言わないまでも南極に行ってもそういう現象が起きないとだめなので、こ

れはだめです。」と言われた。そこで「せっかく持ってきたので見てください。」というこ

とで、例の唐草模様の風呂敷に包んで持参した模型を使って、熱交換効果を示す風洞実験

の実演をして見せた。たばこの煙を流しながら実験すると、特許部の人は一様にびっくり

した。それで海外特許出願の約束をしてもらい、日本を入れて世界 7 カ国の特許を申請さ

れました。最後まで特許が通らなかったのはアメリカ特許だった。 

【米国特許がパーフェクトに通る－再び「女神が微笑んだ」】 

当時、ロスナイ全体の売上げも 1,000 万円以下であり、アメリカへの出張を言い出せな

かった。特許申請を維持するにはお金が掛かる、アメリカ人には紙細工は理解して貰えな

い、あきらめようということだった。しかし吉野は必ずチャンスはやってくる。大国アメ

リカ特許を取らなければ世界特許を取得したとは言えないとの強い思いから、「もう少し待

ってください」と言った。 

この時も、また、女神が微笑んでくれた。ある時、アメリカの特許代理人のバーンズ社

長ご夫妻が東京に来るとの情報を得た吉野は、一日だけバーンズ夫妻を中津川へ案内して

欲しいと申し入れた。本社の尽力によりバーンズ夫妻の中津川製作所訪問が叶った。木曾

の観光案内をした後、吉野はアメリカ特許申請に向けた周到な打合せをバーンズ氏と行う

ことができた。バーンズ氏もアメリカへ帰国後、頑張る事を約束してくれた。帰国後 3 ヶ

月くらいたったある日、バーンズ氏からアメリカ特許がパーフェクトに通ったとの連絡が

入った。二年半も進展の無かったアメリカ特許、受理されることを期待する方が無理だと

思っていたアメリカ特許がパーフェクトに通ったという知らせを受け、吉野はほっと胸を

撫で下ろした。こうして、米、英、独、仏、加、伊、日本の先進七カ国の特許が取得され

た。 

これには後日談がある。「それから 3 年半ぐらいしてニューヨークへ３度目にまた行きま

したのでバーンズさんの事務所へお寄りしました。ニューヨーク五番街の一等地の立派な

事務所でびっくりしたのですが、よく来てくれたと喜んでいただいた。アメリカ人はビジ
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ネスライクだというのは、私はうそだと思います。」と吉野は言う。というのもバーンズ氏

は吉野にこういった「今日は初代大統領ジョージワシントンが愛用したレストランにあな

たを案内してごちそうしてあげよう」と、吉野は、ニューヨークで有意義な半日を過ごす

ことができ、とても良い思い出となった。 

 

【エピソード５：２２日後、別の“ロスナイ特許”が出されていた！】 

ロスナイ基本特許の出願は、昭和 44 年 3 月 20 日である。実はその 22 日あとの 4 月 22 日に、

大手空調メーカの三機工業株式会社より、技術思想に共通性（請求範囲は狭いが）のある特

許が出願されていた。特許は出願されてから 2 年ほど経つと公開されるので、そのとき 22 日

の差が分かったのだ。三機さんが一日でも早く先行出願していたら、三菱ロスナイはこの世

に無かったかもしれない。 

実はロスナイ的考えは昭和 40 年頃より抱いていた。そして 44 年に入って素材に和紙の性質

が適する事を発見した。 

その頃私は 10 日ほど北海道へ出張した。帰ってくると私の机が定位置に無かった。上司の命

令を忠実に従わないことへの結果と思えた。当時（S44 年）はまだロスナイ的省エネの考えは

全く理解されない時代だった。「使い捨ては美徳」の言葉が横行していた。しかしエネルギー

有限説を説いた「成長の限界」の本は心ある人には読まれていた。私はロスナイの特許出願

はまだ 5 年は早いと考えていた。だが机が定位置から外されている。私は思い切って特許を

書いた、そして出願した。私の机を定位置から動かした上司の存在が無かったらロスナイの

基本特許は無く、中津川製作所の製品としても、その存在は皆無であることは申すまでも無

い。正に「事実は小説より奇なり」である。（吉野氏：「つれづれのメモ」（2006.10.15）より）

 

（２）第三の夢－ＪＩＳ制定へ 

第三の夢は、ロスナイを JIS（国家規格）にする

こと。吉野はロスナイが大成するには JIS 化は必須

と信じていた。発明から 15 年、吉野は、はじめか

ら JIS を作ることは出来ないので、まず、日本冷凍

空調工業会（以下、JRA という）の規格を作ること

から始めた。昭和 57 年当時、JRA の全熱交換器委

員会には当時 13 メーカが加入していた。吉野は、

まず中電（中津川製作所）で作ったロスナイの製品

規格を 1 頁から 13 部コピーし、それを全熱交換器

の月例委員会に配布し、委員会で一時間半程度の勉

強会を行った。この勉強会は約 10 年続いた。製

品規格はある意味ではメーカにとっては大変なノ 写真７ 全熱交換器 JIS B8628 2003 



 117

ウハウであり、公開することは背信行為になりかねない。どうしても秘匿すべきところは

黒く塗り潰し、全員に配布された。こうして JRA 規格は平成４年（1992 年）に制定され

た。次はいよいよ JIS 化である。JIS 制定には JIS 委員長が必要であり、通常は中立な立

場の大学の先生にお願いする。早稲田大学理工学部建築学科出身の室内環境学の権威で当

時お茶の水女子大学助教授の田辺新一がいた。吉野は、明るく優しい人間的にも尊敬でき

る田辺先生から以前より指導を受けていた。吉野は何度か、お茶の水女子大を訪れ JIS 委

員長を懇願した。ちょうど大学の卒業式の日、田辺先生の快諾を得ることができた。「女子

大生の袴姿がとても美しかった。」と吉野はその日のことを述懐する。田辺先生はその後、

母校早大建築学科の教授になられた。この田辺教授の献身的な力添えと、官公関係者、メ

ーカ技術者等の理解と努力により、JRA 規格から 8 年後、2000 年 7 月 20 日に全熱交換器

JIS B8628 2000 として JIS が制定された。その後、ロスナイの JIS は 2003 年 3 月 20 日

に拡大化（写真参照）がなされ完成に至った。 

JIS 制定が完成した時、吉野は既に 67 才になっていた。JIS 制定には、本社小倉宏彦元

取締役本部長（元中電所長）の存在が大きかった。 

1995 年、吉野の定年当時、本社業務部長であった小倉は吉野に言った。「（日本冷凍空調）

工業会の委員は、一般的には 60 歳が限度、そろそろ委員を卒業してはどうか」と。 

吉野は、JIS 制定は、自分が居なかったら容易にはできないかも知れない。ましてやロ

スナイの認知も難しい。自分が居なかったら JIS 制定はかなり遅れる。そう思った吉野は

「ただ黙って私にもう少しやらせてください。」と言った。小倉は黙って頷いた。吉野は暗

黙の了解だろうと解釈し、感謝しながら JIS への炎が胸の中で燃えた。そして JIS 制定が

成った。 

（３）数々の賞の受賞 

 吉野の夢であった、先進７カ国の特許を

取得すること、全熱交換器の JIS 制定とい

う二つの夢は叶った。ロスナイは、また、

数々の賞を受賞している。昭和 1971（昭和

46）年、発明から 2 年目に、日本電機工業

会『進歩賞』を受賞した。1980（昭和 55）

年、全国省エネルギー展で『優秀製品賞』

を受賞。1983（昭和 58）年には、全国発

写真８ 通産大臣全国発明賞の賞状とメダル
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明表彰『通産大臣発明賞』を受賞。1983（昭和 63）年、通産省『100 周年記念重要発明顕

彰』の中の一つに数えられる。これは、特許法制定 100 周年を記念し、100 年間の発明の

中で、53 件の重要発明を厳選したものである。1990（平成 2）年、省エネルギーセンター

の栄えある『第 1 回省エネルギーセンター長賞』を受賞した。その後、2005（平成 17）

年には、『省エネルギーバンガード 21』を受賞した。吉野が育てた後進の技術者たちの成

果である。 

【エピソード６：ロスナイの名付け裏話】 

ロスナイのペットネームの了解を得ようと、吉野は社長室広報部を訪ねた。「ロスナイとは、

何ぞや、アリナミン、オロナミン、ンでしまる。格調高きスリーダイヤにおいて、ロスナイと

はスリーダイヤに恥ずかしい･･･」。「社則にロスナイは不可とありますか」と。広報部の幹部

は「勝手になさい」と。吉野は言った「勝手にさせて頂きます」と。 

今では、ロスナイは名前の方が良いという人も･･･（笑）。 

（吉野：「つれづれのメモ」（2005.10.15）より） 
 

９．ロスナイの開発の庇護者・支援者の存在 

（１）ロスナイの製品化を支えた多くの支援者の存在 

「他の会社であったなら 70 歳の今日までロスナイの仕事をさせてもらえなかったでし

ょう。また、当社でも中電以外の製作所では今日の私は無かったでしょう。中電という稀

有の製作所だったからロスナイが誕生し、素晴らしい人々に恵まれて育った。ただ、感謝

の気持ちで一杯です。」と吉野は語った。 

ロスナイは、三菱電機社内外の多くの支援者の支えによって開発に成功し、大きく成長

することができた。精密コルゲートのロスナイエレメントの量産化技術を確立したクラウ

ンパッケージ佐光守蔵社長夫妻、エレメント切断の課題を解決してくれた本社生産技術部

の七戸慶人氏の存在、ロスナイの米国特許取得に尽力してくれた米国のバーンズ氏、全熱

交換器の JIS 策定に尽力してくれた田辺新一早稲田大学教授、その他、総務現役でこの 20

数年常に味方である磯村道彦課長の応援等々、社内外の有名無名の多くの人に支えられて

現在のロスナイの成功がある。 

（２）４０年間、一筋に活躍できる環境があってロスナイは成長した。 

昭和 44 年から 35 年余にわたり、吉野が常にロスナイの仕事に携わることを三菱電機本

社ならびに中電は許してくれた。取り分けロスナイ発明の当時中電所長であった大森淳夫

元常務（故人）は、吉野の仕事を理解し、大きな力添えをしてくれた。吉野は、大森から

中村俊夫現所長まで歴代 15 人の中電所長（大森、早瀬、斉藤、高橋、坂田、大河内、石
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川、三上、安部山、上妻、小倉、倉橋、岡田、梅村、中村の各所長）に理解され、育まれ

てきたのである。特に現在の中村俊夫所長は、ロスナイ設計課長を経験し、ロスナイに貢

献された。この他、吉野の設計部門時代の師匠であった神谷照美元専務、その神谷が最も

尊敬していた進藤貞和相談役（故人）、ロスナイと同時発売し、大ヒットとなったクリーン

ヒータの開発者である、野間口有現社長など多くの人の庇護を受けた。 

進藤相談役は、吉野の理解者であり庇護者であった。吉野が 52 歳の時こんなことがあ

った。進藤は吉野にこう言った。「吉野さんね、あなたはロスナイというものすごいものが

ある。まだまだ、これからあるので、私が水戸黄門の印籠をあげる。」とお墨付をくれた。

そのお墨付は何かというと、普通は三菱電機では大体 57 歳くらいで給料が頭打ちになり、

あとは定年まで下がってしまう。進藤のお墨付きは、60 歳まで昇給し続ける特例参事とい

う特別の役職であった。そのお蔭で 60 歳まで安心して目的に向かって仕事ができた。 

吉野がロスナイの開発で日本電機工業会の進歩賞を受賞した時の工業会会長が進藤貞

和であった。「何かすごく優しく、何で私を好いてくれたのかよくわからないですけれども、

ものすごくかわいがってくださったのです。」と吉野は進藤相談役の思い出を語った。 

吉野は大変な愛妻家である。吉野の仕事が成功する上で奥様も忘れてはならない大きな 

存在である。自らの 70 歳の誕生日の日付入りの自分史「つれづれのメモ」の中に、【女房

のこと】と一項目を設けて、次のように記している。 

「70 才の今日まで 51 年余、前向きな気持ちで働けたのは、妻・京子の人間性に寄るとこ

ろが大きい。空気のような女だ。会社のことは何も聞かない。文句は言わない。家庭サー

ビスをやらなくても、いやな顔はしない。会社の人、仕事に関係する人を夜遅く連れてい

っても心からサービスしてくれる。今まで 250 人はくだらない。」と。 

まさに、奥様の京子さんの内助の功があって吉野の現在があると言っても過言ではない。 
【コラム：ロスナイの恩人たち】 

吉野は 70 歳の誕生日に記した自分史「つれづれのメモ」に、ロスナイが基幹製品になる

上で大きな影響を与えてくれた方々について、それぞれ次のようなコメントをしている。 

進藤貞和元相談役（故人）：吉野が 52 才のとき最低 60 才までロスナイに専念出来るように

＜参事特例＞の身分を与えた。ロスナイの事業拡大及び JIS 制

定の礎を与えた。個人的にも吉野に勇気、やる気を与えた。吉

野は 2005 年７月、小田急線生田駅近郊に墓参し、心から感謝

しご冥福をお祈りした。 

大森淳夫元常務（故人） ：中津川製作所所長時代、ロスナイに多大の力添えを戴いた。初

期の頃、まだ、数百万円も売れていないのに、二千万円近いロ

スナイ専用試験室を作ってくれた。大形商談の立会試験には不

可欠なものとなった。 
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神谷照美元専務     ：吉野の上司時代は真の指導者として尊敬した。三菱電機の開発

に大きく貢献した。風の又三郎の異名をとる。現在は趣味の絵

画に没頭し、腕前もプロ級である。 

野間口有現社長     ：ロスナイはクリーンヒータと同じ昭和 45 年に発売された。ク

リーンヒータの開発者で中央研究所主任研究員の野間口は若

き青年研究者として颯爽としていた。吉野は野間口から教えら

れた。「学問的に正しいこと、科学的に正しいこと、社会的に

正しいことであれば、そのものは成功する」と。当時、吉野は

脳細胞では野間口と天地の差であるが、心の中ではクリーンヒ

ータを好敵手と思い、共に発展したいと密かな闘志を抱いた。

（吉野：「つれづれのメモ」（2005.10.15）より） 

 

１０．若者へのメッセージについて 

 35 年以上にわたってロスナイ開発一筋の生涯を過ごしたことへのインタビューの中か

ら吉野から若者に伝えたいメッセージについて抽出してみた。 

① 発明はあくまでも個性の成せる技 

② 開発者の心を知ることが大事 

③ 本当の大本は一番簡単なもの 

④ 座右の銘－「ロマン・情熱・勇気」 

それぞれについて簡単に説明を加える。 

（１）発明はあくまでも個性の成せる技 

吉野は、発明はあくまでも個性の成せる技という。「ブレーンストーミングなんかで言って

はだめ、汚いようだけれども、自分で温めろ」という。吉野は、自分史「つれづれメモ」

にも、「『発明について思うこと』…侏儒のひとりごと…」という項目の中でも次のように

記している。 

『発明するには、何をしようか、何をしたいか、レンズの焦点のように絞り込んでいけば

いいのか、集中的に考えるのか、これでいいかな…ダメ、これはどうか…ダメ、これもど

うか…ダメ、のくり返しで焦点が絞られてゆく思いになる。思考も神懸ってくるのか。 

そんなことを更に繰返していくと、ドロドロのマグマがだんだん固まっていくように…。

やがて液体から固体になる、ある幅を持った瞬間に、発明の芽は頭を出す。』と 

まさに吉野という個性の成せる技ということができる。 

（２）開発者の心を知ることが大事 

吉野はソニーさんのアイボ（AIBO）に好感をもって研究してみたいと思ったことがあ

り、アイボが嫌いな三菱電機の元常務から、「なぜアイボをあなたは好きなのだ。１度聞か



 121

せて欲しい」と昼食に誘われたことがある吉野は、「開発者の心が知りたいからです。ここ

まで開発した、ここまでやったという開発者の心が知りたいのです。」と答えた。 

発明を志そうとする開発者は、同じ「開発者の心を知ることが大事」だと吉野はいう。 

（３）本当の大もとは一番簡単なもの 

本当の大もとは一番簡単で単純なもの。例えば、小学校の教科書は、小学校の先生が作

っているのはなく、大学の先生が作っている。小学生に難しいことをいかに易しく理解し

てもらえるように教科書をつくることができるかが本当の大先生ということである。本当

の大もとは一番簡単なものである。彫刻家でも画家でも、本当に技を極めると優美で無駄

のない動作になっている。それは心がひとりでに入っているからである。物ではなくて生

き物になる心が入ってくるからである。 

「ですからやはり私は、勉強しなさいなどと言うのは一番下手なやり方だと思います。」と

吉野はいう。 

（４）座右の銘－「ロマン・情熱・勇気」 

「私には、座右の銘というものがないのですけれども、『女神が微笑む』ということと、

『ロマン・情熱・勇気』はいつも自分を慰め、励まし、何かパワーを与えてくれた言葉で

す。今の若い方にもロマン、情熱、勇気を持ってもらいたい。」 

吉野は、母校の新潟県立柏崎工業高校の生徒や、三菱電機中津川製作所を訪れる小学生、

中学生、大学生、大学院生たちに話をすることが喜びの一つとなっている。 

「お話というのは初めに 3 分間眠らないでいただければしめたものです。」と吉野はい

う。吉野の話を聴いた児童、生徒、学生たちは、一様に吉野の話に引き込まれてしまう。 

まして居眠りをするような者はいない。大きな仕事を達成した人間の持つ魅力でもあり、

吉野という個性が発する魅力といえる。 

 ある時、地元中津川市出身の元東工大学長末松先生の紹介で、中学生 100 名が夏休みの

林間学校で中津川製作所に工場見学に訪れた。吉野が１時間課外授業をした後、中学 2 年、

3 年の女子生徒が 3～4 人来て、もじもじとしながら吉野に質問した。 

「あの、質問があるのです。吉野先生はお話を聞くとすごいことをされた方なのですけれ

ども、三菱電機ではどのぐらい偉くて何番目ぐらいの給料をもらっているのですか」と。

「いや、私はちっとも偉くないし、給料なんかも一番安いですけれども。今日もこうやっ

て全国から集まってきている厳選された 100 人の中学生の皆さんにこうしてお話ができる、

それが本当の喜びなのですよ。」と答えた。生徒たちは変な顔して、「ありがとうございま
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した。」と言いながら帰っていったという。 

「私はやはり最後のものは心だと思うのです。先ほど言った個性ですね。その個性とい

うものを尊重する、そういう形のものを若い方に植えつけていきたい。ですから私はお話

をするときに、若い方に聞いていただくのが一番の喜びですね。」と結んだ。 

 

１１．ロスナイは「人にやさしい、地球にやさしい」その原点は 

吉野は、人生を振り返って、次のように語った。 

「180 億年、いや 200 億年以上かも知れません。その 180 億年に一度しか生まれてこな

い人間の生命、数々の動植物から人間に生まれてくる稀有にも等しい無限小の確率、その

中で人にやさしい、地球にやさしい仕事に関与できたのは、幸せな会社生活でした。 

 この中津川製作所は換気送風技術、冷暖房（空調）技術、太陽光発電技術等、風と空気

そして水と光を扱いながら、省エネ・快適性を追求した＜ものづくり＞に努力しておりま

す。ロスナイもその基幹のものと自負しております。 

約 40 年前に発明した当時に抱いた、この地球に一つでも多くのロスナイが使われる夢

が、正夢になることを信じております。『人にやさしい、地球にやさしい、ロスナイ』本道

を歩みつづけて欲しいと心より願っております。」と。 

 

１２．エピローグ 

吉野昌孝氏は、1995 年に定年退職し、技術アドバイザーに就任した。2000 年には、ロ

スナイ発売 30 周年を記念して中津川製作所内で記念行事が開催され、吉野の記念講演が

行われた。 

2005 年 4 月 6 日、定年後、10 年勤めた技術アドバイザーを引退する吉野昌孝氏の壮行

会が中津川市の某イベント会場で行われた。有志によって製作された DVD「吉野昌孝物語」

が上映された。また、多くの人が吉野昌孝氏に贈る言葉を述べた。その日出席できなかっ

た、全熱交換器の JIS 制定の委員長を務めた早稲田大学田辺新一教授からも吉野氏への暖

かいメッセージの映像が披露された。 

 

吉野昌孝は、「女神が微笑む」という言葉が好きであるといった。吉野の 70 年の人生に

おいて、女神は 3 度大きく微笑んだ。吉野が語ったように、最初は、売れなかったロスナ

イが第一次石油ショックをきっかけに売れ始めた時、２番目は、なかなか取得できなかっ
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た米国特許がバーンズ氏の尽力によってパーフェクトに取得できた時である。 

そして最も「女神が微笑んだ」のは、1968 年 12 月のある寒い日曜日の朝、吉野がロス

ナイを発明した瞬間であった。当時、2 歳の長女由紀子は、吉野にとっては女神であった

のではないかと私は思う。 

 

（追 記） 

 筆者は、吉野さんへのインタビューの後、何度か電子メールの交換をしている。吉野さ

んの電子メールアドレスは、「mylossnay@・・」であることに気付いた。吉野さんは、愛

娘のように自ら発明したロスナイを愛しているのだなと思った。 

筆者は、吉野さんのインタビューをするちょうど一年前、島崎藤村の「夜明け前」を読

んだことをメールで吉野さんに送った。すると、吉野さんから早速、次のような返信が返

ってきた。 

「馬籠宿にあります藤村堂の入口正面に碑がある。そこには次のように書かれています。 

 血につながるふるさと 

  心につながるふるさと 

  言葉につながるふるさと 

血、心、言葉は人間にとって全てです。藤村先生がどんなに故郷を愛したかを綴ったもの

だそうです。時折、その言葉を思いながら、少しでも良いものを世の中に提供したいとの

思いで微力を尽くしています。」と 

 

吉野さんのご両親の名前は、義三郎（よしさぶろう）、千代（ちよ）という。実は筆者

の両親の名前は、一字違いで吉三郎（きちさぶろう）、千代（ちよ）という。吉野さんは、

モーツアルトが好きでよく聴くそうだが、私も昔からモーツアルトが好きで、時々休日に

は聴いている。今回の吉野さんへのインタビューは、私にとって何か不思議な縁を感じる

ものであった。 

 

（文責：大熊 謙治） 
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ポリプロピレンの重合触媒の開発 

柏典夫氏 

 

【出生から就職まで】 

●今回のインタビューは、「ポリプロピレンの重合触媒の開発」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。 

早速ですが、柏さんがお生まれになってから会社に就職されるまでの経緯を伺いたいと

思います。子供時代からずっと化学者になりたいとか、あるいは化学者になった経緯から

お話をいただけたらと思います。いただきました経歴書を見させていただきながらお話し

を伺います。 

●柏 初の生い立ちからいうと、私の場合どちらかというと文科系が目標でして、だか

ら、世界を駆け巡るビジネスマンになりたいなと思っていたんですね。だから文科系の勉

強をしていましたし、今でも文科系の方が得意なんです。（笑） 

 完全な文系志向だったんですが、たまたま大学に行く頃に、科学万能時代というような

言い方がありまして、それまで文系が脚光を浴びていたのが急にみんな理科系、理科系と

いって理科系に行く時代になったんですね。それでどちらにしようかと正直迷ったのです

が、結局親父が理科系へ行ったらどうかというようなことを言ったせいもあって、理科系

を選んだということですね。 

●お父さんも理系の仕事をされていたのですか。 

●柏 いや、学校の教師でしたけれども、これからは理科系に活躍の場が多くなるのじゃ

ないかということで理科系へ行ったんです。だから僕は半分文科系で半分理科系。 

●1941 年（昭和 16 年）にお生まれになり、大学に入られるまではずっと本籍のある和歌

山県の湯浅町でお育ちですか。 

●柏 そうです。古い紀州の田舎町で育ちました。 

（筆者註：湯浅町は熊野街道の宿駅として平安時代から栄えた宿場町であり、紀伊水道に

面した漁港でもある。紀伊国屋文左衛門の生誕の地とも言われている） 

●ご兄弟はたくさんいらっしゃるんですか。 

●柏 いや男の子ばかり３人です。兄貴は文科系だったですね。弟も私も理科系になりま

したけれども、兄貴の頃はちょうど文系が流行りの頃で、私の影響を受けた弟はやはり理

科系になったという（笑）。 
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●お父さんはどちらですか。 

●柏 どちらかというと理科系ですね。 

●小学校とかで教えていらしたのですか。 

●柏 そうです。算数とか理科関係だったものですから。 

●そうすると子供の頃の趣味とか遊びも、あまり工作的なことはやっていない方ですか。 

●柏 やっていません。ものすごい苦手で。特に数学が苦手だったものですから、数学の

苦手な人が理科系にいくとなると、化学（笑）。 

●それはよく聞く話ですね（笑）。 

●柏 そうですね。それで化学を選んだのもそういうことから一つの選択肢だったですね。 

●そうしますと、大学の工学部に入られたのは理学部と比較された上でということですか。 

●柏 理学部に行く気は全くなくて、医学部に行こうか、工学部に行こうか大分迷いまし

た。特に大阪は医学部が有名なものですから、どちらに行こうかなと思ったんですけれど

も、高校の生物の授業でカエルの解剖で気持ちが悪く、何となく工学部へ行っちゃったと

いうことです。 

●大阪大学の場合ですと、 初から応用化学科に入られた。 

●柏 入学の時からコースが決まっているんですね。 

●途中で変更ということはなしで、受験の時から化学を目指して。 

●柏 そんなに自分は工学を目指してとか理系を目指してというのではなくて、どちらか

というと自分の対応能力に自信があったという方ですね（笑）。 

●人生、どちらでもよかった（笑）。 

●大学の応用化学というのはいろいろな先生が教授ごとに、講座ごとといいますか、いろ

いろな分野があるのですけれども、もともと重合関係の研究を専攻されたのですか。 

●柏 いや、全く違います。大阪大学の場合には高分子というのはほとんど理学部で、工

学部は天然の高分子しかなかったんです。僕が取り組んだのは有機錫で、どちらかという

と有機金属化学の研究です。だから全く高分子は知りませんでした。やったこともありま

せんでした。 

●そうすると、高分子というよりは触媒の分野ですね。 

●柏 触媒というよりも、やはり有機金属合成ですね、どちらかというと。当時は４年を

出たらさっさと会社に入って就職して、大学院へ行くというのはよほど学問が好きな人た

ちで、普通は４年で就職したんですね。僕らの時から状況が変わってきて、そこから割合
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専門的な考え方になってきたのですが、それまではあまり学問とかそういうことに固執す

る人が少なかったんじゃないですか。 

●大学院の修士課程で研究されたのも今の有機合成的なものですか。 

●柏 そうですね。有機錫の研究。船底塗料とかの用途であって高分子とは全く関係はな

いですね。 

●当時、有機錫は貝殻が付かないというので。 

●柏 そうですね。まだ毒性のことがあまり問題にならなかった時代ですからね。有機錫

を２年半位やりましたかね。 

●産学協同的な研究だったんですか。 

●柏 産学協同といっても研究室に大阪の中小企業的なところから研究者が派遣されて来

ていて、その人たちと一緒にやりました。 

●当時の三井石油化学（以下三井石化と略称）さんに就職された経緯をお聞かせいただけ

ますか。 

●柏 あの頃は大体、学校の先生が「おまえここへ行け」というところへ行ったんですね。

それで初めに「三菱化成へ行け」と言われまして行きまして、東京駅の前の本社で試験を

受けまして、一応内定はもらったんですけれども、その後先生が「大学院へ行け」という

わけです。そういう理由で三菱化成さんの内定をご辞退いたしまして、それでまた大学に

残ったんです。その時は就職がいっぱいありまして、採用試験は 1963 年（昭和 38 年）で

すから景気が良くて。 

 ところが 1965 年（昭和 40 年）になりますと景気ががた落ちになりまして、どこの会社

も今年は採らないというところがいっぱい出てきたんです。有名会社というのはほとんど

採りませんで、それでもう探したらあまり選択肢がなかったし、三井石化という新しい会

社があって、今のベンチャー企業のようなものですよね。そういうところへ行ってみない

かという話がありまして。 

●1966 年（昭和 41 年）というと三井石化さんはまだ小さかったのですか。 

●柏 会社ができたのは 1955 年（昭和 30 年）ですが、工場がスタートしたのは 1958 年（昭

和 33 年）頃ですから７年位しか経っていない。だから、三菱化成さんと三井石化と比べて

びっくりしましたよ。三菱化成さんは東京駅前のビルの中にあって、溝ノ口に立派な研究

所を持って黒崎にもあって。三井石化へ行ったら試験場といっても衝立を立てているよう

なところで、もう全く違いましたね。 
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●三井の場合は石油化学事業のために三井化学（当時）さんとは別に三井石化さんを別に

作ったんですね。 

●柏 そういうことですね。三菱油化さんもそういうことで分かれて出来たんです。 

会社の若さに魅力を感じたんですね。社員の平均年齢が 22 歳位だったですかね。僕はマス

ターを出ましたから僕は平均年齢より上なんですよ。そういうことで当時の石油化学とい

うのは今でいうベンチャーみたいなもので、これから新しい産業になるのではないかとい

うような、いろいろな夢がある業種だったんですね。 

（筆者註：東洋高圧は 1933 年設立。三井化学（当時）は 1941 年設立。三井石化は 1955

年設立。1968 年東洋高圧、三井化学が合併し三井東圧化学になる。1997 年三井石化、三井

東圧化学が合併し三井化学（現在）になる） 

●入社されて 初から研究所ですか。 

●柏 そうなんですね。私は先ほど申し上げましたように文系へ行きたかったものですか

ら、「本社に行きたい」と言ったら、当時景気が下向きでしたから理系新入社員を研究所に

一時プールしたんですね。当時、１年に 120 人も採った。あの頃は青田刈りでむちゃくち

ゃに採ったんです。寮も溢れかえっているような状態だったですね。行くところがないか

ら、とりあえず研究所におれと。 

 当時はやはり日本の会社も技術で生きていかないといけないというので、中央研究所構

想というのがありましたが、景気後退でその中央研究所を立てるという話も全部駄目にな

ったんです。取り敢えずみんな研究所にいろということで、私は別に研究所を希望したわ

けでもないんだけれども、入れられちゃったわけです。たまたま入ったところがポリオレ

フィンを作る研究室だったんですね。配属になったのが。そこが運命の別れ道ですね。 

●それ以来ずっと本質的には変わっておられない。 

●柏 それから 40 数年そのままです。重合の研究を学校でやってきた新入社員はかなりい

たんですよ。学生時代にオレフィンの重合触媒研究をやっている人はいたのに、うちの会

社はあまのじゃくなのか、そういう人にやらせずに全く関係ない者をそこに入れたんです

ね。変なことをやったもんだと思うんですがね。 

●場所はどこですか。 

●柏 山口県の岩国です。岩国に行って同期が２年前に入った人を含めて一つの研究室に

10 人位いました。 

●今は考えられないですね。そんな若い人が多いのは・・・。 
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●柏 10 人が同期ですからね。野球のチームができますよ。それで会社としても当時たく

さん若い人がいまして、その頃ポリオレフィンというのはようやく立ち上がる兆しが見え

た頃だったと思うんですが、その改良研究に人をどんどんつぎ込んでいまして、私が入っ

た頃には、「今度入った者は新しいことをやれ」と。「今までの改良ではなくて新しいこと

をやれ」ということで、できるかできないかわからないけれども、夢のような触媒を目指

して研究を始めようということになって、私が第１号に、希望もしていないんですが、や

らされてしまいました。 

●それはポリエチレンですか、ポリプロピレンですか。 

●柏 ポリエチレンです。 

●ポリエチレンというのは実際のプラントは既にあったのですか。 

●柏 もうできていました。 

（筆者註：三井石化は低圧法ポリエチレンを 1958 年（昭和 33 年）に岩国工場で稼働させ

ている） 

 

【ポリエチレンについて】 

●柏 ポリエチレンの歴史をちょっとお話ししたらいいと思うんですが、低圧法ポリエチ

レンというのはドイツのマックスブランク（研究所）のチーグラー教授が偶然に触媒をい

じっていて見つけたんですね。それが 1953 年頃だと思いますよ。 

 その当時、三井石化の初代の社長さんで、石田という人（三井鉱山出身）ですが、欧米

から技術導入するというので高圧法のポリエチレンの技術を導入に行ったんですね。あの

当時フェノールであるとか、テレフタル酸だとか、全部導入ですから。 

 それでたまたまドイツに行った時にチーグラーという人が何か発明をしたというのを小

耳にはさんだんですね。それでそのまま社長はラボ（研究所）へ行ったわけです。当時、

社長はマックスプランクの研究所に低圧法ポリエチレンのことはよく知らずに行ったらし

いんですね。チーグラーさんはガラスのフラスコででき上がったばかりの触媒をデモンス

トレーションで見せたそうです。当時は 3000 キロ位の圧をかけてものすごい高圧法で作る

のがポリエチレンだったですから、常圧でポリエチレンができるということを見てびっく

りしたわけですね。 

 ただし、社長は高圧法のポリエチレンとチーグラーが作ったポリエチレンは全く別のも

のであるというのは知らなかったらしいんです。当然ポリエチレンというから、これは同



 130

じものだというふうに思って、この技術を売ってくれないかと。チーグラーさんに頼んで

独占で売ってほしいと。日本だけの独占の権利というのを買ったんですね。当時、三井石

化の資本金の大体 1.5 倍、資本金のですよ。そのお金を払ったんです。当時の何億という

お金ですね。それでもうサインしちゃったんです。２週間位しかチーグラーさんが余裕を

くれなかったというんですが、それを決断したんですね。 

 その技術を導入して（1955 年（昭和 30 年）11 月契約）、さあ、これを日本で企業化しよ

うということで、山口県の岩国にある小さなプラントで始めたのが日本のポリオレフィン、

低圧法（高密度）ポリエチレンの 初だったわけです。これが幕開けだったわけです。 

高圧法（低密度）のポリエチレンというのは別にありまして、三菱油化さんは BASF から、

住友化学は ICI から買い、三井石化はデュポンから技術を買ったわけです。だから三井、

三菱、住友がみんな各々高圧法ポリエチレンを持った。 

 一方、低圧法ポリエチレンは三井石化が日本で独占ですから、三菱さんも住友さんもや

ることはできなかったわけです。やりようがなかった。 

 日本でのいわゆる高圧法ではない高密度ポリエチレンは、三井石化と昭和電工が、昭和

電工はチーグラーとは全く違うクロムという触媒を使った中圧法ポリエチレン、アメリカ

のフィリップスが作った技術があったんですが、それを買ったわけですね。それで工業化

した。だから日本では主に三井石化と昭和電工が日本の高密度ポリエチレンの草分けなん

です。 

（筆者註：高圧法ポリエチレンは低密度で、軟らかいが、中低圧ポリエチレンは高密度で

硬い。三井石化は低圧法ポリエチレン、昭和電工は中圧法ポリエチレン） 

 そういうことで、日本では成長が始まろうとしていたんですが、先ほど申し上げました

ようにポリエチレンでも高圧法のものと低圧法のものとは全く違うということにマーケッ

トでは気がつきませんでしたから、当時のポリエチレンのマーケットというのは主に高圧

法の透明なフィルムだったのです。ところが低圧法のチーグラーさんの作ったポリエチレ

ンは、スーパーのレジ袋、あれに代表されるように中身が見えない不透明なポリエチレン

だった。だから全く売れなかったわけです。マーケットが全く違ったので売れなかったわ

けです。結局、三井石化はデュポンから技術を導入して JV（三井デュポンポリケミカル）

で高圧法ポリエチレンの生産を 1962 年（昭和 37 年）に始めました。 

 低圧法ポリエチレンは、その当時の社長が資本金を超す金額で買ってきた技術ですが、

マーケットとのミスマッチングで製品は売れなかった。かつチーグラーから買ってきた技
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術は、ガラス反応容器での実験室スケールのものだったんですね。できたものは、当時の

社長が言っていたようですが、真っ黒のポリマーだった。チーグラー先生に「ポリエチレ

ンというのは白いものというのに何で黒いんですか」と聞いたら、「それはあんたたちが白

くするんだ」とチーグラーさんに言われた。「そんなものかな」と思って買ってきた。だか

ら大変な苦労をしたわけです。 

 工業化の技術なんて全くなかった。それで、工業化するのが三井石化の社是みたいにな

ったのです。とにかく命かけてこの技術を何とかしろという会社の社運をかけた命題にな

ったものですから、触媒研究にものすごく注力したわけですね。そういう経緯があったわ

けです。 

 だから、それは他の会社とちょっと違って、当時はそんな意識はなかったんでしょうけ

れども、今でいう戦略的な発想だったんですね。今だったら何を目指すんだと先に決める。

当時はそんなのはなかったものですから、自然にそれがトップマターになってしまったん

ですね。だから、それに係わっている者はみんな、社長がコミットしたものですから人は

集められるわ、金は使えるわ、そういう環境にあったわけです。 

●今のお話は大体何年ごろのお話ですか。 

●柏 技術導入した時からずっとそうだったんです。 

●入社した時も。 

●柏 そうなんです。だから私が行った頃は真っ盛りだったですね。 

●先ほどお話に出たその研究チームに入ったということですね。 

●柏 そういうことです。そのことを研究するだけで 30 人も 40 人もいましたから。一つ

の触媒を研究するグループとして。 

●透明な製品を作れということですか。 

●柏 いや、とにかく売れる物を作れと。結局、物が違うものですから長いこと売れなか

ったのですが、「フラフープ」というのが突如現れたんですね。ご存じですか、「フラフー

プ」。ああいうエポックメーキングをポリオレフィンで２回やったのですが、「フラフープ」

と「抱っこちゃん」の時にわけもなく売れたんですね。「フラフープ」が売れた時に品物が

たちまちなくなったのです。日本国中なくなった。 

（筆者中：「フラフープ」が爆発的に流行りだしたのは 1959 年（昭和 34 年）） 

 「フラフープ」を作るのに一番よかったものが低圧法ポリエチレンだったのです。それ

でやっと、これは役に立つプラスチックだという風に認知されたわけです。それまではこ
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んなもの使い物にならないという評価だった。 

●それはどこが特徴であり、どこが欠点ですか。 

●柏 「フラフープ」というのはギューッと曲げなければならないんですね。それである

硬さもないとだめなんですね。高圧法ポリエチレンというのはふにゃふにゃなんです。だ

からだめなんです。 

●なるほど。 

●柏 だから、あれがまず大変な救いの神で、仕方なしに倉庫に積み上げたり、野積みに

していたものが、あっという間に在庫がなくなって大変なブームになったわけです。でも

ブームですから一時的なものです。 

 ところが、これは使えるなということでいろいろな研究しまして、その後シャンプーの

瓶ですね、当時はシャンプーというのはガラス（瓶入り）だったんですよ。洗剤や漂白剤

のボトルとしてもどんどん使われていったんですね。それで低圧法ポリエチレンというの

はぐっと伸びていったんです。といっても僕が入った頃には、低圧法ポリエチレンは年間

3000 トン位しか売れてなかったと思います。 

●国内でですか。 

●柏 我々の会社の生産量です。年間ですよ。今、何百万トンですけどね。それが倍々ゲ

ームどころかすごい勢いで伸びてきた。だから私は当然、ポリエチレンの研究から入った

わけです。 

 

【ポリエチレンの研究】 

（最初のテーマ） 

●入社されて 初、ポリエチレンの研究をされたということですが、その研究内容につい

てお話しいただけますか。 

●柏 当時ポリエチレンにどんな課題があったかといいますと、生産量がどんどん増えて

きた。そうすると、それまでバッチといって一つ一つの反応釜で作っていたものを連続生

産で大きい何万トンというようなキャパシティーのプラントでやっていくようになり始め、

高活性な触媒が欲しかった。当時の触媒だと活性が低いもんですから触媒がたくさん必要

だったわけです。そうすると、重合後のポリエチレン中に触媒が一杯残り、製品が着色し

たり、成形機にサビが生じたりするため触媒を取り除かなければならなかったんです。 

さらに、触媒を除くにはメタノール等のアルコールでまず洗って、水洗していました。生
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産量の増大と共にアルコールの回収蒸留のエネルギーや廃水系の COD の問題が起こったり

したんです。 

 さらに、石油ショックでどんどん石油の値段が上がってきまして、スチームが高いとか

そういうことで、重合溶媒をメタノールで汚さなくて済むように、すなわち触媒を取り除

かなくて済むような夢のような触媒を作ろうと。当時の触媒の大体 100 倍位の活性がある

触媒があれば論理的にそういうことが可能だったわけです。だから活性を 100 倍上げろと

いうのが私に与えられた 初のテーマだったのです。 

当時 100 倍に活性を上げるというのは相当難しいハードルだったんですけれども、一つだ

け必然的に答えが出る可能性があったのです。 

 というのは当時の触媒系で使われたのは三塩化チタンというんですが、これは固体の触

媒なんですね。それをいろいろ研究した人が、その触媒の中に入っているチタンの大体１

万個に１個位しか本当に活性種にはなっていないと言うのです。つまり 9999 は何にも働き

をしていない。残りの１万分の１位しか活性点になっていない。だから、もしこの活性点

の形成率を 100％にしたら、活性は１万倍にも論理的にはなるんだと、そういうことが当

時から言われていたわけです。 

●それはなぜですか。 

●柏 一番単純に言いますと、固体ですから固体の表面にあるチタンしか使いようがない

んですね。中にあるチタンは当然使えないわけです。それでは担持すればいいのではない

かということで、みんなシリカの上に担持してチタン当たりの活性を上げようとしたわけ

です。そうすると、大体５倍位活性が上がったんです。５倍上がってもやはり触媒を取り

除かなければならなかった。やはり 低でも 100 倍位活性を上げないと、触媒を取り除か

なくていい画期的なプロセスが実現するようにはならなかったわけです。それで私の入社

した時の１年目の仕事はそれだったんです。 

 

（課題への挑戦） 

●それは難しいテーマですね。 

●柏 そうですね。それで何か方法はないかと考えたのは、三塩化チタンと同じ構造をし

ている化合物を探そうと。それは結晶構造的に同じという意味ですが、その上にチタンを

何らかの形で散りばめることができれば、それは外見上、三塩化チタンと同じ格好になっ

ているはずだと。そうすると固体表面上にのみチタンがあれば活性が 100 倍以上になって
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もいいはずですから、そういうものができないかと考えたわけです。 

 それでいろいろ文献を調べてみましたら、塩化マグネシウム、豆腐のにがりですね、あ

れが三塩化チタンとほとんど結晶構造が同じだった。マグネシウムのイオン半径もチタン

のイオン半径もほとんど同じなんです。そうすると、ひょっとしたら塩化マグネシウムの

上にチタンをくっつけることができれば――塩化マグネシウムというのは真っ白なもので

す。それから毒性は全くありませんね、豆腐のにがりですから。だから、その上にチタン

をもし乗せることができれば、これがもしポリマーの中に残ったとしても、それは塩化マ

グネシウムが残るのであるから全く問題ないわけです。だから何か方法はないかと。 

 塩化マグネシウムと四塩化チタンを反応させようと思った。そんなもの、反応するわけ

がないです。塩化マグネシウムと四塩化チタンなんて反応すると考える方が馬鹿なんで。

それで何とか塩化マグネシウムにチタンを乗せる方法を考えたのです。 

当時、金属錯体という考え方がありまして、リガンド・フィールド・セオリーとか、そう

いう配位子の化学というのが流行ってきた時代だったんですね。 

 塩化マグネシウムというのは、そもそも海にあるものですから水に溶けるわけです。 

溶ける時どういうことが起きるかというと、水がまず塩化マグネシウムの方にアタックし

て、塩化マグネシウムの結晶格子をぱらぱらと壊していくわけです。水が塩化マグネシウ

ムの中に配位してきまして、それがばらばらにしていって、ついには溶けてしまうことに

なるわけです。そうであるならば、塩化マグネシウムと親和性のある電子供与体みたいな

ものを塩化マグネシウムに作用させて、それで一旦結晶の形を変えてしまおうと考えたわ

けです。 

 次に、今度は四塩化チタンですが、四塩化チタンというのはチタン工業で使われている、

当時キロ 200 円位の安いもので、沸点が 135 度位の液体なんですが、例えば水とかアルコ

ールとかいうような、そういう配位子と簡単に反応するんです。 

 そういうことで塩化マグネシウムに、例えばアルコールでも水でもいいですけれども、

配位させておいて、そうすると結晶の形が変わってしまうんです。そして、四塩化チタン

の中にじゃぽんとつけまして熱をかけますと、このアルコールとか水が四塩化チタンと反

応するわけです。反応しますと、この配位子が、この塩化マグネシウムから外れていくわ

けです。外れていくと塩化マグネシウムはもとの塩化マグネシウムの結晶格子に戻るしか

ないんですね。戻る過程で、イオン半径が近いからチタンが結晶の中に紛れ込む。紛れ込

むとそこで結晶の成長が止まるんです。止まりますと、必ずチタンが塩化マグネシウムの
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端っこに自動的に来なければおかしいわけです。そうすると塩化マグネシウムの上にチタ

ンが端っこにうまくついたものができるかもしれないというふうに発想したんです。これ

でだめならもうだめだと。とにかくやってみろということでやってみたら、それがたまた

ま当たったんですね。 

●それは発想してすぐその行為に移ったんですか。それともいろいろやっているうちに。 

●柏 いや、発想したらすぐです。 

●理論が先ですか。 

●柏 むしろそれしか思いつかなかったから。 

●アイデアが先にあった。 

●柏 そういうことです。だから何とか反応させる方法はないかということで、いろいろ

熱をかけたりしましたけれども、やはり塩化マグネシウムと四塩化チタンというのはそう

簡単に反応しません。それで結局そういうリガンドというのをうまく使って、一旦配位さ

せて、また引き抜いてということで、塩化マグネシウムの結晶格子の再配分というのか再

配列というのを起こさせる過程でチタンをくっつけるということを考えついたんですね。 

●それは構造的にそうなったのを確認したんですか。それともそういうものを作って実験

をやってみたら。 

●柏 構造的には塩化マグネシウムをＸ線で撮れば、原料の塩化マグネシウムというのは

非常にきれいな結晶です。それに例えばアルコールを配位させますと全く違う化合物に変

わるわけです。Ｘ線の構造が変わります。これを四塩化チタンと反応させますと、もとの

塩化マグネシウムに戻ります。ただし、その時には、Ｘ線での結晶ピークがものすごくブ

ロードになって結晶の粒子が非常に小さい。ということは、結晶が元の形まで成長できな

かったということを示している。 

 それから、原料の塩化マグネシウムというのは表面積が４平米とか５平米しかないもの

が四塩化チタンと反応させると 500 平方メートル位になります。だからものすごくポーラ

スな固体に変わってしまった。さらに、チタンを分析してその存在が確認されました。 

このようにして触媒を作って、一緒に研究していた人たちに「これを使ってちょっと重

合してくれ」と言って、当時そうはいっても今まで通常やっている 10 分の１か 15 分の１

位の濃度でやってくれと。「はい」と言ってやってくれたんですが、しばらくして「どうだ」

と言ったところ、「活性は特に高くはないようですね」と。 

 「残念、だめだったか」と思っていた時に、しばらくしたら私の助手の人が飛んできま



 136

して、「大変ですよ、重合の進行が速すぎて温度を制御できません」と。見てみたらエチレ

ンがどれだけ重合しているかという針が振り切れてまして、「すぐ止めろ」と言うことにな

った。止めて開けてみたらリアクターの中がポリエチレンでぎっしりで、真っ白なポリエ

チレンができていました。それが 初ですね。「出来た！」と感無量でした。それが 1968

年（昭和 43 年）の夏の前だったですね。僕が会社へ入ってから１年半位。25 歳位だった

と思います。 

 その時はたまたま先輩たちは当時のチーグラー以来の触媒研究にかかりきりで、みんな

忙しかったということで、僕は新入社員で新しいことをやらせるということで、僕がその

中でリーダー格みたいに自然にしてくれて、人もいっぱいつけてくれたわけですね。今だ

とちょっと難しいでしょうね。好きにやっていいと。それがたまたまそういうふうに当た

ったわけです。 

●それは大変な興奮状態ですか。 

●柏 それはびっくりしましたよ。本当にその時には、「あれっ」と思いましてね。 

 

（工業化への試練） 

●それですぐプラントで使われたのですね。 

●柏 そうはいきませんでした。さあ、これでできたというので開発担当のパイロットを

やっているところへ見せに行った時に、そのポリマーを見て即座に、「これはだめだ」と。

「なぜですか」と問うと、「こんな不揃いでぱさぱさのポリマー、こんなもの運転できない」

と言われたわけです。 

 さらに、「一番大事なのは粒がきれいで締まっていてハンドリングがやさしいものでな

いと、こんなもの工業的には使えない」と言われて差し戻しですよ。がっかりしましたね。

こんなにすばらしいのができているのに、これだったら触媒を取り除かなくてもいいはず

なのにと思っても、エンジニアは「これではプラントが動かないからだめだ」と。終わり

ですよ、それで。 

●その当時の反応形式はスラリー法ですか。 

●柏 スラリー法です。スラリー法をなぜ採用したのかというと、それは触媒を取り除く

のに便利だからです。スラリー法は連続法でやっていましたから、例えばポリマーが攪拌

機に絡まったり排出ラインに詰まったりしたら、もうそれは使い物にならないわけです。

だからあくまでもポリマーの粒がきれいで流動性がいいということが、死命線なんですね。 



 137

 だから、活性が高かったら良いというものではなくて、嵩比重という言い方をするんで

すが、嵩比重が当時でいうと 0.35、つまり１リッター当たり 350 グラム以上でないとだめ

だった。私が作ったのはせいぜい 0.25 位だったんです。 

それでその次からは、いかに粒をきれいにするかで、３年も４年もかかったんです。 

●それは、触媒の問題だったんですか。反応器の問題ではなくて。 

●柏 触媒の問題です。要するに触媒とポリマーというのは相似形なんです。だから触媒

が丸くてきれいになればポリマーも丸くてきれいになる。触媒が揃っていればポリマーも

揃っている。触媒を揃えない限りポリマーも絶対に揃わないんです。 

●活性が高すぎたから逆にこうなっちゃったというわけではないんですか。 

●柏 それもあると思います。それもあるんですけれども、顕微鏡をのぞいたら触媒の塩

化マグネシウムがきれいでないんですよ。大きいのもあるし、小さいのもあるし。それを

いかに晶析して作ったようにきれいにするかということで何年もかかりました。 

●それだけの活性を持った上でですね。 

●柏 活性という点ではでき上がっているのに。それで何年もかかったんです。だから工

業化されたのはずっと後ですね。３年も４年もかかって、その間毎日毎日何をやっている

かといったら嵩比重を上げることだった。 

●その目的のためにはいろいろな手段を尽くしてやられたと思うんですが、どんなアイデ

アでやられたのですか。 

●柏 どうすれば丸くなるかということを考えると、例えばスプレードライというような

やり方で粒状に吹き出させて球状にするといったやり方もあります。 

それから、もとの塩化マグネシウムをなるべくきれいに粉砕させまして、きれいに粉砕さ

れたものをスタートで使うときれいなポリマーができるとか。そういうことを苦労して何

とか嵩比重を 0.36 までこぎつけたんです。 

●当時の触媒の大きさというのはどれ位の大きさなんですか。 

●柏 今でも大体そんなものですけれども、大体 30 ミクロンとか、そんなものです。 

●小さいものなんですね。 

●柏 ポリマーになると、それが 600 ミクロンとか。700 ミクロン位までなります。 

●単純に言うとそれ位まで太るということですか。 

●柏 30 倍くらい大きくなるんです。 

●この研究に大体、３年から４年かかったというというと、1970 数年位までかかった。 
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●柏 かかりましたね。今度は、さあそれで工業化しようということになってやりました

ら、次は「品質が今までのポリマーと違う」と言うんですね。「違う」と。「違ってもいい

じゃないか」といってもだめなんですね。「とにかく同じでなければいかん」と。 

ちょっとしたポリマーの色とか、例えばフィルムを巻き取りますよね。横から見た側面色

といいますが、その色が違うと言う。「違って何が悪いんだ」といっても「違うとだめだ」

と言うんですね。 

●前のものよりよかったというのに、・・・。 

●柏 前のものと同じであるということが大事なんですね。 

●その後の工程で、やはり同じものでないといけないというわけですね。 

●柏 日本はそういうことがものすごくうるさい世界ですね。 

●お客さんの方が。 

●柏 そうです。外国人に言わせたら何でそんなことを日本人は問題にするんだという位、

うるさいわけです。 

●いろいろな機械で測ったような物性が全部同じなのに。 

●柏 よくなってもだめなんですね。よくなってもそこが違うともうだめです。（笑） 

●確かにそう言われますよね、他の製品でも。 

●柏 そうですね、何度も色をこう見たり。それでそれをまた合わせるのにものすごく苦

労したわけです。 

色々ありましたが、塩化マグネシウムを使った高活性触媒（MgCl2／TiCl4 触媒）を開発

しました。私が見つけてからわずか３カ月後に、たった３カ月ですよ、イタリア人が同じ

ことを考えたんです。私よりも３カ月位遅れてイタリアのモンテカチーニの人が同じこと

をやって、塩化マグネシウムに四塩化チタンをくっつけて高活性の触媒を作るというのを

イタリアに特許を出したんです。三井石化の方が３カ月早かったんです。そういうことは

お互いに全く知らずにやっちゃった。 

それが結局、後でポリプロピレンの共同研究につながる一つの原因になったわけです。全

部ポリエチレンと絡んでいるんです。 

（筆者註：三井石化の特許出願が 1968 年（昭和 43 年）8 月 1 日、モンテカチーニの特許

出願が同年 11 月 21 日） 

●別々に考えているんだけど、同じようなものを作ることはよくありますよね。 

●柏 あります、あります。それでモンテカチーニはご存じのようにポリプロピレン主体
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の会社だったんです。彼らはポリエチレンを造ってもあまり価値がなかったんです。彼ら

はでき上がった塩化マグネシウムをポリプロピレンに使おうと思って一生懸命研究したわ

けです。一方、三井石化の中でもポリプロピレンを研究している人たちもいたんです。 

 

【ポリプロピレンについて】 

●ポリプロピレンについてのお話しを次にお伺いしたいと思いますが、ポリプロピレンは

イタリアのナッタさんが発明したんですよね。 

●柏 そうです。ポリプロピレンはナッタという人が 1954 年（昭和 29 年）頃だったと思

いますが発明して、3年後にモンテカチーニが三塩化チタン触媒で工業化したわけですが、

その時に、これは繊維として非常におもしろいということを発表したわけです。当時、テ

トロンのイメージがあったわけです。これはもっと安い糸ができたと。 

 だからみんなモンテカチーニに殺到して、いわゆるモンテ詣（もうで）というのがあり

まして、それで当時の通産（省）は三井、三菱、住友に導入を認めたわけです。ただし、

その三井は三井化学だったんです。三菱は三菱油化、住友は住友化学。だから三井石化は

ポリプロピレンをやらせてくれなかったわけです。 

●行政の方が仕切っちゃって。 

●柏 当時三井化学は、初めは石油化学というものに危惧をしていたと思います。だから

三井石化というのを作ったんですが、石油化学がどんどん伸びてきたから自分でもやろう

という、それは三菱化成さんも同じです。みんな後から自前で石油化学を始めたわけです。 

 同じ三井グループの三井化学がポリプロピレンをナッタの技術で始めたわけです。それ

で、三井石化にはポリエチレンをやっていいが、ポリプロピレンをやってはいけないと。

三井石化はそのうちポリプロピレンもやりたくなったのですが、当時通産省に行っても同

じ三井グループの二つの会社に技術導入というのはなかなか厳しい時代でしたから、三井

石化には許可されなかったわけです。 

（筆者註：三井化学、住友化学、三菱油化の三社は 1962～1963 年（昭和 37～38 年）にポ

リプロピレンを工業化） 

 それで三井石化は何とかして自前の触媒で、ナッタの触媒でない触媒でやるしか手がな

かった。だから、そのための研究はポリプロピレンのチームが一生懸命やったわけです。

これもなかなかハードルの高い研究で、当時のナッタ以外の触媒を見つけなければならな

いわけですから大変な苦労だったわけですね。 
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三井石化のポリプロピレンを研究していた人たちは頑張って、ついに自前の触媒を作っ

たのです。それでやるということで、ポリプロピレンを工業化してしまったんです。 

（筆者註：三井石化のポリプロピレン工業化は 1968 年（昭和 43 年）2月） 

●それはまた別な方法で。 

●柏 特許的にナッタの技術から外れている。当時は日本の石油化学は何とかしてナッタ

の特許を外して作ろうということで、例えばチッソさんであるとか三井石化というのは自

前でそれを見つけて工業化したんです。それには通産省も文句は言えなかった。止めるこ

とはできなかったわけです。 

ただし、三井石化はポリプロピレンを始めて塗炭の苦しみに遭うことになったのです。 

当時、先発したモンテ三社と言われる三井化学と三菱油化と住友化学が完全にマーケット

を押さえていたんです。それで鉄壁な守りで全く入れなかった。いくら持っていっても、

もう駄物というものしか入れないんですね。それで何か技術的なブレークスルーがない限

り、三井、三菱、住友のポリプロピレンの鉄壁のマーケット支配を壊すことはできない。

それには何かとんでもない技術革新がない限り、三井石化はポリプロピレンの中の一流メ

ーカーには当時なれないだろうと。 

 ポリエチレンはチーグラーから独占で買ってきていましたから、これは日本の中で確固

たる地位を持って、高密度ポリエチレンは三井石化という地位は持っていたわけです。そ

こへ持ってきて高活性触媒ができたから、ますます強くなった。この技術を何とかポリプ

ロピレンに応用することによって今ある先発３社に対して何とか風穴が開けられないだろ

うかというのが次の我々の目標だったわけです。 

●三井石化と三井化学は同じ系列ですよね。 

●柏 そうですが、完全にコンペティターです。例えば、三井だと東芝さんであるとか、

三井系のところは全部三井化学が押さえているわけです。 

●ああ、向こうが。 

●柏 そうです。三菱油化さんだったら三菱系列のキリンビールとかみんな押さえている

わけです。だから、他社が行ったって全然だめですよ。買ってくれないわけです。我々の

ところが行っても、買ってくれるというのは小さなところしか入っていけなかったわけで

すね。仕方がないから三井石化は、ポリプロピレンはむしろ家電とか自動車のところは行

っても相手にしてもらえないから、フィルムのところへ行った。 

 フィルムは当時、小さな零細企業がいっぱいあったんです。そこへ機械を貸与したりと
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いうことで、そこへ品物を売りに行ったということでフィルムの中へ浸透していったけれ

ども、いわゆる自動車、家電には入っていけなかったですね。 

 

●ところで、ポリプロピレンには色々種類があるようですが、どれのことですか。 

●柏 ポリプロピレンにはホモポリマーとランダムコポリマーとブロックコポリマーとい

うのがあります。ホモポリマーというのはプロピレンだけの重合物で、ランダムコポリマ

ーというのはプロピレンに一部エチレンが入っている。そしてブロックコポリマーという

のは、まずプロピレンのホモポリマーを作って、その次にエチレンとプロピレンの共重合

体を別に作ったものの混合物です。 

●そのブロックコポリマーの場合は分子同士くっついていないのですか。 

●柏 分子同士はくっついてはおりません。だからアロイとかそういう言い方をします。 

●混合物というのはそういう意味ですか。 

●柏 混合物といっても、わざわざ混ぜたという意味ではなく、今はやりの言葉で言うと

ナノオーダーで分散した―micro separation といいますが、ポリプロピレンのマトリック

スの中に、ポリプロピレンが海だとしますとその中にエチレン、プロピレンの共重合体が

島のように浮かんでいるような構造です。 

●海島構造になっている。 

●柏 海島構造になっているんです。 

●そうしますと、海島の構造を作るのは、やはり反応器の中で作る。 

●柏 そうです。一つのリアクターでまず海の方を作る。次のリアクターで島の方を作る。

海と島が自動的にできるわけです。それを一たん海を作って、島を作って混ぜようとする

と、うまくは混ざらないんです。 

●じゃあ海の中で島を作る。 

●柏 そういう意味です。だから連続です。リアクターは原則的には 低２基必要です。

一つの反応釜でホモポリマーを作り、次にコポリマーを作って自動的にそこで混ぜる。混

ぜるというより混ざってしまう。だから分離はもうできません。 

ホモポリマーというのは大体皆さんが一番わかるのはフィルム、透明なフィルムがあり

ますね、あれが代表的なもの。それからランダムコポリマーというのはちょっと融点を低

くしてヒートシールするので、お菓子の内側などに熱でくっつけている部分がありますね、

あれなんかが代表的なものです。ブロックコポリマーというと、ホモポリプロピレンとい
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うのは硬くて脆いですから、それにゴムを今のように分散させて強くしているのです。代

表的なものは自動車のバンパーです。今みんなポリプロピレンに変わっていますね。あれ

は、我々が造った一番の傑作です。その用途としては、ブロックコポリマーは主に工業用

といいますか、自動車であったり家電であったり、いわゆるワンウエイでないものです。

他の二つは、どちらかというとワンウエイ。フィルムで使い捨てのもの、それからヒート

シールする、例えば食品を包んで熱で閉じる、そういうシール層ですね。全体で、ポリプ

ロピレンは世界中で 3000 万トン位の需要量だったと思います。 

●ポリマーがですか。 

●柏 そうです。2001 年のデータをみますと、ポリプロピレンが 3200 万トン、ポリエチ

レンが 5100 万トン、合計で 8300 万トンですね。だから、ポリオレフィンで大体１億トン。 

 

●先ほどの主としてフィルム用途で売ったという話はホモポリマーですね。 

●柏 そうです。 

●ブロックコポリマーはどうやって伸びてきたのですか。 

●柏 ブロックコポリマーがなぜ日本で発達したかというと、それにも歴史がありまして、

ちょっと話が長くなるんですが、当時ポリプロピレンが高密度ポリエチレンに遅れて出発

したわけです。というのは、チーグラーの技術を見てナッタが作ったから。それで糸に対

して売れると買いに行ったけれども、実は糸なんかには全く売れない。ポリオレフィンは

湿気なんか吸うわけがない。ハイドロカーボンですから。だから服なんかになるはずがな

い。これは全く売れなかったです。 

 次はカーペットだといってカーペットをやったけれども、日本には当時カーペットはほ

とんどないから、それも売れなかった。それで洗面器とかフィルム向けに売っていたわけ

ですね。それで徐々に伸びてきた。 

 その次に、さっき言ったフラフープなどのような一つの異変が起こったのは、ビールの

コンテナです。ビールのコンテナというのがプラスチックになったんです。昔は木の箱で

運んでいたんです。あれは高く積むんですね。あれは硬くないといけないのと、冬の寒い、

例えば札幌あたりでももたなければならないから、低温での強さがないとだめだったわけ

です。低温での強さは、高密度ポリエチレンが圧倒的に強かった。そうすると高密度ポリ

エチレンしか使えなかったわけです。 

 それで三菱樹脂がキリンビール向けに三井石化から高密度ポリエチレンを買ったんです。 
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しかし、三菱（油化）さんはキリンビールに何とかしてポリプロピレンを売りたいわけで

す。しかし、ポリプロピレンだと壊れるじゃないかと。冬寒いところはだめじゃないかと。

それで必死になってポリプロピレン、特に三菱さんはポリプロピレンで低温でも強いもの

を造れないかと一生懸命研究したんです。それがブロックコポリマーです。それでポリプ

ロピレンの中にゴムを入れることによって、低温でも強いポリプロピレンにしたのです。 

●常識的に言ってポリエチレンとポリプロピレンは価格的にはどちらが安いんですか。 

●柏 当時はプロピレンの方がエチレンよりかなり安かった。あれはバイプロ（エチレン

の副生物）だったんです。今はもう逆転しましたが。それからポリプロピレンは密度が低

いです。0.8 台ですから。要するに同じ体積で目方が軽いです。ということは安いですね。

それで家電とか自動車とか、もちろんコンテナもだんだん取られちゃった。 

 そこで三井石化としては、これから世の中はポリプロピレンだと。特にブロックコポリ

マーだと。このブロックコポリマーで先発の３社に対して対抗できない限り、三井石化の

明日はないと。ポリエチレンはあるけれども、ポリプロピレンがないと。これから伸びる

のはむしろポリプロピレンであろうというふうに考えたわけです。 

それで今度はポリプロピレンに力を入れようとなった時に、私に「今度ポリプロピレンの

触媒活性も 100 倍上げなさい」というふうに上司が言ったわけです。 

 

【ポリプロピレンの研究】 

（研究の背景・目標） 

●ポリプロピレンの研究を始められたのは何年頃ですか。 

●柏 それは 70 年代、1973、4 年（昭和 48、49 年）頃、そんなものだと思います。 

当時ポリエチレンとポリプロピレンの研究を同じにするというのは気違いざたで、片方は

立体規則性が要る、片方は要らない。全く発想が違ったんですからね。 

●ポリプロピレンの場合、立体規則性というのはどのようなことでしょうか。 

●柏 立体規則性というのは、ポリプロピレン中のメチル基の向きが同じものをアイソタ

クチックといい、アイソというのは同じという意味です。ポリプロピレンとして有用なの

はこれです。そして互い違いになっているものがシンジオタクチックといい、メチル基が

ランダムになっているものをアタクチックといいます。アタクチックは軟らかい半固体状

で特殊用途にしか使えません。当時の三塩化チタン系の触媒ではアイソタクチックが 90～

93％で、残りはアタクチックです。それで、触媒の活性も低いですからたくさん使うので、
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触媒もアタクチックも両方とも取り除かないと製品になりませんでした。 

（筆者註：触媒除去を脱灰、アタクチックポリマー除去を脱 AP という） 

 それで、ポリエチレンで 100 倍活性を上げるというのはいいんですが、ポリプロピレン

の場合、触媒活性を 100 倍上げる上に、立体規則性も上げないといけないわけです。 

 当時の触媒の技術ではアタクチックポリマーができる量を例えば３％位減らそうと思う

と、活性が半分位に落ちたんです。要するに活性と選択性というのは必ずトレードオフで

すから、選択性を上げようと思うと必ず活性を落とさなければいけない。活性が半分にな

っても高々２％位しか選択性が上がらなかったものを、活性を 100 倍に上げて選択性を

10％上げろという話ですから、もうそれは（笑）。 

 当時は次の来るべき新しいプラントに向けてと、しかもその当時は、いわゆる石油ショ

ックがありまして、今は地球温暖化ですが、あの頃は省資源・省エネルギーというのが

大の眼目だったのです。だからエネルギーを消費しない、資源をむだに使わない方法を考

えろですから。ポリプロピレンでもなんでアタクチックポリマーなんか造るんだと。アタ

クチックポリマーを造らずに、そのまま全部ポリプロピレンが製品になったら、これほど

省資源なことはないと。しかもそれが触媒を取り除かなくてもいいようなもの、すごく合

理化されたプロセスで、しかも溶媒のいらない気相重合ができて、それが理想なんです。 

だから、そういうのができることが一番いいことなんだという論理が成り立ってきまして、

それで、会社としてもぜひそれをやろうということになった。 

 さらに、マーケットにおける支配体制といいますか、マーケットの体制を打破する、一

変させるためのブレークスルーになるのではないかというような背景のもとに、研究を始

めたわけです。 

 

（理想の触媒開発への挑戦） 

●それまでの常識ではできない理想の触媒開発に挑まれたわけですね。 

●柏 これはどうやったら何とかなるかなと思って、まず塩化マグネシウム触媒、ポリエ

チレンに使った触媒（MgCl2／TiCl4 触媒）を使って。ポリプロピレンというものを生まれ

て初めて作ってみましたら、結果はミゼラブルなもので、アイソタクチックという欲しい

ポリマーの収率が大体 30％、アタクチックが 70％、とても話にならない。30％というのは

話にならないわけです。 

これは予想したことで、それはそうだろうと思いましたよ。 
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●常識の線だったんですね。 

●柏 そうです。ただし、その時の活性を計算してみたら立体規則性は 30％だったけれど

も、それはちゃんとしたアイソタクチックのポリプロピレンだったんです。30％と選択率

は低いけれども、その活性たるものは今ある三塩化チタンに比べて 100 倍以上活性が高か

ったんです。アタクチックを作る活性が何百倍も高かったからまずかったのであって、ア

イソタクチックを高活性で作る能力といえばちゃんとあったわけです。アイソタクチック

の活性点を殺さないでアタクチックの活性点だけを選択的に殺せば、ゴールがあるわけで

す。そういう発想に次は立ったのです。 

●なるほど。 

●柏 そのためにどういうことが考えられるかというと、オレフィン重合の触媒の活性種

というのは、特にアタクチックの活性種というのは酸性的な性格を持っているというふう

に考えられていたのです。だから、うまく塩基的なものを重合の系内に触媒の中へ加える

ことによって、選択的にそういうアタクチックの活性種を殺すことができるのではないか

と考えて、色々なものを絨毯爆撃的にやったわけです。そのうち、エチルベンゾエート、

つまり安息香酸エチルという、香料ですよね、それが見つかった。それを入れると立体規

則性が一挙に 90％位に上がったんです。活性はそんなに落ちなかった。 

●入れると申しますと。 

●柏 重合系内にただ入れるんです。例えばさっき言った塩化マグネシウムの触媒があり

ますね。その系内にエチルベンゾエートをぽっと入れるだけです。添加するだけ。それを

加えると、それが活性種のところへ行って殺すんでしょうね。 

 それを後から入れるだけではつまらないということで、何とか固体の触媒の上にそれを

一緒に担持すればいいじゃないかということで、運がよかったのは、先ほど塩化マグネシ

ウムの担持触媒を作るときにどうやったかというと、電子供与体を入れて塩化マグネシウ

ムを崩すと言ったでしょう。その崩すものの一つとしてエチルベンゾエートも使えたわけ

です。エチルベンゾエートで塩化マグネシウムの触媒を処理して、まず塩化マグネシウム

の構造を壊してしまう。そこへ四塩化チタンを反応させますと、エチルベンゾエートを持

っていく。 

 そこへチタンがくっつくのですが、その時完璧にエチルベンゾエートを持っていかない

で固体の上に少し残るんです。それがうまくチタンの活性種の横にくっついたんでしょう

ね。だから立体規則性が一気に上がったんですね。 
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●これを加えると発想したのは何か事例があったのですか。偶然ですか。 

●柏 いろいろやって、絨毯爆撃です。 

●じゃあ、いろいろなものをやったわけですね。 

●柏 そこら辺にある化合物を全部やりました。何でも入れてみたということです。 

●体力勝負だ（笑）。 

●柏 これでできたというので、その触媒（PP 用 MgCl2／TiCl4触媒と呼び、第２世代触媒

とする）をパイロットに持っていったら、またさっきのように嵩比重の問題が起こったわ

けですが、それを改良してパイロットでも対応できるようにした。ただし 93％位ですから、

まだ７％から 10％のアタクチックはできるので、取り除かなければいけないわけです。ス

ラリー重合だったので溶媒の方に流れていきますから、あと遠心分離して分ければ分けら

れるわけです。 

●すごい発明をされたのですが、始めてからどの位かかったのですか。 

●柏 そうですね。1975 年（昭和 50 年）にはできてましたから、２年位ですかね。 

 

（共同研究） 

●1975 年といえば、モンテエジソン（ポリプロピレンを世界初で企業化したモンテカチー

ニの後身）との共同研究が始まってますね。 

●柏 そうです。そうこうしている時に海の向こうのイタリアから声がかかったわけです。

三井石化という会社が似たことをやっていると。モンテエジソンは、自分らはものすごい

触媒を見つけたと思ったわけですが、調べてみると日本の三井石化が同じようなことをや

っているということがわかった。それで特許的にはお互いに三井石化が早かったり、モン

テエジソンが早かったりだったんです。 

 それでお互いに喧嘩するよりは一緒にやりませんかということになって、当時はモンテ

エジソンというような海外の大会社と共同研究する時には大体、日本は不利な条件を押し

つけられたんですね。ところが完璧に対等な契約が 1975 年 10 月に結ばれたんです。 

●そんな経緯から始まったのですか。 

●柏 それで私がたった１人でイタリアに行きまして、そしたら当時のナッタの弟子で、

きら星のごとく文献に出てくるような有名な人がおるわけです。ナッタのコ・ワーカーだ

った人がね。「はあ、この人たちがそうなんだ」と。それで向こうは「三井のリーダーは誰

だ」と探しているわけです。「いや、私が１人来た」と。「おまえみたいなのが来たのか」
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と言うわけですね（笑）。それで彼らのラボへ行きまして、そこで一緒に実験したんです。

そしたら、その日の中に性能がまたものすごく上がったんです。 

●それはこちらから持っていった触媒でやったんですか。 

●柏 持っていったんです。そしたら、その触媒が自分でやるよりもモンテエジソンでや

った方が、性能がよかった（笑）。 

●・・・（笑）。 

●柏 そういうことがありましたね。それはなぜなのかと後で調べたら重合の仕方が少し

違ったんです。彼らの方法は重合を始める前に溶媒を入れてやるのですが、そこにプロピ

レンでまず中身を置換して、そこに触媒を入れるんです。うちはチッソで置換して触媒を

入れて、その次にプロピレンを入れるんです。これはポリエチレンの時代からそうだった。

モンテエジソンはプロピレンを初めから張り込んだところからやっていた。 

 何が違うかというと、オートクレーブで温度をずっと上げていくわけですね。その間に

片一方はもう重合が始まるわけです。片一方は温度が上がるまで始まらないわけです。そ

こに気づいて、ちょっと初めに処理してみたら活性がまたバーンと上がった。そういう技

術も即日見つかって、それで共同で特許を出そうということになったのです。 

●まだそこまでは特許には書いてなかったんですね。両方で話をしたら違うというので。 

●柏 そういうことです。それで当時モンテエジソンが言ったことでびっくりしたのは、

この技術で将来世界中に技術を売りまくろうと。三井石化にはそんな発想はなくて、当時

の日本の化学会社というのは何とか他社に特許料を払わないで自前でできたら御の字だと。

まさか自分らの技術を外国に売ろうなどという発想はほとんどなかったですよ。 

それで「君達の特許の書き方は下手だ」と言われました。「でき上がったもの、物質で特許

を書くんだ」と。「それならどんな方法で他社がやろうが引っかかるんだ」と。こういう特

許を書こうというので書いたのです。その特許が出たために世界中に技術が売れた。他の

会社は逃れることができなかった（笑）。 

 それがモンテエジソンとの始まりであり、ポリプロピレンが世界で初めてアタクチック

はありましたけれども、触媒を取り除かなくてもいいプラントができた 初だったのです。 

（筆者註：三井石化は PP 用 MgCl2／TiCl4触媒で 1975 年（昭和 50 年）に操業開始） 

それを新聞で発表した途端にやはり注目を浴びて、我々の三井石化のポジションも多少は

上がったんです。 

●技術を売りますね、そういう場合は、売り上げ代に対して何％もらえるという形ですか。 
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●柏 そういうことです。 

●量じゃなくて。 

●柏 もちろん量もそうですけれども、セールスに対して何％というやり方です。我々触

媒も売りましたし、技術も売りました。その時に会社が大きな戦略の転換をしたのは、三

井石化だけでその技術を独占するというのではなくて、世界にあまねくそれを出して技術

でお金を稼ぐ。そういうソフトでお金を稼ぐというような考え方ですね。そういうふうな

考え方でしたから、多い時には日本の技術収入の１、２位だったということは何年もあり

ました。ソニーさんとかそういうのも含めてですよ。 

 それで世界中に技術がダーッと増えていったんです。共同研究しているうちに性能はど

んどん伸びまして、三井石化が「こういうものはおもしろいよ」と言ったらモンテエジソ

ンの方が、「いや、こっちの方がおもしろいよ」と。ここはどうしたらおもしろいかやって

みようというのでやって、どんどんよくなりまして、 終的に系内に入れるものは 初に

やったエチルベンゾエートと全く違うような化合物、例えばジエステルとアルコキシシラ

ンの組み合わせようなものに変わってしまいました。（この触媒を第３世代とする） 

 その触媒は、活性が 100 倍以上で、アタクチックポリマーはほとんどできません。 

0.何％しかできない。だから、アタクチックポリマーを取り除く必要がなくなった。 

それで世の中からアタクチックポリマーというのはなくなったわけです。アメリカではア

タクチックポリマーを集めてカーペットの裏の糊に使っていたんです。それが、アタクチ

ックポリマーが世の中から消えたためにこれは大変だと言って、わざわざアタクチックポ

リマーを製造する方法はないかなんていうことまで起こりそうな異変が起こったわけです。 

 それと同時に立体規則性がものすごく上がったものですから、できてくるポリプロピレ

ンが固くなって、その上耐熱性が上がったんです。それにゴムを入れたさっきのブロック

コポリマーの性能がうんと上がったものですから、いよいよ自動車に使えるようになった

わけです。自動車のバンパーだとか内装とかいうのは耐熱性がないとだめなんです。熱く

なりますから。耐熱性がものすごく大事なんですね。そういうバランスもとれるようにな

った。バンパーなんか熱くなってきて下に垂れ下がるようではだめで耐熱性がないといけ

ない。薄くて強くないといけない。目方を軽くしなければいけない。そういうことが触媒

とプロセスで改良された。 
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（気相法プロセス） 

●それで気相法、流動床のプロセスが可能になったわけですか。 

●柏 そういう良い触媒が出てくるとプロセスとしては必然的に気相が良いということに

なってしまうんですね。スラリーなんかにする必要はないわけですから。それこそプロピ

レンと触媒を入れて１段目でポリプロピレンを造って、２段目にきた時に、そこへ今度は

エチレンをちょっと入れて粒の中にゴムができてくるわけです。それがきれいに分散して

いって、出てきた物を成形すれば自動車のバンパーになる。ものすごく安くていい材料が

できるようになったわけです。 

●スラリー法で触媒の形のことをお聞きしましたが、同じようなことが気相でやる時には

問題にはならなかったのですか。 

●柏 その時にはポリエチレンの知識がありましたから。ポリエチレンで丸くする技術を

持っていましたからね。それをポリプロピレンにそのままやればよかったわけです。 

●それは応用できたわけですか。 

●柏 できたわけです。違いといえば、ポリエチレンの方が発熱量は高いですから、どち

らかというと、その分だけ熱除去がポリプロピレンの方がやさしいんです。目方当たりの

発熱量が低いですから。 

 

●先ほどの気相法ポリプロピレンの時に応用できたポリエチレンの技術というのはスラリ

ー法の技術ですか。 

●柏 気相法の技術というのはポリプロピレンで独自に作ったんです。ポリエチレンには

なかったんです。プロセス的には気相法プロセスを作ったのは峯島とか神田とかのエンジ

ニアの人達です。 

●文献には気相法でやると、アタクチックポリマーが非常に少なくてもくっつくとか。そ

れはまだまだパーセンテージが多い場合の話ですか。 

●柏 そういうことです。くっつくとか、くっつかないということをまず解決したのは、

一つはポリマーを大きくするということだったんです。さっきちょっと申し上げたのは、

スラリー法で大体 20 ミクロン位の触媒だと言いましたけれども、いま世界の主流は 50 ミ

クロンとか 70 ミクロン位の大きさの触媒です。そうすると、できたポリマーが１ミリとか。

そうすると大きいとくっつくところの接触面に対して目方がききますからくっつかないで

すね。小さいほどくっつきやすいわけです。だから大きくすることによってもくっつかな
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くしているし、アタクチックポリマーがないことによってくっつかなくしているわけです。 

●流動層でやっている触媒というのは割と大き目な触媒ですか。 

●柏 大き目な触媒です。ものすごく大きいですよ。 

●その大きくするというのは難しい技術でしょうね。 

●柏 ものすごく難しいです。塩化マグネシウムを丸くしなければいけないわけですから、

やさしい技術ではないです。それはもうみんなノウハウを持っているわけです。 

●そのノウハウを持っているというのは三井石化さんが。 

●柏 持っているし、他の会社でも持っているところがあります。 

●その辺もやはり柏さんのチームが開発された・・・。 

●柏 そういうことです。 

●触媒の大きさを大きくするというのは大変な技術ですか。 

●柏 大変な技術ですね。難しいです。大きくすると揃わなくなりますし、形がいびつに

なったりしますし、壊れたりしますから。だから、それは晶析の技術みたいなのがいるわ

けです。 

●ポリエチレンの触媒を作られた技術と同じようなものですか。 

●柏 そうです。 

 

●ポリプロピレンの技術は世界に技術供与されていますね。資料を見ますと気相法だけで

も 200 万トン以上の技術供与となっていますが。 

●柏 ポリオレフィンは世界で１億トン位造られていると言いましたが、その中の大体７

割位は私どもが作った技術です。その中、ポリエチレンが半分位で、ポリプロピレンはほ

とんど我々が作った技術です。我々というのはモンテエジソンとの共同研究成果というこ

とですが。 

●そういうことですか、なるほど。世界を抑えたということですか。 

 

【研究環境】 

●ポリプロピレンの研究を始められた時には研究のリーダーだったのですか。 

●柏 あの頃はリーダーといっても、まだ 30 歳位だったですから。 

あの当時は人はいくらでもくれましたから、たくさん人がいましたね。その分野に 10 人以

上いたんじゃないでしょうか。人はいくらでもくれました。 
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僕は実験が下手で精密な実験ができないものですから、僕の場合幸いだったのが、いっぱ

い仲間をくれたんですね。 

●テクニシャンに当たる人ですね。 

●柏 当時は工業高校出の人を年間に何百人も採ったんです。しかも優秀だったんです。

だから、あの人たちがものすごい精密な実験をやってくれました。 

昔のオペレーターの人はきちっと職人さんみたいに、人が器具をさわっただけでも怒りま

すからね、さわるなと。その位うるさいですよ。それから、その人たちがやった実験の結

果というのは絶対間違いないですからね。ちょっとした違いでも見落とさないです。そう

いう環境に恵まれていたということと、そういう時代背景がありましたね。 

 

●触媒の研究は柏さんをリーダーとするようなチームがあったのですか。 

●柏 そうです。それは自然発生的だったんですが。三井石化の場合は割合今のように厳

しい管理がなかったものですから、パイロットのリーダーの人が全部を集めてやったんで

す。その上の本社には技術を担当している人がいて、その人の強いサポートがあったもの

ですから自然発生的に、当時若い連中が集まって全部やらせてくれたんです。 

日本化学会とか化学工学会の賞をいただいたメンバーが、プロセスの方には峯島とか神田

がエンジニアで一生懸命やったんです。 

（筆者註：昭和 60 年 4月、日本化学会化学技術賞受賞。昭和 61 年 3月、化学工学会技術

賞受賞） 

●賞をもらったこの方たちが一体になってやられた。 

●柏 そうです。毎日彼らは私のラボに来ていますし、私はパイロットにずっと朝から座

っていましたし。 

●柏さんが全体のリーダーではなかったのですか。 

●柏 プロセス開発は峯島がリーダーでやったんです。物性は物性でまた物性屋さんがい

ましたから。 

●触媒のリーダーが柏さんですか。 

●柏 そうです。峯島らは大した度胸だったですよ。何にもなしで 初のプラントをいき

なりやったんですから。ほとんどトラブルなしに動かしました。 

●本社の担当部署のサポートはどうだったのですか。 

●柏 本社には企画担当の人がいました。我々研究をやっている者にしたらそういう人た
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ちはもちろん一生懸命ファイナンスのサポートをしてくれたということですが、我々現場

でやっている者にはあまりそういう実感はなかったですね。 

●不自由しなかった。 

●柏 不自由しなかった。 

●お金としても。 

●柏 お金としても。 

●この研究をトータルに管理する上司という方はもちろんおられた。 

●柏 いたんでしょうが。 

●いるけれども、基本的には暴走しちゃっているわけですね（笑）。 

●柏 極端に言えばそうですね。 

●やれと言われて。やらなくてという感じですか。 

●柏 そういうことです。 

●あまり上司の話が出てこないから。 

●柏 上司はやれと。当然、私の上司もちゃんと研究室には室長さんがいました。所長さ

んもいましたけれども、もうおまえの好きなようにやれと。おれは、口は出さないから好

きなようにやれということで、自由にやらせてくれました。 

●昭和 50 年代ですからオイルショックとかいろいろあった。その当時というのは三井石化

さんも全体的には余裕があるかというと、必ずしもよくなかったわけですよね。 

●柏 ひどい、ものすごい構造不況業種です。 

●ほとんど大卒が入らなかった時代ですね。 

●柏 大変な時代がありました。毎月赤字で、会社どうなるんだろうという時もありまし

た。そういう時でも研究開発費はあまり削らなかったですね。 

●それは環境に恵まれているというか、これしかなかったというか（笑）。 

●柏 恐らく全体としては削られたんだろうけれども、僕らのところはあまり削られなか

ったんですね。というのはライセンス料とかで稼いでいましたから。 

●ああ、もう既に。そのライセンスというのはポリエチレンですか。 

●柏 ポリエチレン、ポリプロピレン、両方です。それともう一つは、モンテエジソンと

の、外国の会社との共同研究ということは、一つの会社としてもやらざるを得ないといい

ますか、自分のところだけやめるというわけにいきませんね。ちゃんと契約していますか

ら同じ位のソースをかけてやらないと信義にかかわることですね。そういう点からもやり
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やすいといえばやりやすかったですね。 

 

●我々がこういうお話を伺いますと、かなり上司の支援だとかサポートというのが研究開

発の大きなことをやる時に影響力があると言われるんですね。だけど今のお話からすると、

上司よりもむしろ若手のそういう人たちがどんどん自主的に開発したというのは、石油化

学というものについて特に造詣が深いという人が必ずしも上に少なく、「おれの背中を見

てついてこい」ということじゃなかったということですかね。 

●柏 平均年齢が 20 歳台だったわけですから、いい意味でも悪い意味でも、そういう人が

いなかったんでしょうね。だから、どちらかというとみんな一匹オオカミみたいな人がや

ったということです。そもそも技術を導入する段階でもそうであって、戦略に基づいて何

のかんのというよりもワーッといって買ってきたというところですから。 

●そうですか。でも、それを徹底してやれる雰囲気と実際やった実力と両方伴っていたと

いうところが、 後の成功に導いたんですね。それをこっちが混乱していたら、会社その

ものが危ないですものね。 

●柏 結局、当時若い連中が集まりまして、僕ら同期が何人もいましたけれども、そうい

う中で切磋琢磨し、協力して。うるさいことを言うのがいなかったし、権威者もいなかっ

たし。そういう意味から自由にできたんですね。 

●でも伺っていると、みんながそういう方を向いているところがまたすごいですね。おれ

がもっとこんなことをやる、ではなくて・・。 

●柏 管理という意味では問題があったんでしょうね。そういう反省があって石油ショッ

クの後は、やはりＲ＆Ｄといえどもちゃんと戦略とかそういう管理をしなければいけない

というようになりました。 

●もちろん今はそういう専門家はたくさんいるでしょうから。 

●柏 今はもうそうはいきません。 

 

●話は飛びますけれども、かずさのアカデミアパークで触媒関係の国際シンポジウムを開

かれたのも三井化学（現在）さんですよね。Ｒ＆Ｄに対する考え方が化学分野ではものす

ごく進んでいる文化というように思いますが、もともとおありなのかなと。 

●柏 あれは中西前社長が推進したのですが、やはりポリオレフィンに対する思い入れが

あるわけです。だから触媒といってもポリオレフィンの触媒です。私もあの日 後に講演
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をやりましたけれども、結局三井化学（現在）というと、触媒というとポリオレフィンの

触媒が主体にならざるを得ないんです。それが今でも、いい意味では思い入れなんでしょ

うけれども、それがずっと後を引いているなと思います。 

 

【発想の原点】 

●先ほどから何か理詰めに考えておられて、こうすればブレークスルーにつながるんじゃ

ないかというような発想をされて、それから絨毯爆撃的のこともありましたけれど、思い

通りにやって成功されたようですが、よく他の方から飯も食えずに考えたなどと聞きます

が、そこに至るまでの発想の原点といいましょうか、発想法などがあると思いますがお聞

かせいただけますか。 

●柏 僕の場合、割合うまく当たったのは「一見同じだと思うことに違いを見出そうと。

皆さんがこれは同じようなものだというのに、いや、違うと。どこか、何か違うと。その

違うところをやるとまたおもしろいことが出てくる。逆に、これは全く違うと言われるも

のの中に同じところが必ずある」と考えたからでしょう。それを見抜けばおもしろい。だ

から、塩化マグネシウムと三塩化チタンは同じだと思わない人が普通ですよね。 

 もしかしたら同じかもしれない部分もあります。違う部分もいっぱいあります。塩化マ

グネシウムと三塩化チタンは同じなんて馬鹿かと思う。でも、こういう目で見れば同じと

ころがある、こういう目で見れば違うと。それがコツだったような気がします。 

●そういう風に考えられる発想の原点、源というのはなんなのでしょうか。 

●柏 やはり「あまのじゃく」なんでしょうね。人がこっちだと言えば、いや、そうじゃ

ない。何か違うと言えば、いや、おれは同じだと思うと。同じだと言えば、いや、違うと

思うと。自分でやってみると、ひょっとしたらこういうところは同じであるかもしれん、

違うところもあるかもしれん、というようなところが。 

●個人の問題じゃなくて会社の風土がそうなんですか。 

●柏 個人の問題もあるでしょうね。それと僕は意図的にそうしようとしているのです。

研究者というのはややもすると反対だけする人はおりますね。「あまのじゃく」というのは

いっぱいおるんです。違うところだけを言う人がおる。いや、それは違うよ。君は馬鹿だ

な、そんなことも知らないのかと。逆にこれとこれは同じだという人はあまりいないんで

す。同じだという方が大事なんですね。共通性を見出す方が難しいんです。違うところは

簡単に指摘する。違うところだけ指摘したら、もうそれで終わりになっちゃうんです。 
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●視点が広くないとできないですね。これとこれが同じというのは他のことも知っている

からできることですよね。 

●柏 若い時に、ノーベル賞をもらったフランスのレーン先生に「創造性というのはどう

やって培うんですか」と聞いたことがあるんです。そうしたら先生が、「一つのことを深く

知ることと、浅くでもいいから広く知ることだ」と言われた。広く知ることと深く知ると

いうことは、共通性と違いを見るのにはいいのではないかという気がしますね、今でも。

だからさすがにあの先生は立派な洞察力を持っていらっしゃるんだなという気がします。 

 

●仕事以外の趣味というのはどういうものをされておられるんですか。 初に言われた文

系の発想というのも生きているのかなと思いますが、・・・。 

●柏 若い頃は落語が好きでした。落語のしゃれというのは、それもしゃべりというのは

ものすごく参考になりまして、落語がすごいなと思うのは、もうわかりきったことを言う

んでもおかしいんですね。あれだけの話術があれば講演してもみんな付いてくるはずだと。

みんな寝てしまうというのは、やはり下手なんだと。それから同じことを言ってもおかし

い人とおかしくない人がいるというのは……。だから僕は落語というのは好きですね。 

 それから食べ物ね。食べ物でもみんながあんなものは同じじゃないかと言うけれども、

いや、違うぞと。ここのはうまいし、ここのはうまくないと。そういうのが好きですね（笑）。 

●それは男性にしては少ない方ですよね。男性は往々にしてどこもみんな同じ。食べるか

食べないかだけの問題で（笑）。 

●柏 微妙に違うんですよ。 

●料理なんかもご自分でなさるんですか。 

●柏 料理はやらないです。料理はやらなくて、どちらかというとチェックする方です。 

●前にコマーシャルがあったじゃないですか。「違いのわかる男」ということですね。 

 

【ものづくり、若者への提言】 

●ものづくりとか、若い研究者にこれからどんなことを期待するかというようことについ

てのお考えをお聞かせください。 

●柏 僕はやはり技術を志して興味がある人というのは、物を作るということが 大の喜

びだと思いますね。理論を作ることも大事ですが、物を作るならやはり世の中に出したい

ですね。特に企業に働く者にとってみたら、やはり自分の作った物が人々の役に立つ、マ
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ーケットに出ているということが 大の喜びだろうと思うんです。 

 そのためには、やはり会社の戦略となるべく合致させた方がいいと思います。会社の戦

略と自分の作りたい物が合わなければ、会社を変わらなければならないこともあるかもわ

かりません。会社が興味を持っていないことをいくらやっても、戦略が合わないと実を結

ばないですよね。そこはポイントだと思うんです。物を出すことに夢を持って頑張ってほ

しいということと、 終的なアウトプットを早くイメージして、それが会社と合っている

のかを考える。 

 これからの人は会社を選べる時代になった。僕らの時代というのは会社を選べる時代で

はなかったですから、僕はたまたま会社の戦略と合う仕事をしてきたからこういうふうに

物を世の中に出すことができたけれども、それに合わないために能力がありながら結局研

究者としてあまりハッピーでなかった人もいっぱいいますよね。能力的にはすばらしい人

たちがいっぱいいましたけれどもね。やはり会社の戦略と合わないと難しいでしょうね。 

●そういう場合、どういうふうにしたらいいんですか。やはり自分で自分の考え方に合う

ような新しい環境を探すとか・・・。 

●柏 作るということと、やはり会社が目指しているものをよく知って、その方向に自分

の興味をなるべく持っていくということでしょうね。いつまでも古い技術にしがみついて

もしようがないですから。 

 

●ちょっとそれに類するんですけれども、 近、特許なんかに対する対価を認めるべきで

はないかという考えがありますよね。今こういう装置産業なんかですと、今お話を伺って

もいろいろな人のサポートもあったかもしれませんけれども、こういう中での技術対価と

いうことについて何かお考えがありますか。 

●柏 私の会社は大分その辺は 近、変わってきまして、やはり明らかに技術輸出である

とか、あるいは特許のライセンスをしたというのは、はっきり利益が計算できますよね。

そういうものに対しては、やはりそれに対して払おうということはちゃんと制度化されて

きました。 

 欧米の会社はそういうのは全くなくて、特許に対しては会社のものであるからというの

がはっきりしています。一銭ももらえませんということで。僕は個人的にもう少し日本が

技術で生きていくためには、やはり技術屋で生きていける環境がもう少し整ってくれれば

いいなと思います。大分よくなりましたけれども。技術で立派な人は技術で処遇されても
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いいのではないかと思いますね。それはやはり特許とか知的財産でやるべきであって、こ

れから知的財産をいかにとるかということがものすごくポイントではないですかね。 

●今、柏さんのお話を伺っていると、会社の方針があったかもしれませんけれども、客観

的に見て、その方針に向かって新しい若い力だけで持ってきたというので、かなり評価し

やすいですね。上の人がみんなに分散して、まとめてみたらこれだけできたというのでは

なくて、こういう人たちは私なんか評価しやすいなと思いますけれども。 

●柏 そういうのがもっとあってもいいんですが。というのは、私なんか非常に例外で。

文部科学省なんかでも産業界の人を表彰しようと調べると、評価をしようにも、そういう

人があまり見えてこないのじゃないかな。というのは、会社の場合は仕事が変わるわけで

す。そうすると誰がやったのか分かりにくくなる。一つのことを何十年もやってきた人間

なんていうのは、ほとんどないに等しいんですね。 

 そうすると、その時の上司だった人が表彰されたりするわけです。そうすると、よくわ

からんわけでしょう。やはり１人の人間でも育てるという気が大事ではないですかね。 

●こういう聞き取り調査に当たって、有名な商品または製品を調べていき、ある会社に中

核になった人を紹介してくださいというと、そんなの特定できないという会社も結構ある

んです。会社でやったのであって特定はできないと。 

●柏 特定の人間にそういうのがいかないように、できるなら担当をぱっと替えてみたり、

別の人が入ってきて、どちらがやったかわからないようにしてみたりするというところが

あるのですかね。１人のヒーローを作るというのがいいことなんだか、悪いことなんだか

（笑）。 

●恐らく知的財産に対する対価みたいなものがあると面倒だから、なるべく薄めるために

やると、本当に優秀な技術者が出にくくなる。 

●柏 育たなくなると思いますよ。僕はやはりそれはやめた方がいいのではないかと思い

ます。外国の例を見ても、デュポンなどでもフェローという制度があって、私のタイトル

も『シニア・リサーチ・フェロー』とついているのですが、こういう制度がなかなか根づ

かないというのは外国も似たようなものですね。 

●そういう形でやはり技術の本当の力を出した人に対して敬意を表するというのはいいこ

とだと思いますね。 

●柏 そういうふうにどんどんなっていけばいいんですけれども、なかなかそれが。どう

しても経営に強い人の方が評価されるようになりがちですよね。 
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●鶏が先か卵が先かではないけれども、技術があってできたのか、経営がうまかったから

か、この辺が考え方の違いですかね。 

 

● 近の若いケミストだけに限らず一般的な技術者をどう見ておられるのか、あるいはど

うあるべきなのかというあたりをお聞かせ頂けますか。 

●柏 技術論的には競合分析と言っているんですけれども、人が持っている技術と自分の

持っている技術は本当に強いのか、何が強いのか、何が弱みなのかというところをちゃん

と自分で把握すべきだと思います。自分の強いところだけを言うという人もいるんですね。

それで相手をものすごく過小評価する、自分は過大評価する。これではだめで、やはり冷

静に判断すべきです。 

 僕は外国の共同研究を今でも他社とやっていますけれども、外国の人たちと一緒にやる

というのもいいですね。要するに自分たちとは違った立場でやる人というのは非常にいい

ですね。それから、やはり国際的になることもいいことだと思います。日本人も 近は国

際学会でも堂々と発表する人も随分増えてきました。客観的に自分を見るのには、そうい

う国際舞台へ出て自分を磨くというのも一つだと思います。 

●若者に対するメッセージということで、国際的というのは一つの重大なメッセージだと

思うんですが、若者たちが国際的になるためにはどうしたらいいんでしょうか。これは個

人的な部分と組織的な部分と両方あると思いますが。 

●柏 国際的になるというのは、僕のところの若い人にやらせるのは、とにかく 初は下

手でも行って、まずとにかくやってみろと。私がそうだったですから。英語もろくすっぽ

しゃべれなかったのに、とにかく恥をかいてでもいいから、とにかくやってみろといって

ます。中身がある程度おもしろかったら外国人でもちゃんと聞いてくれると。中身がしっ

かりしていたら聞いてくれるし、そこでやっているうちに力がついていきますから、まず

はあまりしり込みせずに、完璧にやろうと思わずに、まずトライしてみなさいということ

ですよね。 

 自分はこういうところへ出て、こういうことをしゃべるんだと目標を持ってやるという

ことは大事ですね。やはり戦略ということになると、大きい目で見ると戦略ということに

なるんでしょうけれども、やはり自分は次のステップとして何をやるんだというマイルス

トーンみたいなものを……。イチロー選手なんか常にそうじゃないですか。次に何をやる

と。通過点にすぎないと彼はすぐ言いますよね。彼は一流なんだからそうでしょうけれど



 159

も、その人なりに全員持てると思うんです。 

●サッカーの中田選手なんかも、イタリア語をあっという間に上手になりましたね。個性

もあるのかもしれないけれども、やはり難局を自ら切り開く努力をしているんでしょうね。 

●柏 今の人の方がすごいですよ。そういう意味で助かったのは、僕らの頃は僕らの上司

はみんな英語がだめだったんですよ。こちらは平気で手まね足まねでやって、それで慣れ

ていったところがありますよね。 

 今の人はあまり外国人に対してでも物おじせずにやりますから。この間私のところの若

い人にアメリカの化学会でしゃべらせましたけれども、ちゃんと紹待講演でやりました。 

●日本の化学工業というのを若い人たちがどう見ているのか、私なんかちょっと不安に思

うところがあるんですけれども、そんなようなところは・・・。 

●柏 今は僕も外国の人といっぱいつき合っているんですけれども、 近、外国の有名な

会社のトップが日本に来て日本を見直したと言うんですね。やはり日本の会社がみんない

いところがあって、それはキーテクノロジーを持っているところだと。 

●なるほど。 

●柏 その会社が持っているキーテクノロジー。あるいは戦略が非常に明解であると。そ

ういうところを見るべきであるという。外国のトップでもそうですね。 

●中国から、製品がどんどん入ってきていますね。これに対してはどんな見方をされてい

るんですか。やはりキーテクノロジーという点では彼らはあまりないのかもしれませんが。 

●柏 いや、彼らは今、化学関係では全く昔と違ったなと。僕らが十数年も前に技術指導

した頃には、当時の指導者というのはいわゆる老帥という人で、70 歳とか 60 歳位の人が

多くて人格円満で日本の言うことを聞いてくれる人たちだったですが、今のリーダーは違

いますね。みんな欧米の大学を出てきて英語はしゃべる。日本の技術を改良して、競争力

をつけてくるものすごいエリートです。 

 シノペック（中国石油化工）なんて世界の冠たる化学企業です。研究所長とか社長が 40

代ですし、だからどんどんアメリカ的になって昔と全然違います。やりにくいですよ、正

直言って。 

今はもう周りがだんだん変わってきましたね。かなり恐るべしというところがあります

ね。ポリプロピレンでは、今シノペックはもう世界２位の生産量ですよ。それでさっき言

ったように 40 歳代の人達が中心となって、ガス重合のプラントをぼんぼん建てています。

それは要するに 初の頃のプラントは我々がライセンスしましたけれども、そこから改良
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して自分らの技術です。 

●自己技術で。 

●柏 触媒も全部自分で作る。 

●うかうかしていられないですね。 

●柏 うかうかしておれません。彼らはやはりすごいですよ。特に若い連中は。日本人よ

り国際的ですから。目が世界に向いていますよね。やはり中国人はちょっと、これは大変

だなという気がします。 

●そういう点では、まだ日本というのは中国のアメリカ帰りというような例は少ないです

よね。 

●柏 少ないです。 

●一時はありましたけれども、今は出ていく人はたくさんいるかもしれませんけれども、

一たん向こうでやって戻ってきて日本のためにという人はそう聞きませんよね。日本の企

業はそういう人を受け入れると言っているけれども、それならいっそのこと外国人と。日

本人じゃなくてです。国際的にはなっていますけれども。 

●柏 中国は特に汎用品というところでは強いんじゃないですかね。人口も多いし、人材

がもともと天才的な人がいっぱいいるでしょうからね。 

●化学の場合は 初に大会社が中国に投資をしましたからね。技術がどんどん入っていっ

たんですよね。 

●柏 今や 新の技術を持っています。ちょうど日本の戦後と同じように。とにかく我々

が技術を買ってきて一番新しい技術で欧米の会社をやっつけたように、勤勉でやれれば独

自なものになるし、強いですよね。 

 

●先程お聞きしました第３世代と言われている気相法のプロセスに続く大きなブレークス

ルーとして第４世代というのはおありなんですか。 

●柏 何をもって第４世代というかですが・・・。 

●触媒活性がさらに何百倍にもなったとか、そういう大きなものは・・・。 

●柏 そういう大きなものはないでしょうね。 

●技術的にほとんどここで完成していると。 

●柏 ええ、何百万トンというような、いわゆる汎用品としては完成したと見るべきでし

ょうね。 
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●グレード開発的な。 

●柏 グレード開発というよりもスペシャリティーですね。そういうものが今後大事にな

ってくるでしょうね。 

●それはどんどんこれからも。 

●柏 触媒では我々の後にドイツのカミンスキーという人がメタロセンという触媒でポリ

プロピレンを作る技術を見つけたんですけれども、それが今まだほんの、0.何％位なんで

すが、それはものすごい特徴のあるものができるんですね。ただし量は出ません。日本と

か先進国が生きていくのは、むしろそういう、少量だけれども値段の高いものを目指すべ

きでしょうね。 

●今言った特色あるものというのは、例えばどんなものを想像すればよろしいですか。 

●柏 今は現実になって出てきたものはなかなかまだ見えていないのですが。例えばポリ

エチレンの中でも気相法で千葉工場に造ったのは塩化マグネシウムではなくてメタロセン

という新しい触媒でやっているんですが、それは狙ったものがぴしゃっとできるんです。 

●分子量的に。 

●柏 分子量もそうですし、組成的にもできますし。塩化マグネシウム触媒の我々が持っ

ている触媒というものの宿命は、活性は高くなったけれども、まだその性質が何種類もあ

るんです。似たようなものですけれども、少しずつ性質が違うような活性点がいっぱいあ

るんです。できたポリマーが少しずつ違うものが混ざっているんです。 

 ところが、メタロセンというのは、ほとんど１種類しかできないんです。だから、同じ

ブレンドするにしても、これが何％、これが何％と本当に薬を調合するようなことができ

るわけです。コストは高くなるんですね。そういうものを目指して我々のところは次の研

究をやっています。 

●じゃあ、まだまだこの分野に限ってもやることはたくさんある。 

●柏 あるでしょうね。一般的には、今ポリオレフィンの成長率が大体６％と言われてい

るわけです。１億トンの６％というと 600 万トンです。世界じゅうに年間 600 万トンずつ

増えていくんです。ものすごい量ですよね、600 万トン。だから、そういう技術の改良は

続くでしょうけれども、汎用品はもう産油国とかが圧倒的に強いわけです。 

 だから我々はもっとスペシャリティーで、今までよりももっとポリマーの構造を規制す

ることによって、今まで見えていなかったような性能を発現させるというようなことに注

力しているんです。それが量的には今までのように何百万トン売れましたということは、
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なかなか難しいですね。少ないけれども、「ナンバーワンよりオンリーワン」という言葉が

ありますけれども。カネカの舘さんなんかよく言われていたことですけれども。 

●そうですね。これからの日本は・・・。 

●柏 そういうのを目指してこれからの研究者はやっていくべきでしょうね。 

 

●それでは、こんなところで終わりにさせていただきます。今日は、お忙しい中難しい話

を分かり易くお話しいただきまして、ありがとうございました。 

●柏 あまりお役に立たなかったんじゃないですか。雑駁な話で。 

 

＜終了＞ 
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ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）の開発 

小中敏康氏 

 

●それではお忙しいところ、ありがとうございました。これからお昼ごろまでいろいろお

聞きしたいと思います。まず最初に簡単な自己紹介、お生まれになった場所とかその辺の

背景が非常に大事になると思いますので、ひとつどこでお生まれになったとか、どういう

環境で育ったかというところも私達は知りたいのです。 

●小中 それは先ほど渡した藍綬褒章の功績調書のコピーに書いてあるんですが、もう少

し詳しく言いますと、北海道の留萌で生まれました。そのころは昭和の初めですから、ニ

シン景気といってニシンがものすごくとれたんです。それでいろいろなところから人々が

来て、花柳界も含めてニシン場は大景気でして、そこでうちの父が食料品かなんかのお店

を開いてやってたんです。その後景気が悪くなって、店をたたんで札幌に出てきてサラリ

ーマンとなり、引越しなどで私は小学校を転々としました。私の父は私と同じぐらい体が

大きい人だったので、兵隊検査は甲種合格でした。支那事変が始まった昭和１２年、僕が

６歳から７歳のころですが、すぐに兵隊に引っ張られて中国へ出征し帰還してきて１～２

年したら、また召集令状が来て二度目のお務めとなり、そのため家庭生活は混乱していま

した。 

 うちの父はあまり軍隊は好きではなかったようですが、いずれにしても大東亜戦争に突

入前ですから情勢は悪化してきました。父は木材に関係した会社にいたんですが、国策で

木材関係を全国統一しようということで、北から南まで全部統合されて、日本木材株式会

社という国の会社になりました。その後南方はスマトラ島に、木造船やその資源の確保の

ため、チーク材の伐採事業に行かないかとさそわれ、黙っていれば又兵隊に引っ張られる

ので、それで行く決意をしたようです。その後終戦を迎えて帰ってきたわけです。だから

僕の小学校時代というのは、父親がいなくて、今でもあまり思い出したくないというかよ

く覚えていないところもたくさんありますが、戦争中でもあり裕福な生活はしていません。

（笑） 

●北海道大学で電気工学をされるわけですが、その辺を少しお話し頂けますでしょうか。 

●そうですね。どうして北大を選ばれたか。 

●小中 それは北海道に住んでいたからでしょう。 

●そういう時になぜ技術を選ばれたとか。 
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●どなたか先輩の方の影響ですか。  

●小中 先輩というよりも、うちの父親も物をいじったり組み立てたりするのが好きだっ

たので、僕も父親をまねしたんでしょうね。そんなにすごくはないんだけど、そういうの

に興味があって、僕も後ろから見ていておもしろいなと思って、自分でステレオを組み立

てたりなんかしました。僕は北大に入るのに１年浪人しているんです。浪人していて、そ

のとき浅見先生が近くに住んでいて、応用電気研究所という北大の中にある有名な研究所

の所長を兼務していた。ですが、今で言うバイオエレクトロニクス研究所です。要するに

戦時中は毒ガスとか人殺しのレーザーとか――浅見先生というのはメーザー（マイクロウ

ェーブ関連技術）の権威なんです。そこの研究所に、浪人中うちにいてもしようがないし、

大学の雰囲気に触れて、大学の補助員としてアルバイトをしながら勉強しなさいと言われ

て入って、それから大学に入ったんです。やはりこれも運命だと思うけれども、その応用

研究所では磁気共鳴に関係する仕事をやっていました。あとで会社で仕事を与えられるま

でわからなかったけれども。 

●そのときはわからなかったんですね。 

●小中 結局、今で言うＥＳＲというか電子スピン共鳴については、マイクロ波を発生さ

せて、それを物に当ててその現象を見るというようなものです。昔は殺人光線などの研究

に関係していたようですが。 

●結局は、強い電磁波とかそういうものを出す研究をやっていたんですね。 

●小中 そうそう。いずれにしてもその１年で、半分遊びみたいなものでアルバイトをし

て勉強したんですが、それがどちらかというと電気関係に行くきっかけになったかもしれ

ません。ただ、鉱山とか土木とか建築とか、そっちにはあまり興味がなかったという気が

するんです。昭和２４～２５年ごろというのはまずエレクトロニクスという言葉が世の中

になかった。私が入った電気工学科では、今で言うエレクトロニクスから精密工学から何

とかシステムみたいなのを全部やらされました。いずれにしても電気、エレクトロン、通

信に関係することは全部電気工学科でやる。今は大分分科されていますが。いずれにして

も電気工学、電子工学というか、それの全般的なことを学校で勉強させられました。 

●重電とか弱電という区別はありましたか。 

●小中 重電、弱電は全部やりました。 

●要するにまだ電子工学が普及してない時代だったんですね。 

●小中 電子工学という名前もあまり呼称しなかった。弱電というのはありました。当時
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は弱電、強電とよく言いました。 

●そういう分け方でしたよね。 

●今はシステムとか情報とか、通信とか用途によって細分化されていますからね。 

●卒論はどういうテーマでしたか。 

●小中 卒論は北大の中で高圧の研究をしている人がいて、君、日本電子に行くつもりな

らやはり高圧、要するに電子顕微鏡の高圧電源みたいなのを大学でやっているからやって

みないかと言われて、それを卒論にしました。 

●高圧電源装置ですか。 

●小中 卒論ですよ。だからそんなにものすごい実験をしたのではなくて。ファンデグラ

フといって、ご存じかもしれませんが。ご専門は何ですか。 

●私は経営工学です。統計という。 

●どうやって高圧をつくるんですか。 

●小中 絶縁のベルトがあって、ここに電極をくっつけて、早い話が上のほうに電荷を持

っていって、どんどん積み上げるわけです。で、電圧を上げてゆき。それであるところま

で行ったときに、それを放電させるとか、その電圧を利用して何かに使うとか、いずれに

してもそういう技術を応用することで、おまえ、やってみないかと言われて。僕もよくわ

からなかったけれど、関連資料を調査しながら論文を書いて、一応パスさせていただきま

したけれども。（笑） 

●生活環境の方はどうでしたか。  

●小中 終戦後父親が南方から帰ってきて、今度は木材会社がみんな分解されたわけです。

それで元日本木材株式会社にいた人たちが、それぞれ分解しておすそわけをもらったんで

す。うちの父は夕張のある地域をもらいまして、製材工場を起こして始めたんです。僕が

大学に行っているころは、その工場の社長をやって比較的華やかな生活をしていました。 

●裕福になられたんですね。 

●小中 そう。だけどそのころ戦後の炭鉱景気ってありましたでしょう。炭鉱も黒いダイ

ヤといって大変だったんです。夕張でも三菱鉱業の大夕張というところの中で、かなりの

仕事をもらってやっていました。 

●仕事をもらったというのはどういう意味ですか。 

●小中 だって木材屋をやっているんだから。要するに炭鉱夫が穴を掘っていくときに、

いろいろ木材を使って坑道を作る。そればかりじゃないですよ。炭鉱住宅や市街地建設で
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木材需要が多かったようです。 

●それはお父さんの仕事を手伝っていたときではないですか。 

●小中 いや、手伝ってはいないです。僕はそのころはまだ学生だから。 

●大学のときですか。北海道大学に行かれて。 

●小中 そうです。北海道大学に行っているときに、景気がよかったわけです。 

●じゃあ、アルバイトみたいなのを大学生のときにやっていたんですか。 

●小中 いや、アルバイトは殆どやらなかった。それに僕の大学は札幌で、父は夕張とい

う田舎でしょう。冬休み、夏休みに帰って、アルバイトもしないでぶらぶら遊んだりして

いました。皆さんご存じかどうか知らないけど、僕が大学を卒業した昭和３０年前後とい

うのは、就職難の時代でしたがちょうど炭鉱が一番景気がよかったんです。それで、優秀

な人は炭鉱に行ったんです。例えば昔、公務員の試験に受かると初任給８５００円ぐらい

で、民間の三菱やなんかでも大体７０００～８０００円で、そのとき炭鉱は２万５０００

円から３万円ぐらいだったと記憶しています。 

●３倍だった。 

●小中 僕は炭鉱に入ろうと思ったら、父親の関係で、何かのルートで容易に入れたと思

います。ただ、僕が帰省したときに毎日近くで炭鉱の穴から出てくる人を見て、特に新入

社員は入社して暫くの間実習として炭鉱の穴の中にぶち込まれて鼻の穴を真っ黒にして上

がってくるわけ。その姿を見ているから、おれは炭鉱は嫌だと。その頃日本電子光学研究

所という新会社の入社話が教授からありました。 

●日本電子のことですか。 

●小中 日本電子光学研究所です。そのときに、電子顕微鏡を昭和２４年に始めて３０年

ごろにやっと物らしい物ができてフランスに輸出していました。電子顕微鏡の黎明期みた

いなものです。そのころ高周波焼入装置も試作していました。今で言うＩＨ炊飯器をでか

くしたようなもので、要するに電子レンジみたいなもので、産業用の焼入れ機として工業

化していました。 

●誘導加熱ですね。 

●小中 誘導加熱。強い高周波電波を使うためそれでそれをシールド（遮へい）しないと、

近所その他妨害電波障害となったり、電波法に違反したりするというので、それを北大の

電気工学科に委託研究されていたんです。皆さんご存じだと思いますが、高橋勘次郎さん

が担当していました。とにかく日本電子としては電子顕微鏡と高周波焼入装置の二つの柱
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ができていたわけです。そのころは就職難で、炭鉱はいいけれども、その他の産業はみん

なだめ。大学に浅見先生という先生がいて、僕はその先生に紹介を受けて日本電子に入ら

ないか、とにかく行ってみろと。僕はあまり東京に来たことがないけれども、卒業は昭和

３０年ですが、その前の年の２９年の夏休みに行ってこいと。 

●先生のお名前は何という？ 

●小中 浅見義弘先生です。北大名誉教授になって、その後成蹊大学の教授で工学部長を

やっておられましたが、十数年ぐらい前に亡くなりました。アメリカに留学して、有名な

先生です。当時は就職難の時代であったが、炭鉱が一番活力があった。あとは公務員にな

るぐらいか。あとはどこの会社も大同小異でした。大学が主催して会社を回って歩くよう

な見学旅行まで一応やったんだけど、大してそんなにすごいところはなくて。日本電子光

学研が未知の世界の開発を指向していることに魅力を感じ、そのまま入社した。そのとき

は月給が８０００円ぐらいで普通の人と同じぐらいだったんです。３２年ごろになったら

炭鉱が急激に不況となって、日本電子にも経理とか財務とか人事にものすごい優秀な、ピ

カ一の人たちが転職してきたの、知っていますか。 

●知らなかったです。 

●小中 それはみんな炭鉱から流れてきた。炭鉱から新しい職を探して。僕はそのとき、

神様のせいかどうか知らないけれども、３年ぐらい前は蝶よ花よと言われたのが、３年た

ったらもうみじめで、職を追われるとは、これが運というものかと思った。日本電子とい

う会社は、将来の電子工学分野を駆使して新技術を開発するという空気から、優秀な人た

ちが入社してきて、かなり会社らしく充実した。いわゆる体質的に人事とか労務とか経理

とかに専門職が入り、総合的に成長して来ました。僕は人生としては良い選択をしてよか

ったと思っています。 

●日本電子へ入ったときには何をおやりになったんですか。 

●小中 入ったときは、そのとき言われたように、電子顕微鏡と高周波だけしかないんで

す。風戸社長が「君は何もしなくていい。何か新しいことをやるから待っていろ」と。 

●会社は昔から昭島なんですか。 

●小中 日本電子は三鷹の日本無線の一角にありました。 

●日本無線ってありますね。 

●小中 日本無線の青年研修所というのかな。風戸社長の海軍技術研究所時代の知人の紹

介で、そこの研修に使っていた施設があいているから使えとだれかに言われて。 
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●では日本無線と直接関係あるわけではないんですか。 

●小中 直接は関係ない。ここに日本無線の研修所があったんです。これを借りたのか、

貸してもらったのか知りませんが、ここで会社を起こしたわけです。ただ、もう５０年以

上前の話だから記憶が定かではないけれど。 

 電気を選んで苦しいとは思わないけれども一番大変だと思ったのは、どんどん技術が進

歩していくんです。雑誌でも例えば『エレクトロニクス』とか『電子工学』という雑誌が

あるでしょう。どんどん変わっていって、毎日勉強していないと追いつかないわけです。

物理屋さんとか建築屋さんなら変わっても、橋の形が変わるとか、材料が変わるとかその

程度でしょう。電気はどんどん新技術に変わっていって。僕なんか大学時代は真空管が中

心だったんです。半導体という言葉がちょっと出てきたぐらいですから。 

それで、会社に入って勉強ばっかりなんですよ。一緒に入社した文科系の連中は大体

が、毎日マージャンや酒飲んで、週刊誌を読んでいるんです。例えば、出張していても、

列車の中で彼らは週刊誌をずっと読んで、僕は一生懸命専門書を読んで。何でおれはこん

なに苦労しなきゃいけないのか。多分、今の若い人たちもそういう人がいると思うんです。

結局、そう言っては大変失礼だけれども、出世する人は文科系の人が多いんです。理科系

でもいますが、やはり文科系が多いです。なぜかというと、僕は今でも思っているんだけ

れども、やはり人間関係の付き合いで、酒を飲んだり、いろいろ遊んだり、本を読んだり

して話題が豊富な人たちのほうが、人生をうまく生き抜く知恵があるんだと思います。そ

うではないかと。理科系はまじめだけれど下手ですよ。僕も同じですけど（笑）。 

 それと、やはり北の果てに住んでいて世間知らずで、ただまじめに勉強しているだけで、

おもしろくない人生で。（笑） 

●でもそれがいずれ役に立つわけですからね。 

●小中 それはどうかわかりません。でもやっぱり、僕はあまりそういうことを言っては

嫌みに聞こえたら嫌だけれど、人の足を引っ張ったりなんかして、要領よく四方八方手を

回して偉くなる人がいっぱいいるじゃないですか。そうじゃない人もいますよ。運のいい

人は。（笑） 

●それで三鷹の日本電子工学研究所にお入りになって何もしなくていいと言われていまし

たが、何かやっていたでしょう。 

●小中 いずれにしても僕が入る前から、核磁気共鳴という何かおもしろいものがある。

ひとつ日本電子、やってみないかという話が上がっていたわけです。その話を社長だった
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風戸さんが耳にして、学会の先生方に意見を聞いたりして、とにかく電子顕微鏡の次の柱

を立てたいと。工業用高周波発生機器の第２の事業として、もう少し理化学分野の将来性

があるものを先行してやりたいということで、僕は３０年４月に会社に入ったんだけれど

も、半年ぐらいたってから取り上げることに決められたんです。 

●そのころは核磁気共鳴に取り組んでいるメーカーというのはどこかあったんですか。 

●小中 ない。 

●日本ではなかったということですね。 

●小中 そうです、終戦の年の１９４５年、昭和２０年にスタンフォードのブロッホとい

う先生と、パーセルというハーバード大学の先生が、全く別なところで同じ時期にたまた

まそういう磁気共鳴の現象があるというのを論文で発表したんです。そのころは、そうい

うものに対するアプローチはずっと１９３０何年からあったという話ですが、いずれにし

ても論文らしい論文になって学会誌に出たのは１９４５年です。そのときにはまだそれが

どうなるか、みんなわからなかった。核磁気共鳴の一番卑近な例ですが、エチルアルコー

ルというのはＣＨ３というメチル基とＣＨ２というエチル基と水酸基のＯＨという、この

三つの株からできているでしょう。ちょっと難しい言葉になってしまいますが、それをケ

ミカルシフトという、その三つが一見一にしか見えないんだけど、それをよくよく調べる

と三つに分かれている。それがＣＨ３、ＣＨ２、ＯＨに分かれるとわかったのは１９５０

年ごろです。それで、このケミカルシフトの存在を確定したことで１９５２年にノーベル

物理学賞をお２人が同時にもらったんです。そのころアメリカのバリアン・アソシエイツ

（Varian Associates）という会社が試作を始めて、僕も記憶が定かではないですが、昭

和３１年前後に東工試（東京工業試験所）に納入されたのがはしりです。 

●メーカーとしてはバリアンが一番最初ですか。 

●小中 そうです。あとはスイスでもだれかつくったという話があって、パーキン・エル

マーも一時つくっていました。パーキン・エルマーのことはよく知りません。 

●今やパーキン・エルマーの人もだれも知らない。 

●小中 僕は昭和４５年ごろオックスフォード大学に１００メガヘルツのＮＭＲを納めに

行ったんです。初めてのヨーロッパ納入で、それもオックスフォード大学の無機化学研究

所というところに納入ですから、慎重に慎重を期して「おまえ行ってこい」と言われて行

って。そのときにプロフェッサー・ロバーツという有名な教授ですが、奥さんもドクタ

ー・ロバーツで、その奥さんがパーキン・エルマーのオペレーターでした。それでパーキ
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ン・エルマーのＮＭＲのことを、僕に教えてくれたことがあります。だから４５年にはパ

ーキン・エルマーがつくっていたから、もっと前、昭和３０年代にできているんじゃない

ですか。 

●パーキン・エルマーって、私なんかは最初、ピカピカに感じた会社に入って、計測器が

パーキン・エルマーといったらえらい高いと。 

●小中 今もそうじゃないですか。 

●今もそうですね。 

●小中 そのころは日本はどうだったかというと、戦争に負けてほとんどの人が外国文献

もろくになかったわけでしょう。ご存じのようにフルブライト留学というのがあって、フ

ルブライト留学でアメリカに行った先生方からいろいろの情報があって、今、東大の名誉

教授の藤原鎮男さんは、イリノイ大学のグトウスキーという方の研究室に行って、多分、

日本で初めてＮＭＲらしいＮＭＲシステムをきちんと出す装置を使った方ではないかと思

います。その他に、日本の学者はその方面の優秀な先生、例えば阪大の伊藤順一先生は留

学せずにＮＭＲの理論の権威として活動されてきました。最近あまり言わなくなったけれ

ど、そのころＮＭＲは電波分光学と言いました。核磁気共鳴というのは、ある磁場に、あ

る原子の原子核があって、それがラーモアの歳差運動をしていてこうなっているんだけれ

ど、それに磁場を当てて、それにある特定の高周波が当たると高周波のエネルギーをもら

って、共鳴しエネルギー順位が変わってピュッとまたエネルギーが上がるわけです。そう

いう、現象ということです。 

●スピンの状態を、核によって。 

●小中 そう、核によって変わりますね。 

●ちょっと先程の話の続きに戻りますが、会社に入ってから６カ月後ぐらいに当時の風戸

社長が「じゃあ、理化学機器の柱として電子顕微鏡はあるけれども、核磁気共鳴を柱とし

てやろうじゃないか」ということで任命されたわけですよね。そこからどうなりましたか。

●小中 そのときは、僕が新入社員でした。もう１人電子顕微鏡で電気関係の課長をやっ

ていた関利正さん、（亡くなっていますが）、この方に「おまえ、電子顕微鏡はやってもら

うけれども、こっちを主にやりなさい」と言われて、兼務というよりも電子顕微鏡関係は

切らないけれども、とにかくＮＭＲの仕事を軌道に乗せるのに専念してほしいということ

で、僕と２人でやろうということで、２人で始めたわけです。それにもう１人、電子顕微

鏡にいた宮前輝夫という物理屋さんが来て。 
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●そうすると、関さん、宮前さんと小中さんの３人でやり始めたわけですか。 

●小中 そうそう、初めはね。 

●それを決めたのは、風戸社長が１人ですか。 

●風戸さんは電子顕微鏡の専門家ですよね。 

●小中 最後に決断したのは風戸さんですけど、ただ、いろいろな人が。それも今日、渡

した資料に、風戸さんが思い出としてずっと書いてあります。その辺をよく読んでもらえ

ばいいけれども、簡単に言うと、風戸さんが、例えば金沢大学の千田先生とか、東北大の

羽里先生とか、そのころ将来の先端技術に関心を持っておられた有名な先生方のご意向を

聞いて、それでやろうということになったんです。 

●やろうと言っても、日本電子には何もなかったわけですよね。 

●小中 だから先ほど言ったマグネットからつくりはじめて。 

●電磁石のマグネットをつくったわけですね。 

●小中 それで、プローブというサンプルを入れるところも自分でつくって、検出コイル

を巻いて、それで早い話が宇宙の音（ＮＭＲ共鳴信号をモニターする）が聞こえるかどう

か。共鳴が起きますと、これを例えば８０ヘルツで検出する。例えば３０メガの高周波を

当てておいて、静磁場の中に入れておいて、なおかつ変調の８０ヘルツを加えておくと、

もし共鳴が起きると、エネルギーを吸収しますでしょう。そうすると８０ヘルツでの位相

検出器を通すと、８０ヘルツの音がイヤホンで聞けるんです。イヤホンで聞くのが主では

ないんだけど、見つけるのにピッと鳴ると、信号を検出したのが解る。生まれて初めてＮ

ＭＲの信号をつかむときは、そういう苦労がありました。 

●最初は音で聞いたんですか。 

●小中 天文の電波望遠鏡かなどは新星発見などに、そういう種類のモニターが活躍して

いるのではないでしょうか。 

●その前に、そういう実験に入る構想というのは、まだ海外製品なんていうのは高くて日

本に入っていないわけですね。 

●小中 ただそれがどういうプローブというか、どういう検知器を使って、どういうふう

に周波数を当てて、さっき言ったように磁場と高周波の与え方と変調の与え方を決めて、

こうやればこうなったという論文はありました。 

●そうすると文献調査から実験に入っていくと。 

●小中 そう、文献。日本でも文献調査をやった人がいましたが。金沢大学でも試作した
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し、東北大学でも試作されていたし、東京工業試験所の先生方もアメリカから帰ってきて、

アメリカの様子をいろいろ承ったり、イリノイに行っておられた藤原先生が帰ってきて、

こんなおもしろいものができているから、おまえもやったほうがいいと推薦されたり。そ

ういういろいろな情報アドバイスが入ってきて、自分たちがハンドメイドでつくったそう

いうもので始めたんです。 

●それは音だけで。 

●小中 いや、音だけど、その音の有無を聞いてブラウン管にＮＭＲシグナルをディスプ

レ出来たのです。 

●山みたいなのがボヤーンと見えたんですか。 

●小中 そうそう、だからブラウン管の横軸に８０サイクルで振っておいて、出てきた信

号を今度は垂直軸に入れると、同期した信号がこうなるじゃないですか。だからこれがい

わゆるＮＭＲ信号ということなんです。 

●何か共鳴していて、まだ同定できるというのではなく、何か見えたということですか。 

●小中 同定というか、水素核が入っているとわかるんです。これは静磁場の磁場をピッ

と動かすと、連動して動くわけです。 

●水だから感度は高いし、１個しかないから見やすいわけですか。 

●小中 そうそう。それから何で信号がこんな幅があるんだろう、もっと細くてもいいん

じゃないかということで、磁場の均一度を上げるために、ポールピースをきれいに平行に

なるように、面を磨いたり、今度はポールピースのエッジにテーパーをつけて、このエッ

ジエフェクトで、静磁場が均一になるようにしたり、そのうちに、ワイヤーでコイルを作

り、カレントシムというんですが、これに電流を流して均一度を上げる。 

●補正するわけですね。 

●小中 ローカルに磁場をつくって、本来持っているマグネットの磁場を補正したり、そ

れからケミカルシフトを観測する場合、サンプルチューブに試料を入れ、これをこのまま

でなくて、スピニングといって回転させます。 

 これは簡単に言うと、サンプル内の磁場を平均化するわけです。平均というのは、スピ

ニングによりグルグル回して平均化されて、ちょっと磁場が不均一でも、一見均一な磁場

の中に置かれているように見えるということです。これはものすごい画期的なアイデアと

いうか、発明の一つです。これはさっきのスタンフォードのブロッホという人がずっと特

許を持っていたわけです。 
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 特許問題は時間をかけバリアンと交渉していて一応使えるようになりましたが、初めの

うちは交渉段階でたまたまバリアンが日本に特許を申請していなかった。だから海外には

輸出できなかったけど、日本では使用可能であった。 

●実験はできたのですか。 

●小中 実験というか、こっちでつくって売ることはできたということです。 

●なるほど。まだそのぐらいの時代だったと。 

●それはブロッホがバリアンに入ったからですね。バリアンの特許になったのは。 

●小中 いや、要するにさっき言ったバリアン社がブロッホの重要なテーマの特許を全部

ブロッホから買ったわけです。 

●特許の有効期間は１５年ぐらいですか。 

●小中 基本特許は１５年でしたか。今は全部エクスパイアーしていますが、アメリカな

どに輸出するときはバリアントと交渉して、特許契約を成立させる前提で条件を取り決め

て実施していた。 

●容器が共鳴することはないんですか。容器は何を使うんですか。 

●小中 容器というのは？ 

●サンプルチューブの話です。 

●そこに高周波をかけて、容器自体が共鳴することもあり得ますか。 

●容器そのものは金属なんですか。 

●小中 容器はガラスです。 

●ガラスだから共鳴しないのですか。 

●小中 それは音の共鳴ではなく、ガラス容器中のサンプルが磁気モーメントを持ってい

ますよね。そっちのほうの共鳴ですから。 

 簡単に言うとこうなんですよ。結局、ここに磁場があるでしょう。磁場があって、ここ

にサンプルを入れるわけです。高周波発信器から電波を与えているわけです。吸収が起き

ると、この変化を受信機で検出するわけですね。その検出の方法と確認がＮＭＲの重要な

ファクターとなります。 

●ノイズと信号。 

●小中 ＮＭＲ信号が弱く雑音にうずもれている場合、この辺ちょっと信号の山があるな

と思うだけで、これは山かどうかわからない。この時走査する横の軸も８０ヘルツで変調

して。この受信した信号を位相検波し同期した成分を検出するわけです。 
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●その８０ヘルツというのはどういう意味で８０ですか。 

●小中 ただ変調しているだけ。変調というか、本来ならば信号を見るために、信号をつ

かむために、ただＣＲＴで見るときは。ＮＭＲ信号の高周波を受信して、この受信したも

のを整流して検出する。ここに８０ヘルツ変調があると、８０ヘルツに同期した成分が出

るでしょう。イヤホンで聞くと、それが規則性のあるものだから、８０ヘルツの音が出る

というだけの話であって。言っている意味がわかりますか。８０ヘルツだとかイヤホンと

いうのは、ただ信号をつかむための手段でやっているわけですから。 

●静磁場を変える。 

●小中 そうそう。高周波だっていいけれども、高周波はそんなに細かく走査するわけに

はいかないから、この磁場を変えてやると、これはこっちに行ったりこっちに行ったりし

ながら共鳴点が変わるわけです。だから、さっきから何かこのぐちゃぐちゃしたバックノ

イズみたいなものの上に乗っかっている信号を一番初めにつかむときは、そのうちにだん

だん要領を覚えてきて、磁場の均一度を上げ、高周波の検出の能力も上げ、Ｓ／Ｎ比を改

善するといった性能向上がはかられて来ます。 

● いろいろやられたのですね。 

●小中 例えば周波数変化で検出された信号を高速フーリエ変換にかけて周波数別に分解

するスペクトルをとる。これがパルスＦＦＴ－ＮＭＲのメインフレームなんです。 

 これまでの話は前座も前座がいいところで。初期ＮＭＲはコンティニアス・ウェーブと

いうＣＷ法で磁場掃引方式が標準だった。先に述べた８０ヘルツ変調でＮＭＲ信号を見つ

け、それを中心にして、どんどんＳ／Ｎ比を上げていくとか、スペクトルの変化を見ると

か、波形の形を見るということをしたわけです。さっき言った、例えばこれはＣＷ（コン

ティニアス・ウェーブ）を連続波で見ていると、信号のあるところはこうなって、これは

ＯＨ、ＣＨ２、ＣＨ３だとすると、始めに第一信号プロットが出てきて、次は何もなくて

次の信号が出てくる。スペクトルが分かれるというのは、これとこれとの相互作用で起き

るわけが解明されて化学構造が分析されて来るのです。 

 ちょっと話を進めるような形になりますけど、簡単に言うと、この信号のあるところ、

こことこことここは非常に貴重なデータを検出する、しかし信号の無いところは、ここは

全くむだな時間になるんです。ＮＭＲの分析機器としての一番の弱点は、信号の強度（検

出感度）が足りないというところなのです。それでこの信号を積算して、メモリーに入れ

て、どんどん積算していく、Ｎ回積算回数をやると、要するこれはＮ倍にはならないけれ
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ど、Ｎのルート√Ｎ倍に向上出来ます。 

●積算機Ｓ／Ｎブースターでしたっけ。 

●小中 この昭和 39 年ごろに日本電子はコンピューターで積算機をつくったわけです。

これは多分、富士通よりも早いんです。 

●39 年。 

●小中 ３８年か３９年ごろに、これは爆発的に海外に売れたんです。この積算を目的と

したコンピューターです。本当にコンピューターの原理が参考書に載っているように、本

当に絵にかいてわかるようなコンピューターだったんだけど、性能がよくて結構売れたけ

れども。この積算機をつくる大きなきっかけになったのは、この感度を上げるためでした

が、大きな成果は挙げられなかった。それで先ほどの、Fast Fourier Transform（ＦＦ

Ｔ）という概念が出てきた。そのころ高速フーリエ変換というのは、日本でまだ昭和４０

年代の前半は、せいぜいスペクトルアナライザーってありますでしょう、音響の波形なん

かはどういう成分が入っているかというスペクトルアナライザー。音響用にせいぜいやっ

ていた程度で、日本ではＦＦＴは実用化していなかったんですね。アメリカもそうだった

けれども。 

 なぜかというと、コンピューターの性能に限界があった。日本電子はそのころ武蔵野通

研などから半導体、コンピューターの専門員をスカウトし、将来半導体をつくろう、将来

コンピューターをつくろうという計画に着手したのです。でも一般にはまだそんなのは試

作段階で、商品にならなかったわけです。 

 ＦＦＴ技術が実用に入ったのは、今はもうミニコンという言葉はないですけど、ミニコ

ンというのができたころ、要するに昭和４５年前後に、初めて世の中で使えるものができ

たと。このＦＦＴというのはどういうものかというと、磁場共鳴の高周波というのは例え

ば１００メガとか２００メガですが、これをパルスでカットしてここからここまで使う。

例えば、約１マイクロセカンドのパルスで高周波をパルス変調すると、１００メガヘルツ

を中心として上下に分布した所定の中の高周波バンド（帯域）成分を発生することが出来

る。この帯域をもった高周波の成分を、このサンプルにどさっと当てるわけです。これは

夕立みたいなもので、一度にあるバンド巾全部に当たるわけです。そうすると、サンプル

のあるところにはこの成分の吸収が出てくるわけです。こことここ。要するにこの周波数

に対応する信号成分が出てきてますが、スペクトルのないところはナッシングで何も出て

こないわけです。ということは、このむだ時間を全部カットしているわけです。むだ時間
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のところには何も出てこない。フーリエ変換ＮＭＲというのはそういう特質を意味します。 

 要するに、帯域バンド巾の中で共鳴信号があるところだけ出てくる。これを高速フーリ

エ変換というコンピューターに入れてデジタル処理してやると、その信号部分だけの情報

が計算されて出てきて、要するにむだな時間が全くなくなる。信号があったところだけの

計算をするけれど、信号のないところについては全部オミットされます。だからこれによ

って何十倍と。例えばこの全体のバンド幅に対して、この信号の幅のトータルが５％だと

します。９５％むだな時間を全部セーブすることになります。 

●情報としてコンデンスできる。 

●小中 コンデンスというか、無効信号を無用だから捨てられるわけです。音響でデジタ

ル処理した圧縮録音と似ていますね。 

 ５％は全巾の１／２０倍ですか。同じ時間で、例えばこれ、今までのＣＷ法掃引で１０

分かかったとすると、同じ１０分間、今度は高周波で当てると、この信号が全部積算され

て２０倍相当の感度で出てくることになるんです。 

●そういう説明があるんですか。ＦＦＴ－ＮＭＲ、うろ覚えで何となくわかって来たつも

りでしたが、お見事なご説明ですね。 

●小中 いやいや。 

●そうすると、ＦＦＴ－ＮＭＲができる前は電気洗濯機型積算機で感度向上を工夫した。 

●小中 これは江口さんがそういう表現を使ったと思うんですが、ＪＲＡ１の積算機の話

です。それは形が電気洗濯機に似ていたという意味です。この積算機は、磁気ドラムとい

う、コアみたいなもので積算をやったんです。当時は、コアメモリもありましたが、その

時点では磁気ドラムが最も高速で高容量でした。 

●ＣＷをやっていたら、ＦＦＴの時代が来ましたが、そのときに何に苦労されましたか。 

●小中 皆さんご存じかどうか知りませんが、今コンピューター時代だから当たり前だと

思っているかもしれませんが、とにかく４０年代はろくなコンピューターはなかった。 

●例えばコンピューターは何をお使いでしたか。 

●小中 そのころ日本電子もさっき言った（武蔵野）通研から人を呼んで、半導体をつく

ったりコンピューターをつくったりしていました。ところがやはりアメリカのほうが何歩

か進んでいて、日本でそのような半導体をつくって組み込んでコンピューターをつくった

けれども、ソフトウエアのオペレーションシステム、ＯＳがどんどん改良されていくから、

どうしてもかなわないわけです。今のビル・ゲイツ（マイクロソフト）と他社システムと
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の違いみたいなもので。日本電子のコンピューターはそのころＥＣ１、２、３、４、５型

とバージョンアップして、とにかくフーリエ変換できるようなものまでたくさんつくった

けれども、どう見てもアメリカに追いつかないと。それで昭和４５年ごろ日本電子でミッ

ションを組んでアメリカのミニコン会社と業務提携するという前提で、ＤＥＣとかテキサ

ス・インスツルメンツ（ＴＩ）とかＨＰとかフェアチャイルド社と交渉を進めＤＥＣ／Ｐ

ＤＰ１１の実習に人を派遣したりした。 

 最終的にこれは高速演算の評価が勝負なんです。最後にＴＩ社の９８０というミニコン

に決めて、初めてフーリエ変換ＮＭＲというのができました。そのころ僕もそのミッショ

ンに関係していましたが、夫々いろいろな一長一短がありました。ＯＳが進んでいたこと

もあるけれども、高速演算という意味ではテキサスイン・スツルメンツの製品が一番秀で

ていた。ＴＩ９８０というのはアメリカ空軍の空港管制官に使っていた。僕もＴＩ社に行

って、宣伝用のビデオみたいなものを見たけれども、とにかく高速でジェット機をあっと

いう間に制御するシステムで、うちが評価用に持って行ったフーリエ変換の問題集をやっ

てみて一番速いというので決めたんです。 

 今度それを輸入するに当たり、日本電子はアメリカのニュージャージーにＴＩ社ＣＰＵ

の受け入れ検査工場をつくって、といってもすごい工場ではないですよ（笑）。そこで品

質チェックをして日本に送って、総合システムテストをした。それがフーリエ変換ＮＭＲ

として本格的に世界の市場で売れ出した次第です。 

 コンピューターはいろいろバージョンアップされていったが同時に、フーリエ変換用パ

ルス発生器、ＡＤ変換器などＮＭＲ本体の各ユニットの改良も平行して進められました。

特にＮＭＲ装置の半導体化を先行して開発した。電子顕微鏡は昭和５０年まで真空管式だ

ったんです。うちのＮＭＲは４３年ごろから半導体化しました。半導体化したことと、コ

ンピューターを使ったということは画期的にうちのＮＭＲグループの連中の技術力は進ん

でいたからです。結局、昭和５０年前後にＦＴＮＭＲといって半導体化もかなりＩＣ化と

いうか集積化してコンパクトにして、フーリエ変換としての一番の安定期を迎えてきた。

それまではいろいろ故障は多かったし、担当者は苦労したんだけど（笑）。 

●ＦＦＴ―ＮＭＲの評価のための対象にされたものというのは、多分、標準的なサンプル

を準備し、アメリカの研究所に何種類か送ってデータをとっていただいたわけですか。 

●小中 コンピューターの評価としてですね。 

●ＦＦＴをやるとしても、やはりこちらでとったＮＭＲのデータを向こうへ送って。 
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●小中 送ったというよりも、６～７人の日本電子のソフトウエアエンジニアを、アメリ

カの子会社ニュージャージーＬａｂに派遣して測定評価し、ソフトウェアの改良開発など

を実施しました。 

●ではＮＭＲの機械を持っていってですか。 

●小中 サンプルもＮＭＲ装置も持っていった。ニュージャージーデモ場に設置し、装置

をアップデートしながら、それにコンピューターを接合して稼動させた。 

●そのときに目指した応用の領域といいますか、サンプルはどういうものを調べて、その

成果が上がれば商売になるというふうに。ビジネスとしてターゲットにされた領域といい

ますか、そのために選ばれたサンプルというのはどういうものだったのですか。何を目的

にしたのですか。 

●小中 それはあまりにも幅広い話で。例えば分析の三種の神器というのはＮＭＲとマス

分析とＸＲ分析と言われていますが、ＮＭＲほど分子構造学的に情報をきちんと出せるも

のはあまりないんです。例えば石油化学とか、生化学とか、薬学とか、高分子とか、とに

かく何とかケミストリーとつくあらゆるケミストリーにＮＭＲは絶対に必要なものなんで

す。 

●そう信じていた。 

●小中 それなくして今日（こんにち）の発展はないと思います。例えば漢方薬というの

は分子量がものすごく大きい天然物です。分子構造をＮＭＲではかって複雑に結合してい

る分子の立体構造を決めることができます。 

●構造がわかるわけですね。 

●小中 今度はそれで薬をシュミレートする人は、自分でどうやったらなるかといって、

そのパターンを見ながら一生懸命シミュレーションするわけです。そうすると天然物に近

い模造品がつくれ、今の製薬会社の製品開発に生かされています。いずれにしても、例え

ば石油化学にしても、薬なんかでも毒薬とか、要するにケミカルなもののほとんどはその

開発研究、応用研究にＮＭＲが関係しています。 

●社長さんが決断をして、ともかく科学技術の先行的なものを特化してやろうとおっしゃ

ったときに、やはりあるアプリケーションの領域というか、これなら売れるという何かそ

ういう方向性とかそういうもの、ターゲットというのはなかったんでしょうか。 

●僕が風戸社長に聞きましたが、かなり有名な先生から、「あんた、とんでもないことを

やっている。こんなもの商売にならない」と言われたと言っていました。相当売り出して
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成功するまで、こんなものだめと。電子顕微鏡も言われたんですって。 

●目的なしに、どうも先端のことをやれば何とかなると。 

●小中 話が横路にそれるかもしれないけれども、例えば電子顕微鏡というのは、こよな

く、細かく細かく詳細に物の形を見ようというんでしょう。特に回折像はフーリエ変換し

てパターンです。電子線に当たってそこからはね返った電子を見たり、透過した電子の様

子を見たりして、形を見るわけです。電子線が当たると今度はそれからいろいろな現象が

出るわけです。例えばルミネッセンスというのが出てきたり、Ｘ線が出てきたり、副作用

的と今まで思われていたものが、次の段階でそれが全部応用になるわけですね。 

●全部役に立つ。 

●小中 役に立つ。例えば透過電子しか見ていないのに、反射電子を見ると、表面の凹凸

がよく見えると。普通、新聞なんかに載っている電子顕微鏡の写真というのは透過電源よ

りも反射電子のほうが多いんです。というのはなぜかというと、形が具現的に立体的にな

るから。しかし学問的に言ったら、形よりも原子と原子がどういうふうに結びついている

かということが学問的な話です。ただ、普通の部品屋さんだったら、例えばこれは細かい

穴があいていていいとか、これはこの面が平らでよかったとか、凹凸がなければだめだと

か何とか言いますでしょう。だからいろいろな意味で応用が広がるわけです。 

●そうすると、最初につくったものはどんどん飛ぶように１号機からいきなり売れたんで

すか。 

●小中 飛ぶように。（笑）。 

 ちょっと話はそれますが、日本電子の風戸社長が号令かけたのは、先発会社のバリアン

に追いついて、追い越せという命令があったわけです。  

●バリアンに追いついて、追い越せですか。 

●小中 バリアン社はやはり何といっても世界一の老舗だった。バリアンは先輩なんです。

日本電子が今日（こんにち）まで一応オリジナリティーをもってＮＭＲがそれなりに売れ

ているというのは、我々が世界を駆けめぐって世界の学者の先生方の意見を聞いて、バリ

アンを追い越そう、バリアンに勝とうと。それから先生方にも厳しい要求をさせていただ

いて、先生方にも調査なり意見を求めて、そういう世界戦略の中でのバリアンにない特徴

を出そうというところが大きくなった理由でしょう。だから、大変失礼だけれども、例え

ば日立も日本でＮＭＲをつくりましたが、やめてしまいました。なぜかというと、世界戦

略の中に入らなかった。日本の島国だけだったわけです。 
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●バリアンを超えた、一番オリジナリティーのあるのを一つ、二つ挙げるとすると、それ

は何でしたか。 

●小中 バリアンを追い越したというのは、例えばデュアルプローブといって、水素核と

カーボンの２核検出プローブとか、他核用のオムニプローブとか。 

●水素のＨですね。 

●小中 そうそう、水素と、その前までは普通は１核だったのをプローブ交換をしなくて

もよいデュアルプローブで見えるようにするとか。プローブ１個で昔はプロトンしか見え

なくて、他の核を見るときは交換しなきゃいけなかったわけです。カーボンにするときに

はカーボンプローブを入れた。それをデュアルプローブというので、スイッチ一つで切り

かえて、同じサンプルが入っていて。 

● バリアンがプローブ一つで１核のみだったということですね。 

●小中 バリアンになかったから。これはバリアンにない特徴としてＰＲすると、ガバッ

とアメリカで１００台ぐらい売れて。バリアンのＡ６０という名機があるんですが、その

名機の市場に入り込まなければいけないから、バリアンにない機能をＰＲしなければなら

ないことがキーポイントでした。 

●それはだれが気がついたんですか。 

●小中 それはだれって？ 

●目の前にいるじゃないですか。そんな失礼な。（笑） 

●多分、そうだろうとは思って、でもひょっとしたらほかの人かもしれないと。 

●小中 私はコーディネーターというか、中心的なことをやっていましたけれども、だけ

どやはり世界戦略に勝つには、例えばプロ野球でいうと清原とか有名な選手を雇わなきゃ

いけないという前提に立って、ことＮＭＲに関しては海外の優秀な人を含めてコンサルタ

ントとなってもらい、日本に呼んできたり、向こうで調査させたり、また意見を求めてバ

リアンの欠点は何だ、バリアンにないものは何だ、ユーザーはいま何を求めているか、そ

ういうものを収集してやった。 

 今だから当然だと思うかもしれないけれども、４０年代というのは皆さんご存じかもし

れないけれども、僕なんか昭和４０年代の後半ごろ、仕事でニューヨークに行ったんです。

三井物産の支店長がニューヨークのユダヤ人協会の会長さんのところで夕食会があるから

一緒に食いに行こうと誘われて行きました。そのときに話したんですが、昭和４０年代に

「君たちは何をやっているんだ」と聞かれたので、こうこうしかじかで、こういう難しい
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ものをつくってやっていますと。そうしたらびっくりして、あの天下の三井物産が香港で

下着をつくったり、まだあのころ、クリスマスが近づくとクリスマスツリーの飾りをつく

って売っているのが主だと言っていました。日本がそんな高級な仕事をしているとは思わ

なかったとすごくびっくりされていました。 

 確かに僕も肌で感じることがあるけれども、そのころの日本製品というのは安かろう、

悪かろうでした。故障は多いし。日本の品物がこんなによくなって、評判がよくなって、

ほとんど無故障でこのコストでできる。これは昭和５０年以降ですから。さっきからお話

ししている４０年代の話というのは、その前のワイルドな時代にがむしゃらにやったとい

うことですね。 

●フーリエ変換型の磁気共鳴をつくるときに、海外のさっき言われたコンサルタントみた

いなものを雇ったと。具体的に言うとだれですか。 

●小中 具体的には、僕もアメリカに３～４回行って。そのころの有名な人としてＮＢＳ

のトム・ファーラー(Tom Farrar)とＮＩＨのベッカー(Edwin Becker)。それからＭＩＴ

のウォー（John Waugh）さん。その人たちにコンタクトをとりました。 

 とにかく世界一になろうといったら、アメリカの一流選手を入れなきゃだめだというの

で、昭和４５年ごろＮＢＳのドクタートム・ファーラーに、日本電子に入ってもらった。

それが大きなきっかけです。 

 苦労したことは何かというとドクター・ファーラーはすごく頭のいいシャープな人で、

フーリエのＮＭＲの５本の指に入る人ですから、その人にニュージャージーのデモ場事務

所に居を構えてもらって、日本にも１年のうち半分ぐらいいてもらって、コンピューター

はＴＩ社を使う、フーリエのソフトウエアーはトム・ファーラーを中心にしたグループで

新しいソフトを組み立てる、テストをやる。商品としてのまとめはどうしようか、アメリ

カの市場戦略をどういうふうに持っていこうかということを試行し、それで３年ぐらいの

間に一応かなりの体制がでるまでに沢山の問題解決をしなければならなかったことです。 

 日本電子の常勤スタッフになってもらったのはトム・ファーラーという方１人でしたが、

コンサルタントでＭＩＴのウォー教授も協力してくれた。 

●あとベッカーさんは。 

●小中 ベッカーさんは嫌だと言って。 

●断られた（笑）。 

●一番最初に売れた領域はどういう領域ですか。 
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●小中 夫々の分野別です。広範囲です。 

●私は先々週、病院検診で頭のてっぺんから首の頸椎を全部調べたんです。明解に克明に

全部見えて、もう驚いたんです。 

●小中 ＭＲＩね。 

●ＭＲＩ。わあ、すごいなと。今のお話から、本当はそこの話までお聞きしたいです。 

●小中 ＭＲＩは分析用ＮＭＲの基礎技術から別の方向に流れた。スペクトルから、画像

化（イメージング）へ応用化されたものです。 

●別の方向に行くんですか。違う領域として。 

●小中 ええ、全く違う。しかし、もともとの技術はこれなんですよね。ただ、ＭＲイメ

ージングは昭和５０年前後に一躍話題になって、それでいろいろ試作したりなんかして。

社内でも、うちはＮＭＲ専門メーカーだからやるべきだという人がたくさんいたんです。

ただ日本電子は経営的に非常に難しい状態になって、資金繰りもできなくて、そういう巨

大産業的投資が出来なかった。僕もその判断に加わっていたんですが、やはりアメリカの

ＧＥ社が、マンチェスター大にすごい有名な先生が、グループとして３０人か４０人いた

んです。マンチェスター大が当時最もアドバンスの進んだ研究をやっていました。ＧＥ社

がマンチェスターの、名前は今忘れてしまいましたが、そこの教授一派を約３００億円で

買収したというか、取り込んでしまったわけです。その話をしているころ、やはりアメリ

カでＭＲＩをやるといって旗揚げしたベンチャー企業は全部つぶれかかっていました。結

局ＧＥ社の巨大な資本力とメンバー、スタッフで、これはもうかなわないと。まして日本

電子の経営体質で、早く手をつけて失敗している例がいっぱいあるんです。さっき言った

コンピューターもそうでしょう。半導体もそうでしょう。ＭＲＩをやるには、それなりの

スタッフがきちんといて、お金があって、ある期間内でやるという見通しがないままでや

っていたら、結局アメリカのメーカーみたいにつぶれる会社がいっぱい出てくる。同じふ

うになるのではないかということで、できなかった。 

 今回は頸椎を診られましたか。 

●ええ、やりました。 

●小中 血流のほうも。 

●ええ、全部。 

●小中 ＭＲＩというのとＭＲＡというのがあります。ＭＲＡというのはこの辺の血流が

正常か、脳梗塞みたいな、どこか詰まっているんじゃないか検査するものです。それから
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ＭＲＳというのがあるんです。ＭＲＳというのは magnetic resonance spectroscopy と

いうんですが、これはどちらかというと、分析用に近い、要するにオリジナルのＮＭＲで

すけど、どこか部位の一点に絞って、そこにどういう化学成分があるか。例えばリンとか

フッ素とかカーボンの性格はどうかとか。ここの代謝、よくリンなんかでＡＴＰという代

謝の活力成分などを分析します。イメージ（ＭＲＩ）の画像で不審なところ、例えば癌で

はないかと思われたところに当てて。 

●サーフェイス・コイルみたいな？ 

●小中 サーフェイスというか、同位元素をデリバリーして。 

●局部的に見るということですか。 

●小中 同位元素を入れて見る、造影剤みたいなものを入れる場合もあるし、入れない場

合もある。僕も専門家じゃないからわからないけど、とにかくある部位を、どんな化学成

分で、どういう性格の成分がここに詰まっているかというのを見るもので、ＭＲＳはこれ

から進歩していくでしょう。 

●トム・ファーラーとの協同作業で特に具体的に苦労されたことはありますか。 

●小中 一番苦労したのは、やはり日本人との関係です。というのは、日本人の技術者は

今まで、いい悪いは別にして一生懸命やってきた連中じゃないですか。それを僕が横から

頭にピッと置いて「おまえら仲よくやれ」と。どっちかというと、こんな難しいことをや

るやつだから変わったやつ、頭がいいのが多いんです。そうすると、何でおれがアメリカ

人の言うことを聞かなきゃいけないんだ。ドクター・ファーラーというのは大学教授をや

られるような人だから、それなりの人格者ではあったけれども、なかなか思うようにでき

ない。ドクター・ファーラーがＡと言うとＢと言って、Ｂと言うとＡと言うようなところ

もあったし。僕だけではなくてその話を聞いて、当時社長だった風戸さんも日本人技術者

を呼んで「君たち、外人の言うことを聞け」という注告したことがあったり。 

僕の仕事上の信条というのは特になかったけれど、大体平凡な人が集まっても平凡な

ことしかできないでしょう。やはり難しいことをやるのは、変人が多いんです。だから変

人同士の和をとるということが一番、どっちかというと苦労したほうだと思うんです。 

●そこで有効でうまくいった理由、仕掛けとか、苦労された、工夫されたことは。 

●小中 和をとる、ハーモニーをつくる苦労というか、特にそういうものは。みんなよく

やってくれたが、とんでもない大騒ぎになって、やめる、やめないとなったこともあった

んですが。 
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●みんなはその目標は理解したんですか。 

●小中 最後、完成した時点で理解したと思います。完成するまではちょっとうまくいか

ないときには、あいつの言っていることはだめだとか何とかというのが多かったですが。 

●結局、さっき言われた「バリアン打倒」ですよね。 

●それが目標なんですね。 

●小中 そう。風戸さんに言わせると、錦の御旗、バリアンを追い越せということだった

ので、どちらかというと、みんなの目をそちらのほうに向けていたことは事実です。ただ

仕事をしているときに、四六時中それを考えている人はいないだろうけど、いずれにして

も担当した皆さんはそれぞれ個性を発揮してよくやってくれたと思っています。 

●今、唐沢さんの言われたそういうのを大体やられて、デュアルプローブとかいろいろ成

功して、ＮＭＲがさっき言ったＭＲＩとか違う分野でいろいろなのができてきたわけです

ね。そういう流れを見ておられて、どうお感じになられましたか。ずっと分析機器一本で

やってこられたと思うんですが。 

●小中 僕も現場を離れて２０年以上たっていますけれども、今、時々うちの製品でも外

国製品を見ても、ものすごく進歩しています。僕の時代はカメラでいえば、どっちかとい

うとジャバラつきのカメラで、原理は同じかもしれないけど、現在つくっている、売って

いる装置を見ますとね、今のこんな小さなデジカメでコンパクトで高性能の感じがします

よ。 

●バリアンがいて、そこに日本電子が挑戦したわけですね。今、世界的に見ましてヨーロ

ッパとかアメリカ以外のところで、ＮＭＲをやっているところはあるんですか。 

●小中 ヨーロッパにブルッカーという会社があります。 

●ブルッカー、それはどこの国ですか。 

●小中 ドイツ。 

●それは今でも顕在なんですか。 

●小中 うん、一応ね。 

●世界のナンバーワンです。 

●今、それがナンバーワンになってしまったんですか。 

●小中 ナンバーワンになったかどうか知らないけれども、ブルッカーの社長だったラオ

キンという方がいた。今も社長をやっているのかな。 

●ラオキンはお亡くなりになりました。 
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●小中 お亡くなりになっていて、息子がやっているんだな。 

●はい、息子がやっています。 

●小中 そのラオキンというのは創業者で、日本電子でいうと風戸さんなんです。それで、

自分の全精力をＮＭＲの開発に投入したんです。 

●そこはＮＭＲだけやっているんですか。 

●小中 ＮＭＲと、その関連製品をやっているけれども、それはほとんど問題にならない

ものです。余計なことかもしれないけれども、やはり会社の経営者のトップが何に注目し、

何に全力投入するかによって決まるんです。だから僕は別に悔しくて言うわけではないけ

れども、例えば日本電子という会社を見たら、何たって世の中、電子顕微鏡なんですよ。

電子顕微鏡なくしてこの世の中はないみたいな、創業者精神というか風土があります。そ

れが、トップクラスの人たちの活力なんです。電子顕微鏡はね。やはり長男は長男なんで

す。僕は二男か三男か知らないけど、二男の養育費としていっぱい金を使わせてもらいま

したよ。 

 余計なことかもしれないけど、ブルッカーはＮＭＲこそ我が命なんです。オーナー社長

がやられていたから。風戸さんがたまたま、僕が第一線を退いて、３～４年後のことです

けど、日本電子の今後のことを考えたらＮＭＲをどうしたらいいだろうと相談を受けた。

風戸さんに言わせると、分社化しかないんじゃないかと。というのは、会社を全く分けて

しまって、おまえたちこれで食っていけと言わないと、道は拓けないと、風戸さんはひと

り言を言っていましたが、仕事というのはどこでもそうでしょうけれども、トップの考え

方ひとつで決まる問題が多いんじゃないですか。 

●ものづくりをやってこられて、バリアンを差別化したデュアルプローブというものは簡

単にできたんでしょうか。 

●小中 やはり試行錯誤しましたけど。 

●その試行錯誤される過程で、どういう苦労をされたか、あるいは卒論のときの高周波を

つくることというのは、全くそのとき関係なかったのか。卒論で研究された高周波をつく

る話と、デュアルプローブと、大学で研究されたこととの関連は。 

●小中 大学で研究というか。 

●何か役に立ったかという話でしょう。 

●小中 高周波じゃなくて高電圧です。 

●そのデュアルプローブというのはほかの会社はやらなくて、なぜ簡単にできたのかどう
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か。苦労は全くなく、スラスラと思いつきだけでできたのか。とすれば、なぜほかの会社

がやらなかったのか。マルチプローブでも何でもできるものなのかどうですか。 

●小中 最終的にはデュアルプローブはマルチプローブ（オムニ）になりまして、それは

日本電子が最初にやりました。 

●なるほど、そうですか。ご苦労なさった点がもしあれば、その辺をお伺いできますか。 

●小中 大げさにお話しするような苦労はなかったかもしれませんが（笑）、開発頭初か

らの技術ノウハウの苦労の上にたって、その積み重ねが成果を生んだと云えましょう。こ

こに書いてあるけれども、パルスプログラマというのと、デュアルプローブというのとマ

ルチプローブ、ライトペンオペレーションとかクォードラチャーディテクションとか、少

し難しい話ですが、こういうのが、お客さんの関心を引き売り上げが上がったということ

です。 

●開発途中というのはいろいろな新しい品物をつくるわけですから、まだユーザーはいな

いわけですよね。 

●小中 ユーザーというか、それをやるときにどこかの大学の先生と一緒に。 

●専門家のいろいろなアイデアを聞くというか。 

●小中 アイデアなど使ってもらうケースが沢山あります。 

●そういう中で、こういうものを取りつけなきゃいかんとかいろいろ出てきて、それを具

体的に製品にしていくわけですね。そういうことで、ブレークスルーしたときの感動だと

か何か、そんな、ここで「ヤッタ」という感じでしたか。 

●失敗は全くなく、ああよかったと、すぐポッポッと。 

●そんなことはないと思って聞いているんですが。何か聞いていると、みんなすいすいと

行っちゃったみたいですね。 

●その外人がパパッと教えているような。 

●小中 例えばＮＭＲで一番難しいのは、セットアップするときにマグネットをきちんと

ひずみをつけないで置くことと、検出のプローブをきちんと中心に通さなければならない。

今度はカレントシムといって、磁場の検出をやるためのコントローラーみたいなものがき

ちんと作動しているかどうか、細心の注意を払ってセットアップしなければならないわけ

です。それを今度プロトンプローブからフッ素プローブに変える、リンのプローブロに変

える、Ｃ13 のプーブに変える。大変なんですよ。ニーズはそこから来たんだけど、今の

デュアルプローブの場合は、例えばプローブ一つで、せっかくセットアップしたら、その



 187

セットアップの条件は変えないで、何かスイッチ一つか棒を１本突っ込むだけで変わらな

いかというのがアイデアでやったわけです。 

 それはやはりデュアルになって、１足す１は２というより、例えばカーボンとプロトン

を一緒にやろうと思うと、今度はプロトンの性能がちょっと落ちるわけです。それからカ

ーボンとリンとやる場合に、またちょっとコイルが変わるから、コイルを２種類入れてお

かなきゃいけないとか、そのつなぎをどうしようかということになると、やはり片方の性

能が落ちることが非常に多いんです。だから二つの仕事を１回でやるといったとき、両方

ともシングルでやっているときと同じ性能を得るということが大変重要で難しかったわけ

です。 

●いろいろ試作をしないといけないんですね。 

●小中 そうそう。それを何回も繰り返してやったということでしょうね。 

●では試作を早く、繰り返してできたんですか。 

●小中 早くて。 

●それは自分たちで自作したんですか。それともサポートする職人集団というか、事前に

中小企業でそういうことを頼まれていたのか。 

●小中 日本電子の中の工作員をチームに入れてグループをつくり、試作をするケースが

多々ありました。 

やはり電子顕微鏡の軸を合わせるというのはものすごく大変だったと思います。ちょ

っと狂ったってのを補正するというノウハウの力があったから、やはりできたんじゃない

かと思います。会社にそういう潜在能力があって。電子顕微鏡のポールピースを磨くなん

ていうのは、普通の職人ではなく、ものすごい才能と経験の蓄積あるからでしょう。 

●言うことをわかってくれてですね。 

●小中 そういう人がいるのは、やはり電子顕微鏡をやっていた人がいたからです。 

●今でもそういう方は。 

●小中 今でもいると思います。昔と時代は変わりましたけど。 

●昔はいましたよね。私も、無口だけれども言うことを理解してくれる人がいて、頼んだ

ら仕上げてくれるんですよ。環境としてはそういう人たちに恵まれていた。社長がそうい

うふうに配慮したんですか。 

●小中 そうやっていて偉くなった人はあまりいないからわからない。（笑） 

●ＮＭＲの安定度というのは１０のマイナス９乗を要求されるんです。大体、世の中の常
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識的には１０のマイナス６乗というのは普通、皆到達するんですが、１０のマイナス９乗

というと月にロケットを上げる技術に等しいと言われているんです。 

●小中 それもあるけれども、もっと簡単にここに書いてあるけれども、大阪－東京間は

５００キロメートルでしょう。大阪－東京間の距離のうち、数ミリ以内の差におさまって

いないと、ちゃんと信号が出てこないわけです。 

●測定できませんね。 

●小中 だから僕はこの世の中で安定度、安定度というけれども、こんな高い安定度なん

かないと。なぜそれができたかというと、ＮＭＲコントロールといって、ＮＭＲの現象そ

のものを、ＮＭＲの共鳴の条件をいつも保持できるようにフィードバックするシステムを

使っています。 

●キャリブレーションするわけですね。 

●小中 常時、キャリブレーションしているわけです。インターナルロックとエクスター

ナルロックと二つありまして、インターナルロックというのはサンプルの中に、例えばＴ

ＭＳ〔テトラメチルシアン〕という基準試料を入れ、その成分に一旦共鳴させておくわけ

です。共鳴がちょっとでもブレると、さっとフィードバックして、周波数や磁場をコント

ロールするわけです。どこに行ってもインターナルでロックされているわけです。エクス

ターナルというのは、サンプル試料位置からちょっと離れたところに基準サンプルを置い

ておいてここのところの磁場がいつも変わらないようにしておく。変わらないようにフィ

ードバックしておきます。このプローブにサンプルを入れると、条件が常時ロックされて

いるので即座に測定に入れるので、エクスターナルのほうがずっと便利なわけです。イン

ターナルの場合は１回１回ロックを合わせなければいけない。ただものすごく性能がいい

んです。 

●室内温度は何度ぐらいに。 

●小中 室内温度は、常時使うときは常温の 20 度か 25 度。 

●温度変化はプラマイ０．５とか１度以内。 

●小中 １度ぐらいです。ただ一応、今までは恒温層を使って。最近はあまり恒温層を使

わないところが多いんです。恒温層は使わないけど、部屋の温度制御はよくなっています。

空調がね。 

●常温でプラマイ１度ってすごいですよ。 

●それでいろいろとそういう技術の蓄積があり、そういう経験に基づいて研究者、技術者
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としての信条フィロソフィーが何かありましたら一言お願いします。 

●小中 難しいことはわからない。 

●先ほど世界戦略も、出ましたが。活力あるものづくりへの提言、何かそういう提言、今、

若い人たちが技術離れして、証券会社に行ったりコンピューター会社、銀行に行って、技

術屋がそちらでコンピューター管理を担当していたりします。あと技術移転で、中国に行

ったりしていますが、日本でそういう技術産業を若い人たちがもっと尖端レベルで興味を

持ってやっていくという意味で、我々はそういう環境で育成していかねばなりません。日

本をよくしようと。昔は、海外メーカーを打倒しようと。輸出しようと。悪かろう安かろ

うをよくしようというふうにしてきたわけです。何かそういうところで若い人たちに伝え

ておきたいお言葉はありますか。勉強をしろとか。 

●小中 いや、あまりそういう、どこかの偉い人が言うようなことは私はよくわからない

し、言うわけじゃないんだけど、でもやはりエンジニアリングとか技術関係の人は今でも

よく働いていますよ。僕の息子もそうだし、うちの娘の婿さんもそうだけど、理科系の人

というのは、夜１２時前にうちに帰っている人はあまりいない。 

●今はそうですね。 

●小中 昔もそうでしたよ。だから、例えば夜、車でどこかの電気メーカーの前を通ると、

暗くなっているところは少ない。大体、夜、こうこうと電気がついているところが多い。

それはやはり日本の活力だと思う。だから、今の、例えば携帯電話などでもやはりものす

ごい競争じゃないですか。できた途端に価格競争に、また何とか。ぞっとするような話、

それに立ち向かって努力している。それと話はちょっと落ちるけれども、昔は、例えばフ

ァミレスみたいなところで働いている男は少なかった。今は結構、大学生でそういうとこ

ろで働いている人が多い。だから僕は明治時代の人が「おれたちはよかったが、昭和のや

つらはとんでもない」と言うけれども、僕は昭和の人だけれど、平成のやつらはとんでも

ないとは言えない。その時代時代で若者が未来を指向して頑張るところで、世の中が進化

発展し成長するんじゃないですか。だから結局、明日の日本はどうかというと、やはり今

の若者の活力で繁栄がもたらされるのだと思います。 

●芥川龍之介が書いていましたよね。いつの時代でも「今の若者は」って。 

●小中 そう思いますね。 

●どうも今日はお忙しいところ、ありがとうございました。 

（終了） 
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曲面印刷プロセスの開発 

中西幹育氏 

●今日はお忙しいところをありがとうございます。私は 2000 年にソニーを定年退職してい

るんですが、その前からもう 10 年ぐらいこのプロジェクトを、ボランティアみたいな形で

やっています。素人でございまして、やったインタビューがちゃんとまとまってできるか

どうかというのは別でございますけれども、今日はおもしろいお話をお伺いできると思っ

て大変、楽しみにして参りました。 

 いろいろな資料を事務局からいただいた中にマイクロテレビのお話も出てきておりまし

て、私は親しみを感じているんですが。この 100 人の中でもマイクロテレビは１人、ソニ

ーの沖さんのインタビューが 2 年ぐらい前に、やってこの 100 人に入っていますので、今

日は大変、楽しみにしております。 

●中西 なるほど。 

●我々の活動は、実は先生が 100 人目なんですよ。 

●中西 あ、そうですか。記念すべき 100 人目だ。 

●そうなんです。記念すべきということと、100 人目ということで、多分これで打ち切り

になると思うんです。大トリなんですよ（笑）。 

●中西 ああ、そうですか（笑）。 

●そうなんです。しかも大トリにふさわしいなと。こちらから推薦いただいて、かなり前

から話題にはなっていたんですけれども、ちょうど 100 人目になって、最後に出ていただ

いてということで、我々も記念すべき回だなと思って、今日はお話を楽しみにしています

（笑）。 

●中西 なるほど。わかりました。いやいや、それはそれで、やっぱりふだんどおりにや

りますから（笑）。マイクロテレビの話は、私が 26 歳のときにマイクロテレビの開発をや

ったんですよ。東京トランジスタ工業ですけれど、「第２のソニー」といって随分、騒がれ

たでしょう。あれで私はＵＨＦチューナー、まだ日本になかったんですよ、半導体がない

から、高周波用(UHF)トランジスタを輸入して。ＵＨＦ帯のトランジスタって、日本にはも

う当然ないでしょう。それで当時やると、大体 10 数％は不良になるんですね。そういうこ

とでマイクロテレビも随分不良品をつくりました。 

 それから、その前の話としてはね、またソニーに関係があるんですよ。ソニーが初めて

トランジスタラジオを世の中に出したでしょう。あのころはトランジスタの効率が悪くて
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ね、すぐバッテリーがなくなる。バッテリーも、今みたいに優秀なバッテリーは世の中に

なかったでしょう。いざ聞こうと思うと、もうバッテリーが切れたようになった。だから

インジケーターをつくってくれという要望がありましてね、当時はこんな大きいメーター

だったでしょう。それを大きさが親指のつめ二つ分ぐらいのメーターを開発しましてね、

それでこの発明のおもしろさを植えつけられたと（笑）。 

●ああ、そうですか。 

●中西 そうなんですよ。そのために、それは磁気回路の設計が重要です。要するに、本

当に微量の電流でフルスケールをぽっと行かなきゃいけないでしょう。だからこんなに大

きいのを小さくする。そうすると、一番大事なのは何かというと、磁気回路になっちゃう

わけです。磁石もあのころはＭＫだっけ。 

●アルニコ。今は・・・進んできていますよね。 

●中西 ええ、アルニコ。アルミ・ニッケル・コバルトで。当時はね、まだあんまりなか

ったんですよ。それで小さくするときに一番困ったのが、可動線輪型といって、真ん中の

磁石の周りにコイルがあって、それが回るというやつですね。小さくすればするほど困る

ので、コイルをたくさん巻けないでしょう。だから少ないコイルで高感度を得ようとする

と、結局、その中に入っている磁場の強さが、感度のすべてをつかさどるわけですよね。

マグネットは今みたいにあまり強烈なやつじゃない。 

●今と比べると弱いですね。 

●中西 アルミ・ニッケル・コバルトなんていうのは、あの当時は高くてね（笑）。 

●そうですね、そのころですね。 

●中西 そのころです。 

●メーターで振る形なんですか。 

●中西 バッテリーの残量を示すために、レッド・ゾーンへ入ったら、もうバッテリーが

そろそろ切れますよというインジケーターで、名前もラジケーター。ラジオインジケータ

ーね。 

●ラジケーターという。今でもそのぐらいので売っているのがあるけれど、じゃあ、あれ

はそれの流れですか（笑）。 

●中西 本当にこれぐらいですよ。だって、トランジスタではこんなものですよね。 

●その中へくっつけちゃうんですか。 

●中西 もうその中へ入っちゃうの。それで売れた、売れた（笑）。当時、最盛期には月
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20 万個ぐらい売れたんですよ。 

●それは、どうやって小さいコイルで、高感度に出来たんですか。 

●中西 マグネットはね、その当時としてはベストの NK からアルニコという合金を使って

やったんですけれど、今度はほら、磁石が本来持っている磁束密度って、それ以上は強く

できないじゃないですか。だから何かといったら、そのギャップ。磁気回路をつくって、

可動コイルが回転するところのギャップをどこまで小さくするか、狭くするか。 

 磁束密度はご存じでしょう。距離の２乗に反比例するので、Ｒ２乗分のＭ１、Ｍ２とい

う、それに径を掛けたやつが、その間の磁束密度になるわけですね。だから狭くすればす

るほど、この中の磁束密度が強くなるじゃないですか。というと、その中を回るコイルと

いうのも、極限まで小さくしなきゃいけない。まあ、そこが一番苦労したところでしたね。 

 もう一つは、ピボットといって上と下に支持部を置き、回転するから、回転の抵抗があ

っちゃいけないので、抵抗のない針をつけなきゃいけないのね。 

●針を。 

●中西 そうそう。あのころはサファイアとかルビーにね、こんな小さいのを使ってね、

ポータブルラジオというか、ポケットラジオというの？ ソニーが初めに出したのは、こ

んな小さいので、落とすじゃないですか。 

●そうなんですよ。小さければ小さいほど落とすんですね。 

●中西 落とすと、ピボットがぽんと外れたのでは動かないじゃないですか。だから耐衝

撃性があってね。 

●あ、それで耐衝撃性もやられたんですか。 

●中西 そうそう。 

●なるほど。本来的な話だから、それは東京トランジスタ工業でですか。 

●中西 いやいや、それは東洋無線という会社。 

●それはあれですか、今までどこか、大学を出てから企業にお勤めになって、数年で・・・・・ 

●中西 そうです。若いですよ。だって大学を卒業してすぐ入ったのが、太洋自動車とい

って、シボレーの極東での総輸入元ですから。そこの技術部に入ったんです。 

●それが 60 年ですか。 

●中西 そうです。卒業してすぐだから。 

●ご卒業なさって……。 

●中西 うん。35 年です。そこの技術部へ入ったんです。考えてみたら、その当時の技術
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というのは、今みたいに懇切丁寧に教えないですね。技術部といったって、職長とか職人

の支配している世界です（笑）。まだ当時の日本の車にはついていなかった、油圧を羽根で

吹きつけて動力を伝達するという、今はトルコンとか何とか、名前はいっぱいあるけれど、

当時の言葉でいうと自動変速機ですかね。来る日も来る日も、それの解体ですよ。つなぎ

を着て車の下に潜って、おろして、きれいに洗って、それから全部解体していって、もう

一回組み立て。これはものすごく役に立ちましたよ。 

●そうですね、本物をやるんですからね。 

●中西 そう。日本の車メーカーには全くなかったでしょう。オートマチックトランスミ

ッションなんてないですよ。 

●なかったですね。シボレーにはあったんですか。 

●中西 シボレーはもうあったんですよ。 

●昔はシボレーなんかが走っていると、我々が子供のころは追っかけていたもんね。マー

キュリーだとか、シボレーだとか、ビッグだなんていって（笑）。 

●中西 そうそう。あんなでっかい車がよく走ると思ったでしょう。 

●ですね。 

●中西 その心臓部というのはそこだったんですね。 

●そうしたら、我々のほうの自己紹介をしましょう。小金沢さんは、今は研究産業協会に

おりますけれど、元三菱重工で、研究開発関係の管理部門にずっといて、名刺には、研究

産業協会と書いてあると思うんですが、三菱重工がここをつくったときのメーンの会社だ

ったんですね。会長が重工の当時の社長さんで。 

●中西 三菱重工の方ですか。 

●ええ。飯田庸太郎さんが始めていって、当時の通産次官がこの会の設立にものすごく力

を入れたんですね。それで産業の技術保存、それも箱物とかは後にして、まず人的な資産

を保存しようというのが、これの始まりなんです。それも連綿と続いて、100 人目の聞き

取り調査となりました（笑）。 

●中西 着眼がいいですね。すぐ箱に行っちゃうんだけれど（笑）。 

●そうなんですね。だから「プロジェクトＸ」より先に、平成６年からずっと 12 年ぐらい

まで、毎年 10 人ずつだったんですけれども、だんだん予算があんまりなくて（笑）。 

●志村です。私はまだ会社におりまして、（笑）。大日本印刷におります。いつも建材事業

部がお世話になっております。 
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●中西 いえいえ。 

●今日はお話を伺うということで、今の室長が、多分その曲面印刷のときに現場に居合わ

せたと本人は言っておりましたけれど、島(しま)というのがおりまして、島からも当時の

お話を、我々ＤＮＰとのかかわりみたいなところを聞いた次第なんでございます。また、

もし中西さんが覚えていらしたら、島がよろしくということで、メッセージをいただきた

いと（笑）。 

●中西 あ、そうですか。どういう方だったかな。あの当時で明確に覚えているのは彼で

すよ。一番最初にお会いしたのが金谷(かなたに)さんなんですよ。それからだれだっけ。 

●ワタナベさんですか。 

●中西 いやいや、もっともっと古いよ。あなたはまだ新しいからいなかった。（笑）一番

最初が金谷さん。そのときに一緒に来たのが、東大のアイスホッケーの１期上司の、ほら、

アメリカの社長をやってたじゃん。 

●渕上(ふちがみ)さんですか。 

●中西 渕上さん。 

●そうですか。私は渕上さんは知っております。 

●中西 ２番目に会ったのが、その渕上さんだったんです。だから大分古い話ですよ。31

～32 年前。 

●ええ。多分、25 年ぐらいじゃないですか。私が入って 20 年なので、ですから 26 歳。30

年ぐらいですね。 

●中西 うん、30 年前ですよ、会ったのがね。どういう出会いがあったかといいますとね、

あの当時、某印刷会社の営業課長がね、これからはやっぱりプラスチックの時代が来るよ

と。30 年前ですよ。プラスチックというのは同じ形が非常に量産できると。軽くて、丈夫

で、安いよと。だから絶対に来るというわけですよ。これも食事をしながら話をしていた

んですが、印刷会社の営業課長ですから、その上に柄をつけることができないかと。まあ、

サルもおだてられりゃ木に登るとかいってね（笑）、中西さん、これができたらノーベル賞

ものだよとか何とか言うんですよ。その前がさっき雑談で言ったように、いろいろな新し

いチャレンジをずっと歴史的にやってきて、そういう前があった上で、この話を聞いたも

のですから、これはそうかもわからない、おもしろいかもなということで、一つの情報に

乗っかっちゃったわけですよ。 

 二つ目の情報がね、当時、三菱電機の尾島工場といったかな、群馬製作所に出入りして
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いたんです。それは、もう既にメッキの表面処理の技術指導をしていましたので、あそこ

はディスクの上のメッキをやるんです。記録層の特殊なメッキですからね、そういうのが

あったんで出入りしていたら、今でいうラグビーボール型の電気掃除機があるじゃないで

すか。あれにでっかい車輪がついて、ごろごろって、主婦でも軽く引っ張っていけるよと。

この掃除機の胴体を左右に真ん中からぱかっと開けることが出来るタイプなんです。する

と簡単にゴミを取り出したり紙のペーパーフィルタが交換できる。 

 あそこの群馬製作所というのは、日本ではヒットメーカーなんですね。常に電機メーカ

ーの先を先を商品化されていたんですが、やっぱりそれも初めてだったんですよ。あの当

時では日本でも最高だというインジェクションモデリングマシンを入れて、同じ原料で、

左右の胴体を同時に成形するわけですよ。ところがね、ライン上を流れていくと、人間が

見ると、こっちとこっちは色が違うんですって。微妙な条件の違いなんでしょうね。だか

ら色が違う。これはもう一つ、何か少しでも柄がつけば、この色違いなんて、人間の目は

ごまかせるというわけですよ。だから柄をつける方法はないかと。これが２番目の情報で

すよ。 

●さて、本題のインタビューに入らせていただきます。委員長の黒木です。今日は本当に

お忙しい中、貴重な時間を割いていただきましてありがとうございます。 趣旨は、戦後

の日本の発展が日本独自の産業技術によって支えられてきたと。しかし、そういう技術が

きちんと保存されるような仕組みがないのではないかということを、産業界のトップの人

たちが非常に心配されたといいますか。海外ではそういう産業技術の保存というのがかな

り進んでいるんですけれども、日本の場合は、どうもその辺がおろそかにされているから、

ぜひこの機会にこういうものを体系的に整理していく必要があるだろうと。そこから始ま

りました。 

 これが始まったのは 1993 年でありまして、いろいろな計画がありましたが、我々はその

うちの、特に生々しい名前なので恐縮ですけれども、「生き証人聞き取り調査」という名前

がついているんです。生き証人なんていうと、あしたにでも亡くなりそうな人を連れてく

るみたいで非常に恐縮だったんですが（笑）、現に今まで放置していたために、例えば戦後

のＹＳ－11 の開発をした人たちも、人材をほとんど失ってしまうと。そういう中で、一刻

も早くたくさん保存しようじゃないかということから始まりましたので、「生き証人聞き取

り調査」という名前がついております。実際の調査は平成６年から始まりまして、昨年ま

でで 94 人の聞き取りを行いました。今年はあと６人でちょうど 100 人になるということで
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あります。今日は、記念すべき聞き取りのお人にめぐり会いまして、また、それに当たり

まして、我々も事前に先生からいただいた資料、その他を手に入れまして伺ってきました

が、この 100 人を締めくくる一番最後に、実にふさわしい活躍をされた方が出てきたとい

うことで、今日は非常に楽しみにしております。 

 聞き取りの内容につきましては、お手元に届けておりますように、生い立ちから始まり

まして、家族関係とか、どういう先生についてとか、ほかのこういう聞き取りとは大分違

って、かなり人に光を当てたような聞き方をしますので、若干ぶしつけな、失礼なことも

大分入ってくるかもしれませんが、その辺はよろしくお願いしたいと思います。一応、今

日は担当者の唐澤委員からやっていただきますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

●中西 生い立ちからね。 

●お手元にお送りしてあると思いますけれど、お伺いしたいことが 10 項目ありまして、約

100 分としますと、本当はテーマをみんなお聞きしたいんですけれども、そうするとどう

しても浅くなってしまうものですから、基本的には１人１テーマということで、むしろ、

そこをどうやってご苦労されて成功まで行かれたかというところをお伺いして、最後にほ

かのこともということで追加という形にしていただければということで、中西様にはいろ

いろとおありでしょうけれど、今日は曲面印刷をメインのテーマにしていただいて。 

●中西 なるほど。それに軸足を置けと、こういうことですね。わかりました。それでは

恐れ入りますけれども、最初は型どおりに生年月日と名前をいただきたいと思います。 

●中西 生年月日ですね。 

●はい。 

●中西 1938 年３月 15 日生まれです。生まれた場所は福岡。でも、もう物心がつく前に

山口県の下関に移っております。だから、その前は全く記憶がありませんので、まあ、下

関生まれ、下関育ちということで結構だと思います。名前は中西幹育(なかにし もとやす)。 

●字は難しくないけれど、読み方が難しいですよね。 

●中西 ええ。おやじが神学に凝っていたとみえて、その方面では「もとやす」と読める

んだそうです。ただ、小学校からずっともう読まれた経験がないと（笑）。でも、一回覚え

ていただけると、もう忘れられないだろうと。こういうことですね。 

●そうですね。 

●中西 終戦の日が、ちょうど小学校２年だと思います。だから一番ものがないときに育

っています。当時の社会状況からすると、父親も母親も共稼ぎで、結局、今でいうカギっ
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子になりますね。海へ行って夕ご飯のおかずをとってくるのが、日常的な私の仕事だった

ということなんです。 

●それは幾つぐらいのときですか。 

●中西 だから小学校２年。その前はもう戦中だから、どうしようもないわけでしょう。

終わってすぐですから、食べ物はまるっきりないんです。そりゃ、お金を出せばあったか

もわからないけれど、そのお金がないという（笑）。よそも全部そうだったんです。 

●みんなそうですね。 

●中西 だから隣近所の悪ガキどもと、子供の足で 10 分か 15 分ぐらいできれいな海岸に

出るんですよ。これはいまだに覚えていますけれど、武久（たけひさ）海岸というんです

けどね。 

●どういう字を書くんですか。 

●中西 武士の武に久しい。毎日そこへ行っていれば、要するに、来る日も来る日もそこ

へ行って何かをとってこないと・・・。お米といったって、米の粒はありませんからね。

コーリャンでしょう。ムギでしょう。そういうところです。野菜は小さいながらも畑に植

えていましたから、動物性たんぱくといったら、それか、もしくは配給で出てくる“塩ク

ジラ”というやつですよ（笑）。 

●あの辺にはクジラの基地があるんですか。 

●中西 あそこはマルハの内地の基地でしたから、よそさんよりは豊富に入る。でも、保

存技術がないから、臭くって食えないですよね。来る日も来る日もそうですから、学校へ

行って、今日の給食はカレーだよといったって塩クジラだしね、今日はちょっといいよと

いっても竜田揚げぐらいのものですよ（笑）。そういう時代だったんです。 

●今はクジラもなかなか高くてね。 

●中西 そうですね。だけど子供心に覚えているのは、あれは筋張っていますからね、歯

が丈夫になったでしょうね。（笑）そういう生活がありました。というふうに、物心ついて

から高等学校までは、山口県の下関市に在住しました。私はうちが大学なんてとんでもな

いという環境だったものですから、工業高等学校に入ったんです。下関工業高等学校とい

うんです。要するに、当時は就職学校なんです。だから、そこから大学へ行くなんていう

のは、全校でもいないというくらい（笑）。だって受験科目はないんですから。進学学校に

はちゃんと受験科目があったんですけれど。 

 そういうことで、体が非常に弱かった。やっぱり食べるものがろくにないということで、
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どうしても強くなりたかったんですよ。高等学校へ入ったときに、腰を抜かすほど驚いた

というのは、本当にキングゴジラみたいな体の人が結構いたんですよ。たどっていったら

ウエートリフティングをやっている。強くなりたいから、じゃあ、そこへ入ろうと。入学

してすぐですから、まだ子供ですよ。そこでウエートリフティングに没頭したんです。 

●高校時代ですか。 

●中西 高校時代。いろいろな科があったんですが、一番新しい学科だったのが電気通信

なんです。 

●電気通信科というのがあったんですか。 

●中西 電気科があって、電気通信科というのが新設されて数年の科だったんですよ。こ

れが例えば今でいうＩＴとか、そういう分野になった若年の科だったんです。そこでウエ

ートリフティング部に入りながら通って、強くなって。そこでキャプテンをやっていたん

です。 

 運動部というのは３年生が卒業するから、８月に次のキャプテンを決めるんです。次の

キャプテンに譲るときに、あの当時、まだ禁止だったんでしょうけれど、運動部というの

はそういう融通性がありましてね、これで終わりだからといって、ビールを１缶飲ませて

くれたんです（笑）。それで監督先生がね、我々は小さいのを１本しかもらえなかったんで

すけれど、がぶがぶ飲んで、酔った勢いで、この学校からダイレクトに大学へ行ったやつ

がいないんだよなって嘆くわけですよ。私はキャプテンでしょう。しょうがなく、先生、

私が行くよといって手を挙げたんですよ（笑）。 

 そこから受験に必要な科目を１科目、やっぱり徹底的に勉強していった。体力はついて

いますでしょう。３年間もウエートリフティングをやったんですから体力はついている。

だから本当に３日ぐらい寝なくたって平気で勉強できました。それともう一つ、ウエート

リフティングというのは集中力がすごいんです。勝負は一瞬で決まるから、集中力という

のが身についたんでしょう。猛烈に勉強して大学を三つ受けました。だけど 10 月、11 月、

12 月、１、２しかないわけでしょう（笑）。それで受けたら、おかげさまで三つとも受か

っちゃったんです。それで明治大学の工学部に入ったというのが、小さいときからの生い

立ちですね。 

●その小さいときに工業高校を選ばれたわけですね。それは商業高校でもよかったでしょ

うし、当時は普通高校も就職はあったでしょうし、どうして工業高校を選ばれたのですか。

●中西 いやいや、就職率が一番いいからだけで選んだんですよ。 
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●あ、一番就職率がいいという。 

●中西 ええ。手に職をつけられるでしょう。手に職をつけたいというのが、やっぱり当

時は大事だったんですね。 

●たしか当時は、工業高校って競争率が高かったんじゃないですか。 

●中西 そうそう、意外に。まあ、手に職をつけるというので入ったんだけど。 

●じゃあ、小さいころにとりわけ理工系とかにあこがれたとか、そういう影響を受けた方

とか…… 

●中西 ありましたよ。先ほど言いましたように、毎晩のおかずをとったときとかね。こ

れは海でしょう。相手は自然でしょう。ワカメをとりにいったりとかね、真冬でも行くん

ですから、毎日行って自然と遊んでいますとね、例えばどういうところに、どういう魚介

類がいるというのがわかってくるんですね。それはね、ふと考えると、やはりその環境に

なじんで自然から何かを教わっているんだなと、今にして思うことです。そうなんですよ。

だって、わかるんですから。いつの時期にどこに行けば何がとれるというのが、やっぱり

ずっと積み重なるじゃないですか。これで分析とかセンスとか、ちょっとした変化を見逃

さない感覚が培われたのではないかなと思いますよ。 

●そうですね。自然の法則に学んで、（笑）。 

●中西 うん、自然に教わった（笑）。そのときは幼児期だから意識できないじゃないです

か。でも自然とはどっぷりと戯れたよ、というのが本音ですよね。 

●どういうところへ行けばどういう生物がいて、そこでは手に入るとか。山も同じですよ

ね。 

●中西 山も同じですよね。 

●今の人たちは、そういう環境になかなか恵まれないので。 

●中西 そういう意味では、我々はやむを得ずそういう環境を与えられたんだけれど、今

の方々というのは、そういうものは自分の意思でそう思わない限りは得られないでしょう。 

●かなり努力しないとそこまで行けない。 

●中西 そうですね。そういう意味では、今の子供は、不幸かもわからないですよね。遊

ぶというのは、みんな人工物と遊んでいるしね。私たちは周辺に人工物は何にもないんだ

から、自然と遊ぶしかない。自然のうちに身につけていくルールとか法則ってあるわけで

すよね。多分そうだと思う。 

●しかも食材も手に入ると（笑）。 
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●中西 そうですよ。それが目的だから、楽にとりたいんですよ。この時期にどこに行け

ば何がある。行き帰りは山道を歩きますから、そうすると野草、これも一緒に行った年長

者が、これは食べられるんだよ、これは毒だよって、いろいろ教えてくれるわけですよ。

そして本当に毎日のように行くわけですから、毎日の積み重ねができていくわけでしょう。

勉強という意味の聞き方をしていなくても身についちゃうんですよ。あの野草はうまいよ

とかね、こうなっちゃうわけ。 

●当時、親御さんは、こっちへ行ってくれとか、こうなってほしいというご希望はあった

んですか。 

●中西 何にもないです。もう生計を立てるために、夢中になって働かなきゃいけない時

代だったわけでしょう。 

●そうですね。子供どころじゃないですね（笑）。 

●中西 そう。ただ、お金のかからないところへ行ってという一言はありました（笑）。だ

って、おやじが国鉄ですよ。母親は、もう下関ですから、水産加工というのが発達してい

ますから、そこのパートみたいな仕事をやっていたでしょう。 

●ごきょうだいは何人だったんですか。 

●中西 ３人です。３歳下に妹。その３歳下に弟。 

●すると、いよいよ工業高校から直接明治大学工学部に入られた。工学部は、学科はどち

らだったんですか。 

●中西 電気工学科です。なぜかといったら、ほら、高等学校は電気通信だったから。も

うそれは必然的にね、あまり何も考えないで、同じ道に。だからこっちはね、工業高等学

校のときには基本を教わっているじゃないですか。オームの法則とかね、いろいろと基本

を教わっている。それで知っているから授業も受けやすいだろうということで。 

●そうですね。そこではむしろ有利だったんでしょう（笑）。 

●中西 普通高校よりね、有利だもの。 

●そうですね。そのウエートリフティングの先生は喜ばれましたか。 

●中西 喜んだ、喜んだ。うちの娘をもらえとかなんか言われた。（笑）まあ、そういうよ

うな会話は随分あって。 

●ごほうびに上げるからというんですか（笑）。この写真は、何歳のときですか。 

●中西 そのころは大学です。 

●これは大学のときですか。すごいですね。これで本当に体が弱かったんですか。 
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●中西 それで弱かったんです（笑）。あの当時はね、今でいういじめがないんですよ。い

や、いじめといえば、いじめはあったんですよ。例えば工業高等学校でしょう。帽子も制

服も全部決まっているじゃないですか。襟（えり）章が曲がっていたら、ぼかっとなぐら

れるしね、帽子を横っちょにこうやると、帽子をこうやって、つばでぼかーんと先輩にな

ぐられるんですよ。あれは痛いですからね。先生にはやられませんよ。先生なんて、もう

校門に出てないから。先輩が順番で全部やるわけね。そういうのはあるけれど、からっと

したむちだったんですよね。 

 だから陰湿なものというのは全くない。なぐるにしても、みんな平手かげんこつでなぐ

られますから、なぐったほうも痛いだろうと思うぐらいです（笑）。だから当時はね、私が

３年になったらやらなくしよう、と思いました。どれぐらいの力でなぐったら、どれぐら

い痛いってわかっていますからね。年じゅうなぐられているからわかるわけですよ（笑）。 

●それでずっと大学では、ちょっと大学の時代の話……。 

●中西 大学の時代もね、運動のほうに偏るんですよ。高校時代でウエートリフティング

を３年やっていたでしょう。まだまだ強くなりたいという願望があったわけですね。だけ

ど、大学に受かったら、しょうがないから行っていいよという親の許可で受けたわけです

けれど、受かったわけでしょう。その次に来たのは、月謝は出してやるよと。要するに、

授業料は出すよ、だけど、生活費の半分はおまえが自分で稼げという条件がついたわけで

す。だから、大学１年から１～２年は本当にアルバイトを併用していたんですよ。一番最

初にアルバイトをやった先は谷中小学校です。墓地の横だと、夜の警備員だから、だれも

来手がないですよ。 

●墓地の警備？ 

●中西 墓地の横にある小学校が、谷中小学校という名前。 

●あ、小学校の警備員。なるほど。 

●中西 台東区なんですね。区役所へ行って、それに応募したら、体がでっかいから、ま

たは丈夫そうだからというので採用されたんですね。ウエートリフティングをやっている

から。あれは１時間置きに首から提げる丸いレコーダーを持っていって、角々にあるかぎ

を差し込んでぴっとやると、こういう紙のディスクに何時何分にここを通ったということ

でぱちっと穴があくんです。やっぱり皆さんが敬遠したんでしょうね。見事、アルバイト

で採用されましてね。 

 まあ、すごくよかったのは、警備員って、寝ちゃいけないじゃないですか。勉強する時
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間があるでしょう。静かですよ、谷中墓地の横だから。（笑）もう一つはね、給食のおばさ

んが、給食の残りを必ずとっておいてくれるんですよ。ウエートリフティングをやってい

るでしょう。腹が減って腹が減って、どうしようもないわけですよ。その話をちらっとし

たら、例えばカレーだったら、大きい皿に山盛りでちゃんと残しておいてくれてというの

で、夜食がいらないんです。下手をすると、夕飯もいらなかった。（笑） 

 そういう生活がありました。結局のところ、その谷中小学校で１年やって、その次の２

年目というのは、またすぐ近くにある龍泉寺中学校なんですよ。これは浅草ですがね。 

●リュウセンジって、どういう字を書くんですか。 

●中西 龍泉寺は、龍です。 

●難しいほうの「たつ」？ 

●中西 ええ、難しいほうの。それで泉。これも警備員です。 

●中学校だと、出世したわけですね（笑）。 

●中西 出世したんですよ。谷中小学校のときの思い出がね、これを言っちゃいけないか

どうかわからないけれど、劇団民藝だったかな、鈴木瑞穂(すずき みずほ)という有名な

俳優が同じアルバイトをやってたの。 

●女優さんですか。 

●鈴木瑞穂さんですか。 

●中西 瑞穂。調べてごらん。 

●そうですか。女優ですね。 

●中西 男優ですよ。だって警備員ですもの。それは違いますよ。 

●あ、そうか。いい身分だなと思ったんですけど（笑）。 

●中西 一応ほら、その人と一緒に仕事をやるから仲がよくなったじゃないですか。いま

だにはっきり覚えているんですけれど、あの人たちはせりふを覚えなきゃいけない。その

ためにテープレコーダーがいる。そのときにね、秋葉原へ行ってキットを買って、私が組

み立てたことがあるんですよ。その人の練習用にね。普通科からいきなり大学へ行った人

は、そんなキットを買って組み立てなんかはできないですよ。高等学校の電気通信という

のが生きているから立派にできたんですけれど、喜ばれましたよ。 

●人生むだなところがないですね。 

●中西 ないですよ。（笑） 

●昭和 30…… 
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●中西 31 年ですよね。それで大学に受かったからって、校舎は駿河台にあるんですよ。

あの当時の工学部というのは、設立されてから新しい、そんなに年季の入った学部じゃな

かったんです。明治は商学部がスタートですから。工学部に入るには、入学式に行って本

校のゲートを通って・・・。あの当時はね、何ていいますかね、ヤクザの組織みたいに各

運動部が机を並べているわけですよ。そこの前を通ると、おまえはどこへ入ったんだとか

やられるわけ。脅迫じみた勧誘があるわけですよ。 

 私はウエートリフティングをやっていたから、ウエートリフティング部に入ったんです

けれどね、その勧誘された先輩もものすごく人柄のよさそうな方だったから、つい、すぐ

に入った。さあ練習へ行ったら驚いた。もう高等学校のときに、今でいうインターハイで

チャンピオンになった人とかね、要するに当時としたら、強くて知名度のある方が大学の

運動部の主要メンバーなんですよ。私みたいにまだインターハイで入賞した経験のない者

というのは、もう道場の掃除をするか器具の整備をするか、終わったら先輩の背中流しで

すよ。だって、主力選手を強化しなきゃいけないでしょう。だから補欠選手を指導する暇

がないわけですよ。 

●その当時ですと、オリンピックの代表になるような人は、大体、大学がそうだったんで

すよね。 

●中西 ごろごろいましたね。当時はまだ社会人はなかったもの。大学生がもう全日本の

王座をみんな占めていたわけですね。そういう時代。それで入ったら、そういうことでろ

くろく器具もさわらせてもらえない、こういう時代でね（笑）。そこからなんですね、私の

人生の転機があったのは。ほら、弱いとね、いつまでたってもトレーニングがまともにで

きないじゃないですか。だから、よし、強くなる方法を考えようということで、えらいシ

ンプルな話ですよ。 

 ３時からが集合トレーニングの時間なんです。基本的に授業には出ろという先輩方の指

示があったんです。私は６時起きにしてね、下宿のおばさんにでっかい握り飯をつくって

もらって、７時ごろにはもう大学へ行って、みんながいないときにこそっとトレーニング

をした。人の倍ぐらいやれば、あいつらに追いつくんじゃないかという、もう単純な発想

ですよ。７時か７時半から１時間半ぐらい、みっちりトレーニングして、風呂から出てい

って授業に出ると、さっぱりするんですね。風呂代が助かるもんね。（笑）すっきりした状

況で授業に出るでしょう。３時からの集合トレーニングには何食わぬ顔をして。そうする

と、ちょうど倍になるじゃないですか。それを１～２年続けましたらね、３年目に全日本
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のチャンピオンになったんですよ。 

●チャンピオンですか。クラスはどこでですか。 

●中西 ミドル。 

●ミドル級。じゃあ、大きいほうですよね。 

●中西 うん、全日本学生選手権という。だって社会人がないから、学生が主力です。ミ

ドル級でチャンピオンになって、４年のときは１階級下へおろして、ライト級でチャンピ

オンになって。これは同時に学校対抗もあるわけでしょう。だとすると、ミドル級で相手

に強いのがいれば、私は１階級下げて、ライト級でそっちをねらい撃ちすると。そこは戦

略ですね。１階級下げて、それもチャンピオンになりましたよ。 

●すごいですね。 

●中西 それで覚えたのが、何だって人の倍やれば追いつけるじゃないかという、単純な

ことですわ（笑）。それでローマオリンピックの１次候補になりましたよ。館山の自衛隊で

の合宿で候補者だけが集まって、まだ１次候補ですからね。まだオリンピックへ行けると

か何とかじゃないですよ。でも、スポーツ選手なら行きたいじゃないですか。せっかくこ

こまで来たんだものね。 

●そうですよね、歴史に残るから（笑）。 

●中西 そう。それでやっぱりえらい気張りましてね、脊髄をずらしちゃったんです。こ

れで神経を押さえちゃって、医者に、あなたはもう一生、車いすからは離れられません、

下半身不随のままですよって宣告されちゃったんですね。 

●それが大学の何年ですか。 

●中西 卒業の年じゃなかったかな。 

●卒業を控えた年ですか。 

●中西 ええ、控えた年だと思います。そのときにね、全日本のチャンピオンって、仮に

学生とはいいながらも頂点じゃないですか。一生、下半身不随でしたら、谷底のどん底じ

ゃないですか。もうこの落差がすごかったんですよ。だから本当に自殺しようということ

まで考えましたからね。一番楽になる方法は何だなんて、工学部だから電気が一番いいか

なって（笑）。やっぱりね、その晩は一睡もできませんよね。そんなことばっかり、くよく

よ、くよくよ考えるわけ。やっぱり親の顔というのが浮かびましてね、何か生きる方法は

ないかという考えに変わっていくんですけれどね。 

 この首から下がまるっきり全部、石こうでかためられるんですよ。足の親指の先だけが
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出てるんですよ。何で出てるかというと、後で次の日にわかったんですけれど、若い先生

が看護婦さんを引き連れてきてね、消毒した木綿針みたいなので、ちゅっとここに差すん

ですよ。ここを押さえてるから、まるっきりその痛みを感じないんです。血は出るけれど

ね。そういう検査方法だったの（笑）。 

●それで検査を。 

●中西 だって昔ですもの。それで首から下まで全身を石こうで固めてろといわれた。全

日本のチャンピオンになるぐらい筋肉を鍛えてあるから、外側が固定されると、そのエネ

ルギーというのが本当に幸運なことに中へ向かったんですね。４日目ぐらいにぽこっと押

し返してきた。コンと音がしたらね、もう次の日から痛くて痛くてね（笑）。本当に治った

の。先生、治ったよ、痛くないもんと言ったらね、おまえね、嘘つくんじゃないよ、これ

は今の最新の技術で手術したって治らないんだぞといって、じゃあレントゲンを撮ってく

ださいよといったら、治っていた。 

 そのときに、石こうから外れていたのが頭だけだったんですね。考えてみれば、高等学

校もろくに勉強にしていない。大学もいい友達に恵まれたので、出席単位だけが大変で、

いろいろあったし。まあ、そういう好条件がやっぱり周辺を支えてくれたんですね。級友

達は、４年間みっちり勉強したよ。私は試合とか、そうなると、もうあっちこっちで試合

があるんですよね。欠席の頻度が多くなって、出席単位が足らなくなる。それを周辺の人

たちに助けられて卒業できる。私は４年間で卒業したんですからね。明治大学の 11 代目の

キャプテンもやっているわけですから。それから大学対抗では６連勝をやっていますから、

後輩の指導もよかったんでしょう。 

●それから６連勝なんですか。 

●あとは後輩が 3 年間やっているわけですよ（笑）。 

●中西 ６連勝はそれからですから。我々のときは、一番強い大学には強い生徒が集まっ

てくる、そういう相乗効果があって、６連勝したんですね。死ぬか生きるかという話のと

きに、おれは生きるとしたら、もう石こうでかためられていない頭を使うしかない。あい

つらは４年間勉強したから、おれもやっぱり倍やればいいだろうという発想です。それで

毎日２時間だけは勉強を自分に義務づけようという、どん底のときに誓ったから、治って

もそれは守ったわけですよ。 

 やっぱり工夫がありましてね、眠いときは、さっとおもしろい本を読んで、目がさえて

いるときは学術書の本を読むとすぐ眠くなっちゃうという、そういう工夫をしながら欠か



 206

さなかったんです。皆さんは卒業すると、おもしろおかしくといいますか、楽なほうに行

くだろう。だから私は飲んでも酔うほどは絶対に飲まないんです。気持ちよくなったらぴ

たっとやめるわけ。帰ってまた本を読まなきゃいけないもんね。だから例えば、飲んでも

飲んでも体を壊さない。おいしく気持ちよく酔ったときにやめるのが終点だから。それ以

上飲んでもむだだと思っているし、そういうことが身についちゃっている。 

 だから、本を読むのも勉強するのも、ものすごくつらい時期というのは３週間ぐらいな

ものですよ。３週間はつらかった。今日も、今日もという感じだけれど、それを過ぎると、

何となく読むようになるのね。やっぱり３カ月か４カ月しますとね、今度はライフスタイ

ルの中に習慣というものが入っちゃうんです。習慣づけて、もうその後はね、今度は読ま

ないと寝られないってやつになるんですよ（笑）。そこまで行くと、自然のライフスタイル

の中に入っちゃいますよね。だから、それからはずっと続けて。いまだにそうですけれど、

楽ですよ。 

●いまだに毎日２時間？ 

●中西 やってます。あのときの計算は 365 日掛ける２時間、これだけ人より進んだな、

こういう意識ですね。 

●それと、そのけがが治られてから、大学で卒論とかはあったんですか。 

●中西 あります。 

●それはどんなテーマで。 

●中西 卒論はね、私は磁気工学で、要するに、フレミングの右手と左手の法則。これの

解明と実証ということです。それがその次にさっきの話につながるわけよ。あの当時の先

生というのは、例えば中西がどういう生活をして、どうやっているかというのは、かなり

知ってくれているんですね。だから私の場合はね、論文の中身というのはさほどチェック

されなかったから。言っちゃいけないんだろうけれどね（笑）。 

 一つだけ、すばらしい手段を残したのは、試合などで授業をさぼるっていうことが多く

ありました。運動部というのはね、例えば私は工学部だから、出席単位がすごく大事。ほ

かの学部って、それはないでしょう。生徒がえらい多いじゃないですか。何月何日、１時

間目の一番苦手な何々先生のときに、ノートを持ってサインをもらいにいくことにしたん

です。（笑）というのは、出席したよという自己主張ですね。それを繰り返してね、すっか

り顔を覚えられて。まあ、それも大分、左右したんじゃないですか。工学部で運動部のキ

ャプテンをやって、全日本のチャンピオンになって、４年で卒業したのは私が１号じゃな
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いですか。だから卒業するときには、学長から体育の功労賞をもらってますもの。 

●体育の功労賞というのがあったんですか。 

●中西 あったんです。 

●なかなか理工系で、体育会系のクラブ活動というだけでも大変ですが。実験などもあり

ますし、・・・。 

●中西 ですよね。なかなかいなかったですよ。 

●いよいよそれで卒業して。 

●中西 それで卒業しました。一番最初に就職したのが太洋自動車というシボレーの直販

会社。 

●それが 1960 年の４月。 

●中西 昭和 35 年４月から入社です。 

●太洋自動車？ 

●中西 太洋自動車。シボレーの極東での直輸入元です。 

●これは会社はどこにあったんですか。 

●中西 竹橋。株主は日本通運だったんですよ。丸の内の丸ビルの角に本店がありまして

ね、輸入された車というのは全部一回、点検し直すじゃないですか。それが竹橋の整備工

場でやったの。 

●なるほど。工場があって。 

●中西 ええ。その竹橋の工場に入社しました。先ほどの話にあるように、あの当時は企

業内の社内教育なんていうのはありませんので、職長にハンマーを投げられながら、即実

践で教育を受けるわけですね（笑）。いま私は 67 歳でしょう。当時の人に聞くと、やっぱ

りそういう時代だったんですよ。来る日も来る日もオートマチックトランスミッションを

降ろして、洗って、解体して、組み立ててと、こういう作業。 

●それは新車を輸入して。 

●中西 新車もあるし、サービスもあるから、古いのもやるわけですね。そこにはちゃん

と技術部ってあったんです。 

●配属になったのは技術部ですか。 

●中西 はい。 

●当時は車検制度なんてあったんですか。 

●中西 それは覚えてないですけれど、ないんじゃないですかね。 
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●そんなのは恐らくなかったかもしれませんね。 

●中西 多分ね。 

●アメリカのほうだって、あるのかないのか知らないけれど、ひどい自動車が走っている

けれど（笑）。 

●中西 そうですね。そこでやっぱり工学部だったでしょう。だから非常に興味を持った

のが、油圧を発生させる羽根ね。それを受けるわけね。これで高速で回転すると、この圧

力でこっちを動かすよというんです。一番興味を持ったのは、羽根の形状と、「お釜」とい

うんですけれど、油圧を上げるための羽根があるんですよ。羽根の距離が本当に狭いんで

す。ばーっと高速で回して、ちょっとでも偏ったら当たるわけでしょう。そこがうまく設

計されているので、それがものすごい興味があった。 

 それから、その油圧の高い方と受けるほうの油圧の差ね、これも調整していかないとい

けないので、これも非常に興味があった。教育というのは、職長または職人から実践教育

として、懇切丁寧にという言葉とはほど遠い教育を受けました。（笑）でも、１年半ぐらい

でやめたのかな。車の下に潜ってばかりだった。 

そしたら、”それは違う“とかいってハンマーをばーんと投げられたら、たまたま腰に

だーんと当たって、それで何するだといって、けんかしてやめたんです（笑）。 

●もう体力には自信があったわけですよね（笑）。このやろうって感じで。 

●中西 そうそう。いや、だけど先輩だからけんかはしないでね、やっぱり文句は言いま

した。 

●その太洋自動車に入社されるのは、何かきっかけといいますか、お知り合いの方とかは

いらしたんですか。 

●中西 これは学校からです。今は就職課とか何かがあるんですか。ああいうのがあった

んです。学生課というのがね。紹介されて行ったわけです。 

●そうすると、おやめになったときは、その先には当てはなかったんですか。 

●中西 ないです。なかったんですが、同級生がこういう会社が求めているよ、というこ

とで、おまえは電気なんだから、自動車には似合わないからということで、東洋無線とい

うところを紹介してもらったんです。 

●その人は東洋無線にお勤めだったんですか。 

●中西 いやいや、全然違うんです。 

●あ、そうじゃないんですか。 
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●中西 ええ。当時、同級生が日刊工業新聞に勤めていた。 

●ああ、そういうところで。いや、友情で・・・・・。 

●東洋無線はどちらにあったんですか。 

●中西 世田谷です。いまだに覚えています。三軒茶屋からすぐのところで、若林町だっ

たかな。 

●若林ってありますね。 

●じゃあ、入るときには、そこにはいきなり行かれたんですか。 

●中西 紹介してもらって行きました。その会社は何をやっていたかというと、テレビの

ブラウン管をつくっている会社、蛍光体を湿式で沈殿させて、あのころのだから沈殿プロ

セスです。その蛍光体を揺らしながら均一にやってということと、私が行ったときには、

新商品でマジックハイというのをご存じない？ 同調すると、こうやって蛍光体がぴっと

開いたりする。 

●チューナーのですね。 

●中西 そう、チューニングの。それも新商品でつくっていたんです。私が配属されたの

は、こんなでっかいメーターをここまで小さくしちゃうという開発に従事させられて。で

も、自由な雰囲気を持っていましてね、いまだによく覚えているんですけれど、たまたま

広中平祐さんの弟さんが上司だったんですよ。人の縁っておもしろいですね。その人も人

柄がいい。 

 こんな小さいのをね、開発が終わったら、それがソニーさんに飛ぶように売れた。その

辺のくだりになると、さっき申し上げたとおり、ソニーが初めてトランジスタラジオを世

の中に発売した、バッテリーもトランジスタの効率も悪かった、だからインジケートする

何かが必要だったという社会背景がありましてね、この場合は、ソニーさんの強い要望が

あって開発しました。それで、なるほど、これはすごいということで、そこで初めて発明

に興味を持ったんですね。 

●実はトランジスタラジオも、トランジスタテレビもこの 100 人のシリーズの中に入って

いまして、いろいろなメーカーさんからも非常に協力をいただいてきている。ですからソ

ニーは１社じゃないですね。皆さんから助けて頂いていると。 

●中西 そうですね。 

●それが連綿と。みんなそうなんですよね。 

●中西 そういうことで、やっぱりそれだけで企業が回っていくぐらい受けに入ってね、
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まあ、その中のチームの一員だったというところが、やっぱり発明に興味を持った第一歩

だろうと、こう思いますね。 

 今度は自分でやめたんじゃないですよ。当時の人材銀行から引き抜きが来ましてね（笑）、

そういうのをやっているのなら……、「第２のソニー」と言われた東京トランジスタ工業株

式会社というのは、えらい勢いで伸びた会社だと。私は 26 歳か 27 歳で開発課長に引き抜

かれて、テーマとして、先ほど申し上げたように日本で初めてのＵＨＦチューナで、ＶＨ

Ｆはもう完成していたんです。ＵＨＦチューナーの開発に技術員として従事しましてね。

これはもう私がチームリーダーでやりました。 

●何年ですかね。 

●中西 太陽自動車が１年半。 

●１年半ですね。1960 年が卒業で、962 年が東洋無線でしょう。65 年ぐらいですか。 

●中西 そうですかね。何歳のときでしょう、大学は卒業が 22 歳かな。 

●後でまたチェックしていただいて、・・・・・・。 

●中西 はい。だから多分、26 歳ですよ。東京トランジスタに引き抜かれたと。 

●そこでＵＨＦのチューナーを。 

●中西 チューナーを開発しました。その当時もまだ過去の遺産で、一応、体力はあるわ

けでしょう。だから集中力と体力という二つがね、最後の結論になるんですけれど、やっ

ぱり開発者には必要なんですね。忍耐もね。私はスポーツでそれを覚えたよ。次の会社に

引き抜かれて、そのＵＨＦのチューナーをやるときも、うちへ帰らない。研究室に泊まり

込みというのが何回もあった。 

●そのときは、まだ独身なんですか。 

●中西 いや、もう結婚していましたよ。私はね、卒業して次の年にもう結婚したんです。

だから 23 歳で結婚していますよ。 

●あ、そうですか（笑）。 

●中西 もらったワイフは、たまたま商家の一人娘だったので、仕事ってこういうものと

いうのが日常的にわかっていたらしいんです。自分のところでビジネス、商売をやってい

るから。それで、それ以来ずっとそのくせが抜けなくて続いているんですけど、本当に泊

まり込みでやりました。 

 そのときにぴったり着いてきたのが、一昨年までフィリップス・ジャパンの社長をやっ

ていた株本(かぶもと)さんという者がいまして、今は「Ｄ＆Ｍホールディングス」の社長
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をやっていますよね。Ｄ＆Ｍという会社があるでしょう。昔のマランツですよ。デノンか

なんかと合併してＤ＆Ｍという会社になったでしょう。その社長をやっていますけれど、

やっぱり彼も仕事熱心でね、一生懸命ついてきてくれて、そのときの体験がプラスになっ

たかどうかは知らないけれど、はっと気がついたら、彼は既に一流の会社のリーダーにな

っていましたね。 

●そのＵＨＦのチューナーは何に使われたんですか。 

●中西 マイクロテレビです。マイクロテレビではソニーよりは早かったんですよ。 

●何インチのですか。 

●中西 これぐらいだったですね。 

●４インチか５インチぐらいですね。 

●中西 こんなものです。やっとこれぐらいだったと思います。要するに、スリーウエー

で動くようになっているんですね。自動車とバッテリーと。 

●何年ごろですか。 

●67 年だから…… 

●昭和 42 年ですか。 

●中西 そうですね。昭和 42 年じゃないですよ。５年たつから、34 年…… 

●30 年代ですか。 

●中西 昭和 39 年か 40 年、どっちかですね。 

●39 年ですか。 

●中西 商品はすべてアメリカに出荷だったんです。アメリカの依頼だったと私は思うん

ですけれどね、まあ、当時はそんな話をしていました。マイクロテレビをいつどう売った

かは知らないですけれど。それを２年間ぐらいかけて完成させて。いや、もっと早いか、

１年で完成させたんだ。２年ぐらいで、また人材銀行に引き抜かれて静岡に来たんですよ

（笑）。当時、世界一のトランシーバーメーカーで、東海通信機ってあったんです。当時の

お客さんは世界各国の警察関係等々ですね。今みたいにシチズンバンドなんていうのはあ

りませんから、ほとんどが官で使っていたわけですね。そのトランシーバーの技術開発と

企画の両方やらされました。 

●その開発は何年ぐらいですかね。 

●中西 ３年ぐらいやったのかな。それは突発的な事情でやめたんです。うちのワイフの

実家で、義父は戦死していて、おじいさんが脳梗塞になって。それで男衆はいないわけで
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しょう。ワイフの弟というのは、高等学校を卒業して神戸に修業に行っていて、家業を継

ぐのはまだ早かったので、その間のリリーフといいますか、ピンチヒッターでやめさせら

れたんです。そのワイフのほうの事情でやめさせられて、群馬県の伊勢崎に行きました。 

 それまでは隆盛を保っていたんですよ。伊勢崎銘仙という反物、織物がありますね。そ

れに必要な染料を売っている小林染料店という会社だったんです。私が行きまして、時代

が違うよと。銘仙はもうどんどん下降をたどっているというのが明らかだったんですよね。

だから今までのいろいろな蓄積を生かすとすれば、化学工業薬品に出たほうがいいだろう

ということで、一番最初に手を挙げたのが、酸・アルカリを大企業に売るビジネスをやっ

たんですよ。 

 即、メッキの表面処理の材料を売るんですけれどね。結局、田舎のメッキ屋さんに御用

聞きでは、うちの特徴が出ないということで、いまだによく覚えているんですが、当時の

生研化学の江森という社長ですけれど、ケミストのほうで、日本でも有名な人にたまたま

出会いがあって、その人がメッキの添加剤とか表面処理剤を開発していたので、その先生

に一生懸命たたき込まれて教わって、北関東のメッキの指導、要するに表面処理の指導に

歩きながら、そのかわり、薬品を買ってもらうというふうに切りかえたんです（笑）。 

●なるほど、そうですか。そういう先生に出会うというんですけれど、簡単なことじゃな

いですよね。業界も知らないわけでしょう。 

●中西 ええ、もう全然。でも人生というのは、偶然がもたらす出会いというのはいっぱ

いあるんですね。それがそうだとわからないで通り過ぎることが多いんだと思いますよ。

私の場合は、その先生の人柄がすばらしくよかったので、もうこれはと思って、人生の生

きざままで勉強したような感じですよ（笑）。あれだけ偉い先生なのに、やっぱりものすご

く謙虚ですね。人に親切丁寧に教えてくれる。 

●ちょっと名前をもう一度。 

●中西 江森章一（えもり しょういち）。生研化学株式会社の現社長。 

●生研化学という会社は、どういう会社だったんですか。 

●中西 化粧品の中間体とか、もちろん健康食品もあったんですけれど、表面処理剤とか、

こういうものを専門にやっているんですけれど、特に中間体をつくるのにえらい卓越した

ノウハウを持っている会社ですね。いまだにおつき合いはありますよ。 

●その先生と一緒に歩きながら、もうそこでお客さんのところへ行って。 

●中西 もうね、お客さんのところへどんどん歩きながらという、門前の小僧と同じで覚
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えちゃうんですね。 

●鞄持ちで行くような感じですか。 

●中西 ええ。それで私は研究室をつくりましてね、その当時、メッキのハルセル試験っ

てあるんですけれど、昼間やってわからないところは、それを毎日毎晩こなしていくわけ

ですよ。そうすると、そこのメッキ力の分析までできるでしょう。どういう電流密度で、

どれぐらいの電流をかければ、どういうメッキができるだろうか。苦労しながらも、それ

を身につけちゃうわけですね。その試験片を持っていって、おたくの液でやるとこうなる

よと。これにこの添加剤を入れるとこうなるよ。どっちがいいというやり方ですね。 

●そのデータをとって評価をされて、その評価データをお客さんのところへ持っていたん

ですか。 

●中西 もちろん、そうです。当時のメッキって、そういうことは勘でつかむでしょう。

そこで分析技術も入れれば、試験片もハルセル試験器という試験器できちっとメッキを分

析してお持ちして、おたくのはこうですよと、こういうふうに液バランスをとると、こう

なりますよ。 

●そうすると、江森先生のお考えと中西さんのデータ、評価した技術、現状の分析と。そ

ういうもので一つずつ、ビジネスのほうも。 

●中西 はい。広げていったんですね。 

●御用聞きじゃなくて、今度はだんだん攻めに転じていく。 

●中西 はい。よく考えると、今でいう提案型営業だったのね。もう当時そういう言葉は

知らないけれど、お客さんの立場に立ってみると、何が必要なのかというところの観点は

あったんですよ。だから、それをそのまま持っていけば、お客さんは振り向いてくるなと。

いいとわかったら、そのついでに薬液を買ってくれるな。それがビジネスだと思ってやっ

たんです（笑）。 

●何か、さっきの海岸で魚をとる、いつ行ってどういう状況でどんな魚がいるかという思

考パターンと似てますよね。 

●中西 同じでしょう、思考パターンはね。だから原点をたどるとそこへ行くわけ。自然

に教わったやつですね。 

●そうですね。それをやっておられて、じゃあ、その伊勢崎銘仙…… 

●中西 企業としてもすごく発展しました。行ったときと比べると、売上は 10 倍ぐらいは

伸びたでしょうね。 
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●小林染料店はビジネスが成功した。 

●中西 しました。それで「株式会社小林」にしたんです。 

●なるほど。 

●中西 ええ。右肩上がりに伸びるときに、じゃあ成功話だけかといったら、やっぱりチ

ャレンジしますので、失敗もね。もう何でも興味を持つほうでしょう。タイに活性炭工場

を向こうの政府費用と民間でやろうということで、タイ・カーボン・インダストリーとい

うのを向こうの現地につくったんですよ。それがまんまと失敗したの。 

●椰子殻か何かで・・。 

●中西 ええ、椰子殻で。失敗した理由は二つありまして、一つは思うように粗炭が、要

するに椰子殻を炭にするという工程、これが現地にあるという前提だったんですよ。だっ

て、山積みにして野焼きすればなるので、あったんですけれど、活性炭にするにはあまり

にもお粗末過ぎて、灰分が多くてだめなんですね。だからそれを蒸し焼きにする窯を追加

しなきゃいけなくなった。 

 もう一つは、従業員が給料を払うと１週間来ないという（笑）。だって、彼らはどこでも

食えるんだもの。 

●当時、聞いたけれど、ああいう人たちは食えるから、よく働くなんて報酬を与えると全

く来なくなっちゃって（笑）。 

●中西 そうなんですよ。・・・。もう何十年も昔でしょう。40 年ぐらい昔じゃないの。

だからあの当時はそうですよ。それは事業としては失敗しました。 

●ただ、そのときにぽんと海外に出ようと思ったのは、既存の何か、いろいろなチャンネ

ルがあるわけですか。 

●中西 出会いがありまして、チャンネルがありましてね、そういう方が、やっぱりこれ

からは活性炭がいるよと。その視点は間違ってなかったです。その人は活性炭の需要がこ

こまで拡大するという予測をしたんですから、それは間違いがなかった。だから技術的な

こともそれから住民のことも、要するに労働環境も違うというところで失敗をしたという

ことなんですね。 

●今もちょっとね、キーワードになってくるのは人脈ですよね。後ほどたくさん出てくる

と思うんですけれど、そのころから既に人脈みたいなものがものすごく、お話を一つずつ

聞くたびに人脈ですよね。これはどうしてそういうふうに。個性なんですか、それともや

っぱりそれが……。 
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●中西 例えばね、私は初めに人と会うときに、昔から色をつけません。その人をそのま

ま素直に見るという出会いの仕方をして、先入観、例えば情報がいっぱいあっても、そう

いうことを全部カットして、自分の目でお会いして、やっぱり目線を合わせて話をしまし

ょうというのが、さかのぼると、やっぱりそれも自然との対話じゃないですか。もう一つ

は、運動をやったから、生きていくのに自信を持っていたんですよ。だから相手を素直に

見られた。これは言えますね。 

 だから、いつの間にやら人脈がふえてきますでしょう。決しておろそかにしないという

のが身についていますから、差別もしないけれど、おろそかにもしなかったということで

すね。 

●それに関しては、どなたかの影響を受けたというのはありますでしょうか。恩師とか、

友達とか、親御さんとか。 

●中西 それは何名か名前を挙げろといったら簡単に挙がりますけれどね、周辺の方々が、

やっぱりそういう人にいつの間にかめぐり会っているんですよね。ただ、強いて言うなら、

先ほどの江森先生の生き方というものは、科学的な、技術的なレベルもものすごく高い人

だったんですけれど、それよりも一番最初によかったなと思うのは、やっぱり人格者だっ

たからなんですよ。その人の生き方を見ていると、差別なんてしていないですしね。だか

ら常に年じゅう一緒にいたから、習い性で着いたんじゃないですかね（笑）。 

●それでは、伊勢崎からいよいよ清水へ。 

●中西 ええ。伊勢崎で 11 年いたんです。今度はワイフの弟が修業から帰ってきて、社長

を継いでいきました。そうすると、やはり私とは生き方が違うところがありまして、いず

れにしても、近いうちに独立しようという腹を決めて物事に当たっていたから、何かをつ

くらなきゃいけないんだというところで、今度は曲面印刷に移っていくわけですよ。 

 先ほど申し上げたように、印刷会社の営業課長と飯を食いながら酒を飲んでいたら、い

よいよプラスチックの時代が来るよと。それはなぜって聞いたら、同じものを何個でもつ

くれるよと。要するに量産性があると。軽いよ、軽い割には強いよ。量産技術があるから

コストは安いよと。そういうようなことを、その人がもうとうとうと熱っぽく話すわけで

すね。 

 あの上に柄がついたらなという話から、色はもう原料に着色すれば自由に表現できるん

だけれど、柄にはつかないと。それは印刷会社だからそう言うんでしょうね。それを発明

したらすごいことになるよと。あの当時のことでいうと、これはノーベル賞ものだよとい
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って、まだ若いし、そんなのを知らないからね、ホントかとか言ってたら、三菱電機の群

馬製作所の話が出て、そうしたらやっぱり柄というのは必要なんだなと、そこで思った。 

 それで次の日の、それもたまたま運ですね、どこかのテレビの特集番組で、いよいよプ

ラスチック文明到来かという特集番組があった。どこかわかりません。それで見たら、い

や、最後の本当に数秒の間に、だれかアナウンサーが言ったのか、その出演者が言ったの

か、こういう造形も自由なんだけれど、でも、こんなにでこぼこしては柄はつきませんよ

ねと言ったわけですよ。たった３秒ぐらいかな（笑）。その前の日にそういう情報を得てい

るから、そうなんだというのが初めて実感を帯びたわけです。 

 なら開発しようじゃないかということで、一番最初にやったのは特許公告ね。そういう

ことを考えている人がいるんじゃないかと。伊勢崎に図書館がありますから、あの当時は

図書館へ行くと、公報が分類別に結構あったんですよ。来る日も来る日も行きまして、３

次元曲面への印刷というのはないんですね。今度は特許庁の閲覧室へ行けばもっと詳しく

あるということで、伊勢崎から弁当持ちで通ってね（笑）。 

 もう、これも情熱ですよ。よし、やろうといって決めたから、情熱を持って調べてみた

けれど、これはないよと。1000 数百件調べました。特許の公報の調査だけで、全部終わる

のに４カ月以上かかったでしょう。それをあまりにも熱心にやっていたら、ある日、胃が

痛くなって、胃けいれんみたいになったんです。いつも物語に出ている、胃が痛いから胃

薬を持ってこいといったら、熊の胃を持ってこられたわけです。ぽんと、かけらを入れた

ら、本物は猛烈に苦いんですよ。 

●黒いやつでしょう。 

●中西 うん、もう我慢できない。いや、こんな塊を持ってきて呑んだら苦い。それで、

こんな苦いのは呑めないよといったら、“国光オブラート”という会社のオブラートを持っ

てきた。あ、それは時系列がちょっと違うな。 

 その前に東京へ調査に行きましたね。その帰りに疲れたから、何の気なしに日本橋の三

越デパートをぷらっと歩いていたんですよ。そこで会津塗りの展示即売会というのがあっ

て、その塗り物のおわんの側面は３次元曲面じゃないですか。あそこに柄がついているん

ですよね。これは何だといって、その主任に紹介状を書いてもらって、その人に会ってみ

たら、当時は水を流してやる墨流しってあったんですよ。水面の上に油性インクをばらっ

とまいて、また風ですっとひっかいて送って、ぽちゃっとやると、あたかも木目調のもの

ができたわけですね。 
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●あ、木目調なんですか。 

●中西 ええ、それを知って。だけど、それを印刷とは言わないよ。なぜかといったら、

印刷というのは、希望した柄が、だれがやっても同じように模様がつかなきゃ印刷とは言

わないですね。 

●そうですね。再現しないといけない。 

●中西 再現しないと。要するに、希望する柄の再現性というところが印刷の定義になる

だろうと考えて、じゃあということで、いろいろと調べまくったわけですね。ありません

でしたよ。というところで胃痛になっちゃって、どうにかそれを追い越して、それより違

う技術を発明しなきゃいけないと。素地はあったわけですよ。もう東洋無線でも東京トラ

ンジスタ工業でも、新しいチャレンジをするためのウオーミングアップ期間というのは経

験も持っていたわけですから、あんまり考え続けて胃が痛くなったと。 

 それで熊の胃をオブラートにくるんでぐっと飲むと苦くない。なぜだって気がついたら、

胃に入るまで溶けないからですね（笑）。単純にそうでしょう。あ、溶けるものだというヒ

ントです。だから目の前にある灰皿に水を置いて、オブラートの上に不滅インキで。その

ときはもう金属表面処理とか科学的な知識というのは随分あるから、インクはすぐ乾いた

ら転写できないですから、不滅インキって、ある条件を加えないと乾かないでしょう。「回

覧」というゴム印を押して、静かに浮かべて、じっと見ていたら上の蛍光灯がぴっと２本

映るわけですよ。そのときになって、白い消しゴムでずっと押したら、「回覧」というのが

反対に写ったんです。これが世界的な特許になるものですね。原点はそこにあったんです

ね。 

●そのオブラートで包むのがいいと。それでコップで、実験をされたわけですね、すぐに。

それはオブラートに、「回覧」という。 

●中西 そのオブラートの上にゴム印を押してね、それを上にしながら灰皿の水の上にそ

っと置いたら。 

●あ、灰皿に水を張って。 

●中西 うん、張って。 

●それを浮かべたんですか。 

●中西 浮かべた。それでじっと見ていると。 

●・・・で。 

●中西 オブラートも透明ですけれど、水を含むとね、ゲル状の物質になるから、それが
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もっと透明になるんですよ。そのタイミングがわからないでしょう。初めは何回も失敗し

て、しわだらけになるわけ。その辺を言わなきゃいけないんだね。しばらくやったんです。

じっと見ていたらね、その上にある蛍光灯２本が、そこにぴっとくっきりと反射するわけ。

あ、こういうふうになって、ゲル性にしてしまわないとしわが寄るんだなと、それでわか

ったんです。 

●その蛍光灯は普通の状態で、「回覧」という字は残っているんですか。 

●中西 残っていますよ。灰皿といったって、こんなものじゃないですから。水が入るや

つはね。オブラートって、こんなものじゃないですか。水を含むと膨張するじゃないです

か。今度はそこが器の堰になっているでしょう。それ以上は膨張しないですね。それが縦

に膨らむんだと思いますけれどね。 

●なるほど。そうすると膨張して、しわが寄りにくくなると。 

●中西 ええ。ずっとやると、しわが全然出ない。「回覧」というのが転写されまして、そ

れで特許を猛烈に書いて。 

●それを思いついてから、実験をやられてそれがわかるのは、どのくらいの期間だったん

ですか。 

●中西 ３時間ぐらいじゃないですか。できるとわかったのを全部含めても、全部で５時

間はかかってないですね。というのは、特許を調べたときにね、世の中にこんなにいろい

ろなことを考える人がいるのかといって、まず驚かされて、感心させられて、本当にまあ、

あれを見ていくとね、本当にアリがはい出るすき間もないぐらい、いろいろな角度から皆

さんがやっている。だから他人がどう考えたかというのがわかるんですよ。 

 ほら、ホットスタンピングなんかの回転とか、そういうものも全部あったのね。タコ印

刷もあった。それを調べ終わるのに４カ月使ったというけど、得たものはものすごい膨大

ですよ。ああ、世の中にタコ印刷がある、タコってこういうものかと、特許請求の範囲か

ら全部読むからわかるじゃないですか。回転のホットスタンピングなんてね、フィルム側

を動かすのと品物側を動かすのと、やっぱり両方あるんですね。シルクだって回転シルク

もあるよと。そういうことをやっていくと、印刷会社の普通の営業マンだったら、もう私

が得た知識のほうが上だと。それぐらいいろいろと覚えましたよ。 

●奥様は学生時代にお知り合いになったんですか。 

●中西 つき合いですね。学生の４年のときに知り合ったのかな。それで卒業して１年た

って、すぐ結婚したんです。私はね、そういう新しく環境が変わることにあんまり躊躇（ち
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ゅうちょ）しないんですね。自分の感性を信じて、その与えられた環境でも精いっぱい頑

張るというところが、もし私に特徴があるとしたら、そうかもわからないですね。 

●環境変化を楽しむというか、そういうこともあるんですか。 

●中西 そうですね。過去を見るとね、みんな楽しい時代だったでしょう。それから忘れ

ていたんだけれど、ちびのとき、よちよち歩きのときにね、近所のおばさんが、またあの

子が来たといってうるさがられたんですって。そばへ寄るとね、“何？、何？”といって聞

きまくるみたい。 

●好奇心が旺盛でしたか。 

●中西 うん。“なになに坊や”ということであだ名がついて、そういう幼児期の性格だっ

たようですよ。これは大きくなっておふくろに聞いたんですけれどね。まず、あなたはね、

ホントに隣近所のおばさんにうるさがられたんだからって。何でといったら、そういう性

格だと。“なになに坊や”になっちゃったんだな（笑）。 

とにかくオブラートでやりましたよ。もうその当時から、東洋無線、東京トランジスタ

工業、それから東海通信機、いつでも特許の大事さというのを覚えて、一番最初は広中さ

ん、中村さんとかね、そういう人に教わったんですけれど、東京トランジスタ工業のとき

に、途中からそれが急加速したんです。これは松田誠次郎（まつだ せいじろう）という。

この方は“土佐っぽ”なんですけれどね。土佐生まれの人なんですが、弁理士なんです。

一番最初は東京トランジスタ工業時代に出会いがあったんです。まあ、私がもうめちゃく

ちゃ研究開発に没頭して、それを知財に持っていかなきゃいけないというときに、タイミ

ングよく紹介されて会ったんです。それで意気投合しましてね、その先生もまた熱血漢で、

帰る予定を繰り上げても、泊まり込んで話をしたと。その先生との出会いが、知的財産権

の重要性とかを覚えて、身につけたわけですよ。 

 その後、さっきの消しゴムのところへ来て、あ、この原理だったら、やはり今まで読ん

だ特許調査の中でも全くないんです。要するに、特許というのは進歩性と新規性でしょう。

これは新規性だという判断を私はしたんです。金が続く限り特許を出しちゃえといって、

これでもって世界にも出したんですよ。 

 その上で新聞発表をしたの。これも非常にいいことを覚えたのは、要するに、技術屋が

いくらいい発明をしても、世の中に知ってもらわなければ何も役に立たないじゃないです

か。やはりそれをマスコミに取り上げてもらって知ってもらうと、１社がこんなものがで

きたって取り上げると、マスコミの連鎖反応ってすごいですから、やっぱりあっちもこっ
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ちも取材に来て広めてくれる。一番最初に来たのが大日本印刷の金谷(かなたに)さんで、

当時はまだヒラだったっけ。 

●ええ。ヒラだったと思います。市ヶ谷のほうの・・・。 

●中西 市ヶ谷ですか。その後に来たのが、さっき言った…… 

●渕上さん。 

●中西 渕上さんが来て、大日本でこれを検討したいと。一足おくれにＴ社が来ましてね。 

●凸版印刷ですね。 

●中西 それでどっちをとるかと、私はものすごく苦労したんですよ。それで凸版の条件

のほうがよかったんですよ。 

●あ、そうですか（笑）。 

●中西 それは後から聞いたの。ところが金谷さんという人物のほうがね、すごい潔いと

いいますかね、男らしい、話し方もすごかったんで、私はそっちをとった。それですぐ、

当時、名前は忘れたな。「印刷の神様」と言われた専務がいたんですよ。 

●山口（やまぐち）という、当時、常務だったんですよ。 

●中西 そうそう、山口さん。常務だったの。私が知ったときは常務で、子会社か何かで

専務になられてやめたんじゃなかった？ 

●はい。 

●中西 その山口さんという常務にお会いして、この方も人柄はよかった。中西さん、印

刷とはね、こういういろんな方法があるんだよと。グラビアはこうだよとか、そういうし

ゃべり口でいろいろと教えてくれて、まだ特許出願して間がない――特許になるかならな

いかも本当は、今のように早期審査じゃないですから、５年やそこらはかかって、やっと

結論が出てくるでしょう。なのに決断してくれて、日本の国内の実施権を大日本印刷が契

約購入してくれたわけです。 

●じゃあ、出願中にやったんですか。 

●中西 そうですよ。それは大日本でも創立以来です。 

●あ、特許が成立する前ですか。それはそうですよね。 

●中西 普通、大手企業というのは、特許がおりて公告になってから契約の話を進めます

よね。出願して１年たたないうちに、もう大日本印刷さんが、あの当時とすれば破格の契

約金で契約してくれたんです。そのお金を使いながら、その次の実際の量産をどうやって

やるかというふうにどんどん投入していって、じゃあ独立しようということで、キュービ
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ックという会社を私が起こしたわけです。 

●特許の占有実施権でしょうか。 

●中西 そうです。占有です。 

●この会社は伊勢崎でつくったんですか。 

●中西 伊勢崎です。 

●何年になりますかね。75 年ごろですか。 

●中西 そうです。 

●そうすると、そのときに大日本印刷さんが来たのはどちらへ来たんですか。伊勢崎のほ

う？ 

●中西 伊勢崎からだったんです。 

●なるほど。 

●中西 出発は、キュービックをつくったのは私が創業で、これから実用化に向けて走る

よといったときに、まだ掘っ立て小屋ですから建築会社のバラック倉庫を借りて、そこの

中から始めたんです。しかも今でいうシルバーを社員にして、お年の女性パートを入れて。

要するに私が一番若かったという構成なんですよ（笑）。 

●そのときの社員というのは何人ぐらいいたんですか。 

●中西 ６人ぐらいじゃないですかね。それからスタートを切りました。スタートを切っ

て、まだ量産の仕組みも何もできないうちに、大日本印刷の清水(しみず)さんが……。地

元にサンデンってあるんですよ。サンデンってご存じでしょう。ストーブからロータリー

コンプレッサのメーカです。 

●カーエアコンのメーカですか。 

●中西 上場企業ですよ。 

●そうですか。 

●中西 そこからストーブの外側をプレス成形すると、傷がついて表面の深絞りができな

い。だから曲面印刷にするということで、いいという前に大日本印刷の清水さんが注文を

とってきちゃったんですよ。（笑）それで、やれどもやれども不良がいっぱい出るわけ。サ

ンデン本社というのは、工場から車でも 10 分以内だから、意外に近いところなんです。 

 大日本さんにしてよかったなと思うのは、プロセスなんかも全く未完成の初期の時代か

ら、泊まり込みでお手伝いに来てくれたんですよ。しかも３人ぐらい来られたんじゃない

ですかね。ピンホールだらけなので、そこを一生懸命修正して（笑）。それでトップコート
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して、サンデンに納品してうちへ帰ると、徹夜で眠いのにまた納めにいって、それをもう

自転車操業ですよ。（笑） 

 市ヶ谷のほうに帰る時間なんて、もうありゃしないから泊まり込みですよ。８畳か６畳

ぐらいの狭い部屋に寝泊まりして、それで一番最初の仕事を消化したんです。 

●すると、印刷のプロセス自体も伊勢崎の工場でつくられたんですか。 

●中西 印刷はね、つくりましたよ。その間にもう一つ抜けたのは、オブラートでは量産

できないんですよ。国光オブラートの本社に随分訪ねていったけど、あれ以上、機械的な

強度を増すことはできなかった。もともとがジャガイモでん粉ですから、それを乾かして、

伸ばしてフィルムに引いたのがオブラートですから。 

 だから無理だと判断して即、大阪にある日本合成化学工業の門をたたいたんです。そう

したら、そんなのが量産できるわけはないといって、けんもほろろだった（笑）。でね、や

られたんだけれど、しつこく粘って、これは絶対にすばらしい事業に育つんだから協力し

てくれといって粘り粘って。やっぱり当時の役員が、非常に感心してくれまして、そうい

う使い方もあったんだと。 

 水溶性フィルムはあるけれど、アンネナプキンとかが全盛の時代でしょう。あれなんて

いうのは、フィルムの使用量って、すごいじゃないですか。全国の女性にあれだから。な

のに溶解速度をコントロールするとか、そういうしち面倒くさい条件、スペックがあるの

で、やっぱり敬遠したんですね。それで、もう亡くなられたんですけれど、当時、寺尾（て

らお）さんという役員がやってみようじゃないかということで号令をかけてくれて、その

ときの窓口の担当者で、伊勢崎まですっ飛んできてくれたのが米良（めら）さんという人

で、これも九州熊本生まれですよね。当時、まだ主任ぐらいじゃなかったかな。 

●私が入ったころはもう部長さんでしたから（笑）。 

●中西 部長ですね。それが伊勢崎まで訪ねて来るってわかるから、私はもう前もってポ

リビニールアルコールを徹底的に勉強していたんですよ。向こうはプロでしょう。それを

つくっている会社ですもの。これだったら、こうすればできるよということで、その人に

問うんですよ。そうしたら、その営業の人も理解できないような技術用語がいっぱい出て

きたので、次の週に今度は技術屋の親分を連れてきたんです。（笑）それで話が合っちゃっ

て、やろうかということで、その最終決断をしたのが寺尾さんという方。当時はまだ常務

だったと思ったんですけれどね。 

●大垣ですか。 
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●中西 大垣じゃない。中央研究所が、大阪とちょっと下の高槻の中間にあった茨木です

けれどね、私はそこの中央研究所にも入り浸りで一緒に研究して、この曲面印刷専用の組

成のフィルムを完成させたんです。それが大垣工場で量産されてたようですが知りません。

私は中央研究所で帰らなかったから。帰られるかといってね（笑）。そこも力を入れてくれ

て、やはり共同したわけです。フィルムのほうは世界特許になったんですね。 

 それで量産が始まりまして、群馬のときは、それまでは国光オブラートのほうに頼んで、

オブラートを板状に作り、手刷りのグラビア印刷でフイルムを一枚づつ印刷して、そのオ

ブラートを水の上に浮かべて、ころ合いを見立てて転写したというのが、スタート時の曲

面印刷だったんです。ポリビニールアルコールができてからは、量産のプロセスがどんど

ん順調に進み始めたんですが、そのフィルムをつくるのに少なくとも１年半はかかったと。 

●中央研究所で。 

●中西 いやいや、温度を固定して、伸び率を固定してという非常に難しいことがあった

んですよ。最後はいろいろな水溶性物質を添加して、希望のスペックにまとめたわけです。

だから日本合成化学工業とは、初期段階のいろいろな協力を感謝して、それからずっと 20

年ぐらい会社を変えなかったな。 

●今も変えてません。 

●中西 今も変えてないか。そういう物語がありまして、寺尾さんは、それから社長にな

られて、会長になられて、相談役になられて、亡くなられたということですが、やはりそ

ういう感覚というのがすごいですね。やっぱりほかの周辺から、いろいろなチャチャが入

るじゃないですか。そんなものをやったって仕事にならないよとか、そんな難しいもので

どうなるんですか、世界を制覇するんだといってるけど、ホントかよとかね（笑）、社内で

やっぱりこういういろいろな情報が入るわけね。それを頑として、彼の情熱に負けたよ、

だからこれはやろうよ、万が一にはおれが責任をとればいいんだろう、ということまで言

い切ってくれたからね。 

●しかし、よく寺尾さんを説得されましたね。そこまで何回ぐらい行かれたんですか。 

●中西 いや、説得には２回しか行ってません。帰りませんとは言ったんですけど（笑）。 

●あとは、やっぱり技術を見抜いたというかね、信用した、信頼したというか。 

●中西 そうなんです。先見性があったんだと思いますね。それからの開発といったら、

もう数え切れないですよ。もう 100 回近く行ってるんじゃないですかね（笑）。 

●でも、大きい一流の企業を動かしていくんですからね。それはただ、こういうことは決
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して一社だけではできない。やっぱりそれだけ信頼できる技術があって、またそれを動か

すモチベーションのある人間として動いたということなんでしょうね。 

●中西 そうですね。大日本さんにおいてもそうでしょう。 

●大日本ね。 

●そっちは、中小企業がこんなところを動かすぞという発想からしてすごいけど（笑）。 

●中西 だって、大日本さんは動いてくれましたよ。 

●だからそこがすごいなと思って。 

●中西 その当時の、山辺（やまべ）さんっていなかった？ 

●あ、山辺は技術系の・・・の専務だったんです。 

●中西 ねえ。山辺さんも協力してくれたんですよ。 

●下手をすると、そこで技術もとられちゃうというほうが普通は多いですよね。それをち

ゃんと、そこで両方あったと思うんですよ。とらなかったほうは偉いけれど、とらせなか

ったほうも偉いじゃないですか（笑）。 

●中西 だって信用していましたもの。それでおもしろいのは、徹底的に信用したほうが

いいなと。いわば結論はね、だまされたっていいじゃないかと。だけど一回は徹底的に信

用してみようよという生き方。これは相手を動かしますよね。 

●それで曲面印刷の場合は、今の転写フィルムの話は、日本合成化学さんと組まれた。そ

こでインクはどうだったんですか。 

●中西 インクはね、大日本印刷の子会社に諸星インキがあったんですよ。私はそのとこ

ろにも随分行きましてね、曲面印刷に適したインクというのは、やっぱりこういう性状が

なきゃいけない。要するに成分とかはわからないんだけれど、こういうインクでないとう

まくいかないよと。私はそれだけでね、少なくとも 10 回以上は諸星に行っています。 

 もう一つは、いま過去を振り返ってみると、行動力がすごかったと思う。もう疑問に思

ったら現地へ行って、そこの技術者と、もちろん大日本印刷さんが連れてきてくれたんで

すけれどね、現場へ行って、あれだったら不乾性オイルがこうあるぞとか、こういう会話

をしながら、それじゃだめですから、もしかすると、これでいいかもわからないという話

で、さっとできてきたんですね。だから任せっ切りで。いや、信用しないわけじゃない、

自分の仕事だから、自分の今までの過去の経験も入れながら一緒につくり出そうよという

姿勢で随分言ったんですよ。だから諸星も随分覚えてくれてね。 

●インクのほうも特許だったんですか。 
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●中西 もちろんです。 

●すると、インクのほうは大日本印刷さんの関係で、これは意外にスムーズに進んで。 

●中西 いや、スムーズじゃなかったんです。このフィルムというのは、水溶性フィルム

だから、空気中の水分、湿度、こういうものにすごく影響されやすい。だから大日本のも

う一つ偉いところはね、私はこの技術をどこまで真剣に取り組んでくれるかという不安は

あったんですよ。ところが、いざ一緒にやり始めていくとね、やっぱり次から次に対応し

てくれたの。今は知りません。（笑）昔はそうだったんです。だから私は、現場のここはち

ょっと見せられないねというところでも平気で入って、それを一緒にやり上げていったわ

けですよ。やっぱり湿度によっては「見当ズレ」ってあるでしょう。 

●ありますね。色の印刷ズレのことですね？ 

●中西 これはね、一定の環境で、一定のマシンでないと、やっぱり成功しないよね、と

いう打ち合わせをやったら、東京工場に当時最新のグラビア印刷機を１式そろえたんです

よ。スウェーデンかどこかの機械を輸入してね。 

●グラビアの機械？ 

●中西 グラビア印刷機です。見当ずれって、スリーカラーで印刷、最終的…… 

●３色、４色ですか。 

●中西 ４色なんですけれど、初めのうちはスリーカラーだったんですよ。それでも見当

ずれが出たんですよ。色ずれ。 

●ええ、出地合わせがちゃんと合わないんですね。 

●中西 それを大日本さんは、フィルムが伸び縮みしても追従していくセンサーのついた、

一番すぐれた印刷機を東京工場に入れてくれたんですよ。 

●そのときの温度だとか、湿度なんかは、どうだったのでしょうか？ 

●中西 全部インプットしましてね。それで工場自体もそういう環境をつくったんです。

検査はかなりのクリーンルームもつくりましたね。あのときの技術は樽谷(たるたに)さん

だっけ。 

●樽谷です。 

●中西 ねえ。 

●だから生産ラインのところは、ごみとの闘いというのが本当にかなりあったというふう

に聞いています。 

●中西 そのときに一生懸命動いてくれたのは樽谷さんです。名前まで覚えているからね。
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（笑） 

●インクが乾いたらごみになるから、ごみの生産工場ですよね、意外と印刷工場というの

は。 

●そうなんですよね。 

●中西 紙をプリントするときはね、これはまさにごみの発生機ですよ。 

●紙？ 

●中西 うん。これはポリビニールアルコールで、フィルムでしょう。フィルム自体から

はごみはあまり出ない。だから周辺のごみのほうが非常に大切なんですね。ごみがないと

いうことがね。 

●インクを早く乾かすためには、インク自体がまたごみになるんじゃないですか。 

●中西 ならない。そこがね、やっぱりある成分を入れるというのが“ミソ”なんですね。

（笑） 

●そのみそになる材料で、いわゆる樹脂というか、最後は塗布膜を形成して、樹脂がかた

くなってインクを保持するというか、表面を形成するんでしょうかね。 

●中西 うん、俗に言うね。ただ、ピグメントというのはパウダーでしょう。顔料という

のはパウダーじゃないですか。そのパウダーをインク化するときの中の成分に、ある程度、

ここが難しいんですね、スリーカラーのときは早く乾燥しなきゃいけない。だけど、乾燥

しても、フレキシビリティーを残さなきゃいけないわけです。ましてや、後からアクティ

ベーター、要するに活性剤を塗りますと、印刷したての状態にもっていきますよ。そのと

きの伸び率というのが問題じゃないですか。 

 フィルムの上に柄を印刷しましたよ。だけど、やわらかくなるけれど、ぷつっ、ぷつっ

と切れたんじゃ印刷にならないじゃないですか。だから、そのときはフィルムと同じよう

に追従して伸びてくれないとね。隠れたノウハウというのはそこにもあるわけです。イン

クの中に不乾性みたいなものをバインダーで入れて伸び率を合わせるという。 

 それから今度は、インクとインクが重なるところがあるでしょう。一緒に伸びてくれな

いといけないでしょう。当初のものはばらばらで、例えば赤の上に白があったよとか。そ

うすると、赤と白がすっと分かれていくときがある。そういうこともあった。だから、私

は大日本印刷、諸星インキの対応というのは、いまだにやっぱり感謝していますよ。 

 そういうことがなかったら、世界へ出ていったときにクレームの山になるんじゃないで

すかね。事前にそういうことを全部消化してくれたので、チームワークとして非常にまた
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おもしろかったですね。やっぱり、一企業が持てる力というのは限界があるんですよ。お

のおの特徴のある技術を、ノウハウを持った企業が集団になって事に当たってくれること

によって、やっぱり世界へ出て羽ばたけるような技術の完成度を見るというふうに私は思

いますよ。 

●まさにそうすると、本当に信用し合って、全部出さなきゃできないですよね。隠してい

たら。 

●中西 できないですよ。すっからかんになるのね。やっぱりそこまではやらないとね。

だから信頼関係が確かだと、初めて本質が見えてくる。ところがね、中小企業は中小企業

で、これを言ったらとられるんじゃないかと、疑心暗鬼になる。 

●まあ、ありますね（笑）。 

●中西 大企業は大企業で、これはもうかる商売だから取り込んじゃうかと。こういう思

惑が裏で一生懸命働くわけですよ。だから技術力に自信があるんだったらね、とってごら

ん、というぐらいの気持ちで、相手にすっからかんになるようにやってもらえば、監視し

ていけば、早くいいものができますよね。だと思いますよ。 

●活性剤ということで、先ほどもお話が出ておりましたけれど、もう一度。印刷して乾か

して…… 

●中西 フィルムのように乾いたインクは柄がありますよね。それは巻き取ってあります

でしょう。 

●巻き取って、運搬したり、保管したりするんですね。 

●中西 はい、保管して。今度は曲面印刷のラインで使うときには、いま印刷したのと同

じようなフレキシビリティーを持ったインクに戻さなきゃいけない。乾いたものをここで

浮かべたら、乾いたインクで拘束されて、フィルムは全部しわだらけになってしまう。フ

ィルムがすーっと伸びようとする。水を含むから間違いなくぼろっと伸びる。伸びようと

する追従するようなやわらかさが必要ですよというのが、その活性剤の一つの機能ね。 

 二つ目の機能は、それをすることによって、プラスチックの表面または塗装表面に、接

着した瞬間にある一定以上の接着強度を持たせなきゃいけない。終わったら、なぜそうい

うのが必要かというと、シャワーで水溶性フィルムを全部たたき落とすでしょう。そのと

きにインクが落ちてしまったら、柄がなくなるじゃないですか。だから、ぴたっとこっち

側に残っていて、水溶性フィルムだけは全部なくなるよと。ちゃんとそれだけの強度がい

るわけでしょう。 
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●非常に難しい条件を要求されるわけですね。 

●中西 なれちゃえば平気ですけれどね。（笑）狭い範囲ですよ。それさえ、これが固定で

きれば、もうあとはだれがやってもそうなる。でしょう？ 

●そうすると、大日本印刷さんは、要はインクも系列で持っていて、そういう印刷もでき

ると。日本合成化学さんからは…… 

●中西 ベースのフィルムね。 

●ベースのフィルムがあると。それをある意味では、第１弾目の加工は大日本印刷さんが

やって、しかし最後にある製品に張りつける、最後の印刷工程も中西さんがご自分で持っ

ておられたわけですね。 

●中西 そうです。それもプロセスの特許になっていますから、全部決まっている。 

●それも決まっていると。すると、特許は全部で何件ぐらいあるんですか。 

●中西 いま現在 100 件。 

●曲面印刷で。 

●中西 曲面印刷だけで。 

●それは、各社が持っているものを全部合わせるとどのぐらいに。 

●中西 いや、それはわからない。 

●わからないですか。大体どのくらい。 

●中西 150 件ぐらいじゃないですかね。 

●全部で 150 件ぐらいで、御社が 100 件ぐらい持っておられると。なるほど。ともかくそ

うすると、いろいろな条件出しをして、それを追い込んでいくわけですよね。 

●中西 そうです。 

●温度だとか、時間だとか、速度だとか、粒度だとか、粘り気だとか、それはやっぱり最

後のプロセスを御社が持っておられたので、いろいろな要求も出せるし、そういうコーデ

ィネーションの役割も、ある意味では取られようがないし。 

●中西 だからね、伊勢崎のときに、大日本印刷さんが仕事をとってきて、それともう既

にキュービック独自にも仕事があったわけですよ。 

●なるほど。ストーブだけじゃなくて。 

●中西 いえ、・・・あったのです。時計つきのスタンドという。これも木目でいってまし

たし、三菱電機の掃除機もお客さんでいたし、あったんですよ。私はいまだに現場主義を

とっている。その現場主義というのは何かというと、現場の中に新しい発見があるわけで
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す。それを見つけるのは、やっぱり差別化の非常に重要なポイントになっているんです。

だから現場を知らない人が発想しても、たまたま運がよかったなで終わるわけですよ。た

またま当たったよ、それこそ「千三つ」じゃないですけれどね。だから常に現場に触れて

いて、この挙動はおかしいんじゃないか、なぜそうなるのかというところから、やっぱり

すべてスタートを切っています。 

●逆に言うと、そのぐらい現場で忠実に、本当にいろいろなところを見ておられないと、

向こうへみんな持っていかれちゃうわけですよね。 

●中西 そうです。だから私は企業を起こしても、こっちに来て安定するまで自分で現場

に入っています。初めの３年ぐらいかな、現場へ入っていましたよ。そのころはキュービ

ックは、静岡キュービックになって、従業員は 10 人いなかったよ。 

●今はキュービックという会社は全部こちらに移っているんですか。まだ伊勢崎にもある

んですか。 

●中西 ないです。もう伊勢崎をたたんで、ここの創業者がこの事業をパートナーシップ

で一緒にやろうよと。我々は技術はわからないけれど、おまえは信用すると。だから、万

が一のときはつぶれてもいいよと。どっちみち、生業だったら、やっぱり新しいチャレン

ジをしてやったほうが潔い。これが陸軍士官学校出の創業者です。 

●その鈴木さんという方がですか。 

●中西 はい。鈴木保(すずき たもつ)さんはね。それで一緒にやろうということから、

私も腹を決めて、こっちに来たんです。 

●こちらへいらしたのは何年になるんですか。 

●中西 75 年です。 

●製品としては、どんなものをつくって手がけたんですか。 

●中西 当時は上尾に日興電器(にっこう でんき)という会社がありましてね、ここのこ

ういうスタンドがありますよね、ここに電気時計が入っているんです。スタンドなんです

よ。それを全部木目にしてくれという仕事。横型もありましたね。それに大日本印刷がと

ってきたサンデンのストーブが・・・。 

●そうすると、サンデンのストーブの材質としては金属ですか。 

●中西 金属です。 

●そのスタンドは。 

●中西 プラスチック、ＡＢＳです。その最盛期のときに、ここの創業者との出会いがあ
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って。出不精の方だったんだけど群馬までわざわざ来て、見られて、自分の感覚で判断さ

れたんでしょう。よし、この技術だったら一緒にやろうということで。“おれは技術はわか

らない。だけど中西を信じるよ。かけてみようじゃないか、”という説得があったわけです

よ。わからないけれど、かけてみようじゃないかという一言はね、私からすれば、この人

は決断力があるなと。だから、いいや、もうどっちみち、ちょこちょこ自分でやったって、

限度があるよと。だったら、パートナーシップで一緒にやったほうが、早く世の中に広ま

るでしょうという判断をしたんです。 

 じゃあ、初めのうちの１年間は単身赴任で、ご一緒につくりましょうということで、汚

い部屋で寝起きをしながらがちゃがちゃとやった。そのときに私はまた勉強したのはね、

決断をするときに、もともと１人は１人だと。これはおもしろいと言ってくれた人が何人

いるかということが、事業を成功させるためにものすごく大事だと、こういう感覚を持っ

たわけですよ。それでその話に乗って、こっちへ来たわけでしょう。 

 それと全く同じ感覚はね、おれは技術開発が得意だよと。だけど事業開発というのはそ

んなに得意じゃないわけです。だから事業開発が得意な人と組もうということで、こっち

側にいた社員でね、キュービックの今の社長の若林 昭(わかばやし あきら)さんとタッ

グチームなんです。彼は事業の完成度を目指してがんがん働いた。またこの人は基本的に

仕事の好きな人なんです（笑）。仕事熱心なんですよ。それも人の出会いで恵まれたんです。

何か問題、トラブルがあると、全部私のほうで引き受けて、事業開発は彼がどんどんやっ

ていって。 

私が１０年ぐらいキュービックの社長をやったのかな。今度は若林さんが社長になって。

要するに、役割分担は全然違うんだけれど、一緒になって、この事業を成功させようとい

う思いだけは全部あったと思うんですね。 

●そのとき、鈴木総業さんというか、鈴木さんのほうは、核になる仕事があったんですか。 

●中西 テント倉庫や、冷熱の断熱加工、プラント設計などがありました。 

●テントですか？ 

●中西 テント・ハウス。 

●あ、そういうものをやっていたんですか。そうすると、やっぱりそれぞれ機能の事業化

と開発というのがあって。 

●中西 それとか隣の下請け。 

●下請け。あ、そうなんですか。 
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●中西 日立の。 

●空調関係。 

●ああ、ありましたね。 

●中西 そこから見えるやつです。 

●あ、これがそうなんですか。 

●中西 これは日立の清水工場です。 

●あ、そうですか。 

●中西 テントは、ここの創業者が考え出したオリジナルなビジネスです。 

●そうするとそれ以外は、そういう機能的に能力の機能が二つあって、開発のほうを中西

さんが受け持って、その後、今日の話題からはちょっと外れるけれど、αＧＥＬ（アルフ

ァ ゲル）とか、どんどん始まってくるわけですね。 

●中西 ええ、そうです。 

●一方がそれをどんどん事業化して、売り込んでいくと。 

●中西 そうです。 

●なるほど。 

●中西 だから、ここで事業に成功しましたね。いま世界に 88 企業がライセンスしている

わけですよ。私はもうここ 15 年かそこらは携わっていませんから。もう次の事業、αＧＥ

Ｌを立ち上げるとかね、近年はまた別の全く新しい、申し上げられませんけれど、やはり

世界に通用するような事業のものをつくろうということで、もう研究開発の８割は終わっ

ていますので、そういうことをチャレンジしていく。ただ、総合力を見るとね、いろいろ

な人と組めて、いろいろな人の協力でこの事業は成り立っていると。キュービックもいま

だに発展を遂げています。 

 今はどちらかというと、もう若手の人たちが現場を全部受け持って、また、営業も世界

を飛び歩いて支えてくれているわけですよ。だから第２のキュービックというチャレンジ

にもう既に入っています。それはもう若手主導です。いや、問題になって、我々が相談を

受ければ相談には乗りますけれど、できるだけ自主的に若手に働いてもらう。これが基本

姿勢ですよ。 

●当初は特許を 1500 件調べてもなかったと。途中からコンペティターというか、コンペテ

ィションになるような技術というのは現れなかったんですか。 

●中西 現れました。 
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●それはどんなものですか。 

●中西 それはよく似た工法でも、逆に水中から上昇するとかその視点が違った方法でや

ってはいるんですけれど、それはそれで、キュービックが連続生産式に対し、コンペティ

ターはバッチ式、いわゆる１こ造りでした。量産のシステムとしては我々より劣っている

なということがもう歴然としてあります。技術的にはそうなんですけれど、もう一つは事

業展開というところで、先にもう大きく水をあけてあるでしょう。この二つがコンペティ

ターが育つすき間がないと。コンペティターがあったほうがいいんですよ。競争心理が働

きますのでね。 

 だから、ちょこっ、ちょこっとはありますけれどね、ビジネスの大きい流れをつくって

しまった上でのそういうことですから、足元をすくわれるような新しい技術というのは生

まれにくいと思っていますし、もしそういう技術が考えられるんだったら、発明者である

私自身がそれを壊したいと。今やっている技術の先をやっぱりねらっていきたいという意

気込みはいまだに持っていますので、方々に情報ネットワークはめぐらせていますし、何

か競争しなきゃいけないことがあったら猛然とやると思いますよ。 

●中西さんが成功されている一つの要因として、日本の文化みたいなものがそこにあると

思うんですよね。日本的なプロダクトの持っている能力と言うのは、一つは機能・働き、

それと魅力とかおしゃれなものいう 2 つ要素を大切にしているところにあると思うんです。

均一の刷り上がりの品質とか、つまり、人間は木目って、こういうプラスチックでもハイ

テク・ハイタッチとか言われますけれど、やっぱりおしゃれで、かつ使いやすくて機能が

確りしていないと、ヒット商品にならないんですよね。 

●中西 そうなんです。おっしゃるとおりです。 

●人々のライフスタイルの中に入ってこられないですよね。そこのところを中西さんはど

うしてそう考えられたのか、というお話をお伺いできればと。 

●中西 なるほどね。私は、世界の人種が全部違ったとしてもね、きれいなものはきれい

なんだと思うんですよ。だけど、自分がどういう民族にしても、心の奥底のウォンツには、

美しいものは美しいという共通項がある。これがまず一番大事な共通項ですね。それで機

能が同じだったら、自分のフィーリングにフィットするものを絶対に選ぶという確信があ

るわけです。これはメッキのときに培われた技術でね、昔からそう思っていますから。 

●その前に表面処理をやっておられたというのが、中西さんのビジネスに蓄積されていた

ことになるのですか。 
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●中西 ええ、そうなんですよ。一つのね。だから同じものだったら、やはり美しいほう

が勝つよと。 

●それはそうですね。 

●中西 そうすると、同じように美しいとすればね、これは千差万別、その買おうとする

人の意識でプリントのデザインは選ばれるだろう。こう思いますので、そういうことから

すると、曲面印刷というのは、違うフィルムに変えるだけで、同じ物体デザインでもつけ

る柄は全部、千差万別に変えることができる。そうすると市場の要求というのは、最近は

特にそうなんですけれど、一つのものに固守してということじゃなくて、だれかがわーっ

といったら、流行をさーっと追うでしょう。すると、さーっと出ていくじゃないですか。

というところを、ほかのプロダクツでしたらね、表面加飾というのは、もっともっとお金

も時間もかかるじゃない。 

 これを大日本さんへ行って、その絵柄デザインの原紙か、そのデータでプリントしたフ

ィルムを手配すれば、例えば早い話は、この柄でやろうと決めてから量産は１カ月ででき

るだろう。そうすると時代の流れにおくれないで、同じものでも柄が違うよというのが世

の中に出せるじゃないですか。だからそれは、この曲面印刷の量産性の中にある一つの特

徴だと私は思いますよ。 

 だから、やっぱり考えなきゃいけないのは、どこのどういう人種でも、美しいものは美

しいと感じる。この感じ方の差はあれ、美しいものは美しいんです、というベースがある。

この上に立って考えないと、やっぱり理屈が合わなくなるんだと思いますよ。その上で個

性を主張するのは、デザインだと思えばよろしいんじゃないですかね。 

●それともう一つ、新しい根底からのイノベーションという発想をされて、かつ、それを

大量生産にするところまで、プロセスのイノベーションとプロダクトのイノベーションと

両方やられますね。 

●中西 うん、だから三つある…… 

●中西さんの場合、成功した理由というのは、一つはスピードというのがあるとは思うん

ですけれども…… 

●中西 もちろんそうですけれど、一番根底にあるのは、イノベーションには三つあるよ

と。インベンション・イノベーション。これが第一に。これは技術革新上の発明ですね。

その次はプロセスのイノベーションです。その次はプロダクト・イノベーションです。こ

の三つを意識する新しい開発が大事になってくるんです。だから一つの発明といったって、
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中身をやると、その三つに分かれます。 

 やっぱり三つともやらないと、強固なイノベーションにはならないですよ。我々は新し

い事業をねらっているわけです。それも何かというと、お客さんのウォンツにこたえるべ

きイノベーションでなければいけない。その分母のほうはね、お客さん、市場のウォンツ

にこたえるよと。上のイノベーションはその三つがありますよ、ということです。 

●成功された理由を、やっぱりもうちょっといろいろ知りたいんですけれども（笑）、国も

イノベーション振興ということでナノテクとか、今、細切れのプロジェクトも、いろいろ

やっても、結局そこに行って、なかなか成功に結びつかないと。99％はだめになっちゃう。

10 年間で 40 兆円以上お金を使っても、非常に小さな、細部にわたった研究しかしていな

くて、目的に向かって統合されていない。これはものにならないですよね。最後の成果に

ならない。その辺で中西さんがやっていることは、今の国でやっているのと正反対のよう

な気もするんですよね。 

●中西 議論に値しないんじゃないかという（笑）。 

●学校の先生方が、自分の学問領域を狭く狭く定義して、予算のテーマが重複し無い様に

怒られないように、どんどん狭くしていっちゃいますね。ですからね、10 年間で 40 兆円

を使いきったんですけれども、どうも形になってこない。今日の『日経』の社説にも、ま

さにそのことが書いてあったんです。だから私の意見だけじゃないんですけれども、それ

と中西さんのアプローチというのは全然逆だと思うんですよね。 

●中西 一つだけ、まるっきり違うベースがあって、これは何かというと、我々企業家と

いうのは出口を求めている。要するに、出口を求めてのテーマアップになるわけですよ。 

●そこがもう違いますね。 

●中西 もう一つは、やっぱり市場のウォンツを的確につかんでいるかどうかです。この

二つは学校の先生には全くないです。学校の先生方がイノベーションをやられています。

シーズはいっぱいあります。それでシーズを分析していきますと、あっちの大学もこっち

の大学も同じテーマでやっているんですよ。 

●結局は同じなんですよ。アメリカがやっているからやっていると。 

●中西 そういうことです。要するに、口が悪いですから、ちょっと勘弁してもらえる

と・・・。カッコいいテーマばっかりを追い続けてどうするのと。やっぱり社会貢献でき

るようなイノベーションじゃなきゃいかんよとは思う。やっぱりその中に二つある。事業

にはならないけれど地球上で暮らす民が安全に生活できるシーズ、我々に非常に大きく貢
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献するよというイノベーション。これは国費を使ったって何を使ったって、私はいいと思

うんです。これは全世界の学者がたどるべき道の一個だから。 

 もう一つは、やっぱり市場が求めているものをテーマにしましょうよと。あっちもこっ

ちもやっているようなアイテムというのは、先生のマスターベーションにしかすぎないと

私は思うんです。出口を見据えた上でのテーマ選択じゃないですもの。我々は事業になる

という、もう一つの大きな使命があるわけですよ。この違いがものすごく大きいと思いま

す。だからシーズをいろいろ探査しますと、使えない、貢献しないのが７割以上。 

●これも記録からは外すことになると思うんですけれど、いま私どもはＮＥＤＯなんかが

管理しているわけです。あそこはスルーするお金の 15％ぐらいが管理費になるわけです。

だからどんどん大きくしちゃうわけですよ。多分、今だと 6000 億円ぐらい使うと、その

15％で 900 億円ぐらいが入っちゃうわけですからね。そうすると、壮大な迎賓館をつくっ

てしまったり、いろいろやっているわけですけれど、これがやっぱり一つの一番大きいと

ころね。 

 それともう一つは、今度は予算をつけるときに、テーマを提案するほうが、やっぱりも

らうものが決まっちゃうんですよ。この時代のこんなものって、みんな同じものが出てく

るわけです。だからやっぱり、その辺の仕組みを全部変えなければ。 

●中西 うん、今は仕組みと評価基準を持っていないという。もう一つはね。もっと確固

たる評価基準を持たないと。これは本当に社会の役に立つのかという社会性ですよね。 

●だから、中西さんがおやりになっているのはビジネスになっているんですね。いろいろ

な人が喜んでお金を払っていただけるような価値のあるものをつくり、明確なターゲット

がある。今は、いろいろな大企業も専門化しちゃっていますから、自分たちのトップのビ

ジネスの枠から、なかなか脱却できませんからね、イノベーションを非常にしにくい。 

●中西 そうですね。だから、その枠（フレーム）を広げたり狭めたりするのは、適宜や

っていかなきゃいけないですよね。固定されたらそのままじゃないですか。これは私から

言わせれば、ある面では国費のむだ遣いですよ。世の中へ出して、喜んで使って、初めて

価値が出るという、この原点からこっちにはない。 

●そういう意味では、中西さんのやられている曲面印刷で一番うれしかったことは、何か

思い出されるシーンとか、製品とか。 

●中西 私はね、一番最初にうれしかったのは、大日本印刷が買ってくれたことですよ。

これはなぜかといったら、発明技術者として価値を認めてくれたということです。発明者
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として価値をきちっと認めてくれた。でなかったら、価値がなかったら金を払うわけはな

い。それも数千万のでっかいやつを。払いっこないですよ。これを一番最初に価値をわか

ってくれた。うれしかったなと。今度は皆さんの力で事業化できました。もう一つの喜び

は、おれが発明したことで、これだけの人が生活できるという、そこがね。だって、いま

世界へ行ったら、うちの従業員は全部ですごい数じゃないの。 

●１社 100 人としても、9000 人から１万人くらいは、この件にかかわっているということ

ですからね。 

●中西 私の発明をベースにスタートを切って、今は 100 人以上の企業はいっぱいありま

すからね、それで約１万人が楽しい生活を得ていると。 

●しかもそれには家族がいるわけですからね、 

●中西 うん。これが２番目にうれしいことです。それから３番目にうれしいことは、自

分自身のことですけれど、発明のプロセスの中で事業まで持っていったときに、これだけ

多くの協力者が出て初めて達成できたんだという、この喜びですよ。この三つに尽きる。 

●大日本印刷さんから、日本合成化学…… 

●中西 日本合成から、今度は、いま現実にやっているキュービックの社員とかね。 

●それを使った自動車メーカー。 

●中西 自動車メーカー。 

●日産のグロリア。 

●中西 トヨタもホンダも全部そうでしょう。だからオーバーに言うと、ご採用いただい

ている車が世界の自動車メーカーの９割ぐらいだな。ドライバーに潤いを与えている。や

っぱりいいじゃないですか（笑）。 

●これはだいご味ですか。 

●中西 だいご味です。喜んでお使いいただいている。木目が入っているのと、入ってい

ない自動車を同じお客さんが見たら、必ず木目のもの買う。そうですものね。 

●そうですね、欲しいという。 

●中西 これは何か。運転していても、楽しさの中の潤いというのがやっぱり必要なんだ

から。 

●その自動車に乗られたり。 

●中西 現実に乗っていますよ。 

●その自動車と向き合ったりという。 
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●中西 最近は個人タクシーはもうほとんど木目が入った内装パネルのものになってきま

したね。“使っていただいているわ”と思いますよ。内心ではにこっとしていますわね。（笑） 

●ですけれども、そういう技術開発に駆り立てられた情熱、モチベーションみたいなこと

を一つ、今のお話で大体わかったんですけれど。 

●中西 その中に入っているでしょう。 

●入ってますね。あと、普通の会社ですと、庇護者ということで後ろにバックアップがい

るんですけれども、中西さんの場合は、先ほど大日本印刷さんが買ってくれたという、あ

る意味ではそういう大会社が庇護者になってくれた。 

●中西 その次はね、そこの創業者と２代目の鈴木剛(すずき たけし)社長ですよ。事業

の成功の鍵は、この技術は面白いねと言ってくれる理解者が居るか、協力者がいるかが重

要です。企業経営者で、おもしろいと言ってくれた人。私は幸運でした。常に感謝してい

ます。 

●一番初めが清水さんという大日本印刷の営業の方。それから創業者ですか。 

●中西 挙げるなら、一番最初に目をつけて飛んできてくれた金谷さんね。 

●あ、金谷さん。ＥＭＣの。 

●中西 うん、渕上さん。それから大日本印刷の山口さんに山辺さん。こういう方々がバ

ックアップしてくれましたよ。事業化で非常に大事だったのは、ここの創業者、それから

２代目、連綿として事業拡大を目指している。 

●中西 日本合成化学の寺尾さんとか米良さんとかね、それから益田（ますだ）さん。 

●でも、これだけ庇護者をたくさんつくるというのは、ご本人のあれですよ（笑）。やっぱ

りご本人のそういう信頼するというのがね、いろいろな人が、まあファンですね。要する

に庇護者がファンですよ。 

●中西 それから表面加飾では江森さん。 

●江森さん。 

●中西 江森さんはケミカルです。あれでケミカルの知恵がついたんですからね。活性剤

でぱっと当たって、こっちへ柄が全部残るよとか、こういうことまであるわけですよ。 

●今日は時間があれば、もう少し、その先のお話もたくさん聞きたくて。また別の時間に

つくって、今度はゆっくりと個人的に聞きたいですね。 

●中西 楽しくやりますか。 

●ええ（笑）。ものづくりで、研究者、技術者についての心情とか腹づもりも。先ほど出し
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ていただいたんですけれども、もう一度、改めてものづくりについて、それから若者への

メッセージを込めて最後にもう一度御願いします。 

●中西 これはもうさっきの中に全部入っているんですけれど、一つのイノベーションが

あったら、やっぱりそれを事業化まで成長させなきゃいけない。でないと、全部無駄にな

ってしまうでしょう。無駄の中にも非常に有効な無駄がある。そのときに失敗した原因が

はっきりしていれば、それが次のときに貴重な財産になるという考え方を持っていなきゃ

いけないだろう。無駄を恐れたり、無駄はだめだよと言われたらイノベーションをできな

い。というのは、危険を承知でチャレンジして、その中に成功のワンポイントを見つけて

くるんです。まず最初にこういう考え方にならなきゃいけないわけです。 

 例えば大企業で、技術、Ｒ＆Ｄの部門が責任逃れをする。だけど、これは管理の仕組み

の中で、それを強要しているんじゃないのかと。だから、ある範囲では、フレキシビリテ

ィーを持ったフレームの中で自由奔放に人間が持っている個性、または暗黙知を引っ張り

出して、責任があれば、企業が目標とするところへ役立つように誘導するんです。 

 それからもう一つ、日本人の中に、職人とか匠（たくみ）というと、あまり自分の意見、

行動をはっきり言う人種じゃない。農耕民族というのはね。だから、今度は 21 世紀の経営

者というのは、そいつはそういうのを持っているなということを見抜いて、やっぱり形式

知のほうに引っ張り出してこなきゃいけない。これがもう一つ、日本のこれからの企業で

はものすごく大事だと思う。単に管理という時代は終わりましたよ。やっぱり進歩性・新

規性を訴えて、世界へ通用する技術まで昇華しなきゃいけない。それを事業化するときに

は、やっぱり大勢の違った企業のハイブリッド化によって、初めて成功という二字がつか

み取ることができるのではないか、こういうふうには思います。 

 だから若い人に言いたいのは、今の若い人って賢過ぎるんですよ。頭の中でああだこう

だと考えて、頭の中で結論を出す性格が今の若い人の中にはある。そうじゃないんだと。

現場、要するに現実を目の前に置いて、一回、手を汚してみろよと。それが仮に失敗して

も、その手の汚れた分だけは、そこに何かノウハウが残るわけです。また、微妙な変化も

つかみ取れるようなセンスが磨かれる。なぜ失敗したのか。ここに大きい、非常に重要な

勉強の場があるのに、チャレンジしないからそこまで到達できないと思うので、やっぱり

あるレベルでチャレンジできるような環境をつくって上げないとね。 

 これからの企業はどうするの、世界のコンペティターでしょうというところに、やっぱ

り行き着くと思うけどね。野放しにすると会社がつぶれちゃうから、野放しじゃないんで
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すよ。緩い管理で個性を出していくような場をつくっていくのが、また経営者の仕事でも

あるし、その中で若い人も楽しく踊らなきゃいけない。今の若い者というのは踊りをしな

いんだと思います。 

 もう一つは、若い人は自分の能力を磨いてね、それを会社へ提供しているんです。それ

が企業経営にプラスであれば、それに見合うだけの対価を堂々と主張できる、こういうの

が企業ではないかなと思います。だから萎縮しないでほしいのね。あんまり賢過ぎないと

いうことです。賢くというのは、世の中の基準が違っているんです。勉強がよくできるか

ら、記憶力がいいから。そうじゃないですよ。これからの賢いというのは、理解力がどこ

まであるか、理解した上でどれだけ使えるか、これが基準でなきゃいかんような気はしま

すけれど、どうでしょう。 

●大変いいお話をありがとうございました。中西さんの生い立ちから、そして電気通信か

ら、それが表面処理の、メッキもある意味では電気の知識でやって、それを積み上げられ

た。それがやっぱり実際の現場で体験されながら知恵になって、非常に深い理解を、ある

明確なターゲットを設定されていろいろ巻き込まれたという、今の学会とも全く違う成功

例というのは非常にいいケースで学生たちのためにもなると思うんです。今日は大変いい

お話を・・・。 

●中西 いいえ。 

●ありがとうございました。 

●中西 先週、下関工業高等学校を 50 年ぶりに訪ねてやったと言ったでしょう。あれがも

のすごいわかりやすかったといって生徒にえらい好評で、また呼んでくれと言われたと後

から言ってましたよ（笑）。 

●そうですか。こういうお話は、もちろん先生も大学でもＭＯＴみたいなこともいろいろ

とやられているだろうと思うんですけれども。 

●中西 私は静大の客員教授をやっているでしょう。それから日本工業大学の専門職大学

院の教授もやっているんですよ。 

●そうなんですか。 

●中西 いま関東学院大学は、経営学の講師までやれと言ってましたね（笑）。だから大変

なんですよ。 

●そうですね。体験が伴っている話だから。ＭＯＴで一番大事なのは、そういう実際のケ

ースですね。私もね、それに近いお手伝いなんかもしているんですけれども、このケース
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は、やっぱりわかりやすくていいですね。 

●これをちょっと。 

●中西 どうぞ、何か（笑）。 

●今までお話を伺った方々に、実際に高校とか中学の教壇に立ってお話をしていただくと

いうようなことを、協会としても少し試み始めておりまして、まだ本格的にはほど遠いん

ですけれど、機会がありましたら、ぜひ。 

●中西 もう役に立つならどうぞ。私はもう顧問で、自由ですから。（笑） 

●いつから顧問になられたんですか。 

●中西 65 のときにね。私から、私がいたんでは若手が伸びないと。それから経営という

のは、いくらいろいろな要請があったとしても、やっぱり前例をつくるとあんまりよくな

いよと。だから、中西さんすら 65 で副社長をやめたよというぐらいのハードルにしなとい

うふうに言っているんです。 

 私は政府のほうにも随分利用されているんですよ。特許法の改正委員とか、産構審の委

員もやっていますしね、今は内閣官房の経済特区の評価委員もやっていますし。だから“嫌

がらず”、というベースは何かといいますとね、自分の肥やしになるという（笑）。そこか

らスタートしているんです。だから時間的に苦労しても、わかりました、役に立つならど

うぞということで、どうぞ、もし役に立つなら。 

●ご自身で、自分が発明家の才能があるなと思ったのはいつごろですか。 

●中西 東洋無線のときですね。その次にいた東京トランジスタでも、多分 40～50 件は発

明していると思います。こんなことを言うと、前にいた人にわかっちゃうと怒られるかも

わからないけれど、あの辺がウオーミングアップ、私の勉強期間ですよ（笑）。意識を持っ

て勉強しましたんでね。ここに新規性があるのか、進歩性があるのか、こういう意識で常

に来て、これは出口があるのか、これはもういつでも忘れてないですからね。 

●あと、才能か努力かというのがあるけれど（笑）、資質か努力かって。 

●中西 さっき答えを出したようにね、人の２倍をやれば大丈夫なんじゃないですか。 

●そのあたりで苦労するから。（笑） 

●中西 才能じゃない。センスはあったと。ちびのときにそういう〔共同していた？〕わ

けですから。だけど、それは表へ出るものじゃないでしょう。 

●特許というのは、ものが完成しないと何となく書きにくいというのがあるけれど、そう

いう考えじゃだめですね。 



 241

●中西 だめですね。 

●プロセスでどんどんやっていくってことですね。 

●中西 そうです。だからイノベーションには三つあると言ったでしょう。どの位置づけ

で、どうやるかというのが非常に大事になるんです。日本人はイノベーション・イノベー

ションが少な過ぎるんですよ。あとのプロセスとかプロダクツなんていうのは、Ｍ社みた

いに何件出したという評価基準があったりするわけですから。要するに、我々が考えなき

ゃな、世界に通用するようなものを考えようよ。こういう波を若手にどうつなげていくか

というのが、モチベーションのテーマかもわからないね。 

●大変、楽しいお話をありがとうございました。 

●中西 いえいえ。 

－終了－ 
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コリスチンおよびコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの開発 

松尾勝一氏 

●……松尾さんがお生まれになって、大学に入ってこういう薬学等を志望されたというと

ころから話していただきたいと思います。 

●松尾 今日は皆さんお忙しいところ、ありがとうございます。 

 基本的に、朝日新聞の経済欄なんかにもあるように、海外では通用しない、効果の上が

らないような薬が日本では大量に使われています。内藤晴夫エーザイ社長はシンポジウム

などで、21 世紀における臨床試験のあり方の中で製薬会社と医師が国民から信頼されるた

めには、第一にどうでもいいような薬を開発しないことが大切であると言っておられます。

エーザイは昔は外国商品を輸入して販売して利益を得た会社ですが、国産としてアルツハ

イマーに効果があるというアリセプトを杉本先生が開発されて評価を上げられて、一躍そ

ういう言葉が出るようになったのかなとも思っております。 

 そういう点で、私どもにおきましては、まず抗生物質の市場へ、日本でつくったもので

一番初めに出たのはコリスチンであるということをはっきりしておかないといけないと思

っております。例えば、朝日新聞の文化部で書いたものですが、日本での初めての国産抗

生物質は文化勲章をもらわれた梅沢浜夫先生のカナマイシンだというような書き方から始

まっております。しかし、国産抗生物質として日本人の手によって初めて世に出したのは

コリスチンです。特にコリスチンというものは論外にされていると私は思っているところ

です。 

 私が薬学の道を進みたいと考え出したのは、いろいろございますが、私の今日（こんに

ち）までのあり方というのは、何はともあれ恩師があっての今日だと思っております。特

に、小学校から中学校、大学と親身になってお世話いただいた先生が各段階的におられま

した。その先生方のお力で今日あると思っております。 

 また、私も九州から東北まで参りまして、その間にも地域の方々にもお世話いただきま

した。やはり、人に助けられたと考えております。身内よりは他人の方々にお世話になっ

たと、感謝しながら今日まで来ております。 

 私が生まれたのは佐賀県の武雄市でございます。母の乳離れをしましたら、すぐ母は王

道楽土を求めたのか満州に渡っておりまして、母の実家（松尾）である武雄町の祖父母に

育てられるという環境でございました。祖父母と私の３人暮らしで、農業をやっていくと

いうのがその家庭でございます。自作農ではございますけれども、現金収入がないと困る
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ものですから、秋、春は養蚕で現金収入を得ている。食べるものは自給自足というのが私

どもの生活でございました。 

 母には弟が１人おりまして、それは獣医師でしたが、獣医ではおまんまが食えないとい

うことから、農業の将来を考えたせいか医者になるんだと言って、母が満州へ行っており

ましたので満州の医大へ行っておりました。それでまだ卒業せずに招集を受けまして、関

東軍に編入されておりました。戦後はシベリア送りに遭い、私はちょうど高校３年のころ、

終戦後４年後に帰国しました。帰ったら獣医を開業するということで、私自身はあえて祖

父母のそばにいなくてもいい環境になっておりました。 

 また、母はちょうど満州へ行ってからすぐ、経理士の千葉氏と再婚をいたしておりまし

て、奉天と新京で経理事務所を開いていたようですが、終戦間もなく２年目にこちらへ帰

っておりました。無一文でございますので、千葉の生家であるところの東北、宮城県の塩

釜に、あの当時の満州帰りの方々と一緒に魚屋を始めておりました。塩釜の魚市場から魚

を買って、仲卸というような形で生計を立てておりました。 

 ある程度生活のめどがついたので、養子に入るならば学校に出してやるということで、

うちも祖父母のそばにいなくても済む状態でございましたので、千葉家に養子に入りまし

た。大学時代は千葉で、卒業しましてからも千葉の姓を名乗っておりましたけれども、ど

うも思うようにいかないものですから、結婚して松尾という独立した戸籍をつくってしま

うという形で、松尾の姓に戻して今日になっております。 

 特に小学校の時には、やっぱり親がおりませんものですから、「父（てて）なし子」とい

じめられることがあってはいけないと祖父母も考えたせいでしょうが、武徳殿に行って剣

道をやれということで、小学校の２年生くらいから剣道を始めさせられておりました。そ

ういう点ではあえていじめもなかったようです。 

 また、祖父の兄は職業軍人でございました。２・２・６事件があって、その時の部下の

方々と実質的には行動をともにしてはいないのですが、そういうこともあり、どうしても

将官以上にはなれないという状況であったために、退役も大佐で、職業軍人でありながら、

在宅を余儀なくしていたようです。 

 そういうこともあって、その家庭は皆、軍人でございましたし、私も軍人になるという

ことで、中学校に入りますと、軍人以外には将来はないと先生に言っておりました。そう

すると、５年６年の担任の先生で根津先生とおっしゃる方が、「あなたは年老いた祖父母に

育てられていて、祖父母の将来はだれが面倒を見るんですか。あなたは軍人になったら絶
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対だめですよ。軍人というのは死ぬんですよ。死ぬことが職業なんですよ」ということを

おっしゃいました。軍人を志すことをやめさせようと一生懸命、諭されたのです。 

 中学校の１年生の終わりの時にも、幼年学校へどうしても行きたいということで、受験

をするのですが、内申書でまずそういうことが書いてあったんでしょうか身元調査で（笑）、

はねられてしまいました。２年でも挑戦しようとしたけどだめでしたね。終戦ですから。

よかったかどうかわかりませんが、実際にそういうふうに軍人になることは出来なかった

のです。 

 ちょうど私どもの１年先輩くらいの人が幼年学校へ行って、戦後やっぱり母校へ戻って

きて、やけのやんぱちでいろいろぐれて、いろんなことをやっておりました。そういう状

況であったので、幼年学校へ行けなくてよかったなと思っていましたけれども（笑）。 

 私の生まれたところというのは田んぼのちょっと高台のところで、ずっと下のほうへ溝

を引くような川が誘導されていました。田んぼが１反５畝ですから 500 坪くらい、屋敷の

ほうですと大体400坪くらい。裏のほうに池がありまして、それが50坪くらいあるのかな。

それで田んぼへ水を引きながら、段々的にずっと下へ水を引くような形になっていました。 

 そこにコイとかフナとか、それからナマズ、ウナギ、そういう魚が結構いるのですが、

ある時池のコイが裏返しになるという状況がありました。どうしたんだろうなと思って、

ちょうど中学校の時に、私はイオン分析を教わったばかりだったんです。何だろうという

のでちょうど塩化鉄の試液が手元にあったから、それを入れたらやっぱり青い沈殿が出て

きた。これはベルリン青じゃないのかと。戦後、溶接をやったりしていた若い人たちがい

たずらに上から毒流しといって青酸を流したということが結構ありまして、これはやられ

たというので、上をとめてしまって水を入れかえて何とか助かったという状況でした。 

 このイオン分析というのが、私にとっては一番、科学というのが「これは面白いな」と

いう考え方に変わったものです。その時の先生が木村先生というのですが、長崎薬専を出

て、それで薬剤師で高校の化学の先生だった。薬剤師って何をするんだろうなと。学校の

先生も出来るのかな、じゃあ薬学へ行くのもいいなと、先生の背を見ながら感じたという

のが一つのきっかけだろうと思います。 

 ちょうど叔父も帰ってうちで獣医を開業することで万々歳だし、おまえはいなくてもい

いやというふうになっちゃったものですから（笑）、じゃあおふくろには子供がいないし、

それなら養子に行くかというので、住所（宮城県塩釜の）千葉家に養子に入った。東北、

北海道で薬学のあるのはその時東北薬専だけだったんですね。それで、そこへ入れていた
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だくと。 

 結構、授業料も高かったんです。学校そのものは、あれが大学かなと思うような 

ところでした。どこも研究とかそういうのは、ああいう時代なかなか手が届かないような

状況だったと思いますが、それに輪をかけて、まあ評価すれば「本当にあれで大学かな」

と。その当時は理事者と大学教授との間はいつもあつれきがありました。ちょうどそのこ

ろは大学紛争とかもあるし、施設整備と教授のそろわないのと両方あって、文部省からも

いろいろ言われたと思います。 

 それで、生化学の先生だと思うのですが、京都大学を出た教授で野事先生という方が学

長に入ってくるということになりました。本来は理事長が学長でずっと今まで来ていたの

ですが、文部省もいろいろ言ったと思うので、野事さんが学長で入られた。 

 そういう時に、理事側と学長側はトラブルを起こす。そうすると、そこで理事長ボイコ

ットとかの騒ぎもありました。私もあえてそういうことには加担はしたくはなかったが、

したかったかは知らないけど（笑）、いろいろアジったりなんかした時期もありました。だ

から最終的にそういうこともあって、リストに挙がっているから学校に残るのもちょっと

問題があるかなという点もあったのかもわかりません。 

 そういう状態で、１年生で入った時点で学校環境はそういう状態だったし、そこへ栗原

藤三郎先生が岐阜の大学からこちらへ来られた。それも野事さんが学長になって来てくれ

るように要請をしたんです。結構業績もあって、特に今までも局所麻酔剤の研究とか鎮痛

剤の研究、それから植物成分の研究をやっておられた先生でした。そういうことから、う

ちもさほど小遣いをもらえる状況でもございませんし、先生が何か一生懸命いろいろやっ

ておられたから、じゃあお手伝いをさせてくださいと。「まあいいや、手伝え」ということ

で、私もきれい好きというわけではないんだけど（笑）、掃除くらいなら出来ると思ってや

っておりました。 

 学僕的な仕事というのはまず掃除、汚れ物の洗い物、そういうことでした。私は、教授

の部屋というのは雑然として小汚らしくて臭くて最低だなと。まず、みんな汚れ物を洗っ

てしまうんです。そうすると、「あそこにあったやつどうした」「あれは洗った」「ばかやろ

う、何やってんだ」と怒られちゃってね（笑）。「何でそんな。きれいになっていいじゃな

いですか」と言ったら、「何を言ってるんだ。自然にほうっておくと何か起こるんだよ」と

いうんですね。 

 要するに普通、結晶をつくろうとしてもなかなか出来ないのですが、いろんなものを合
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成した残り物を自然にほうっておくと結晶になる。そういうこともあるからほうっておく

んだという。先生はそういうことだったらしいです。だけど、私はそんなことは知らない

から、汚い、何でこんな汚いんだろうとみんな洗っちゃって、しょっちゅう怒られてばか

りいました（笑）。おまえは下だけ掃除すればいい、机の上はそのままほうっておけと。 

 そういうことも一つの勉強ですよね。自然にほうっておくことというのが何で大事なの

か、化学反応というのは自然に起こるというのを知らされた。自然にそういうふうに教わ

ったんですけれども。 

 そういう状況だったのですが、先生も私の家庭の環境をよく理解していただいて、しょ

っちゅう遊びに来いと言って、飯を食わせてもらって何か見させてもらった。山へ行った

り、特に冬なんかスキーも上手でしたので、スキーも蔵王とかそういうところへ行きまし

た。私は九州生まれだから、スキーなんて見たこともない。雪なんて珍しかったので。 

だけど「行くよ」と言われたらついていきました。私はいつも弁当持ちというか、スキー

を持って一緒について行くという状態でしたが、本当にそうやって家族ぐるみでかわいが

っていただきました。 

 子供も私よりは 10 くらいは若いのかな。そういう子供がスキーに乗って「千葉ちゃん、

すうっとこうやるんだよ、こっちに乗っけてこう」って（笑）。これがもう、うまいんです

よ。その後、今はみんな三菱化学とか、そういうところに行っているのかな。部長や何か

やっています。長男なんかは「おれは薬学をやればよかったな」なんて言っていましたが。 

 そういうふうに、家庭的にお世話をいただいておりました。それで、「じゃあおまえ、山

へ行ったついでにこごみというのがあるだろう、あれをとってこいよ」と言うんですよね。

「こごみって何ですか」「クサソテツ。ちょっと調べろや」ということで、クサソテツを採

集する形になっちゃった。学生でも３年生の終わりくらいです。それで抽出をやれという

ことで、手とり足とり教わりながらやりました。それが一番最初の仕事です。 

 それで、４年生の初めくらいですか、東大で土曜会というのがあるんですよ。そこで報

告をするということで、おまえ、やってみるかということで報告会に行きました。その時

は、旅費なんかのお金はどこから出たんでしょうね。先生が全部出してくれたんですけど。 

 夜出て朝早く上野に着いて、初めて大学へ。発表ってどうすればいいのかよくわからな

いし（笑）、やったことをしゃべればいいよというのでしゃべっていました。ここに書いて

あるのですが、フラボンの配糖体のアグルコンが、ケンファノール（ケンフェロール：

kaempferol）というのが出ましたと。こういうものが入っておりましたというのがポイン
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トなので、その話をしました。 

 そうすると、座長の落合教授が「あなたそれ、kaempferol が入っていましたではだめだ

よ。物質は、ちょうど融点がそれに似てる、融点をはかったらこうだった。だからアグル

コンがこうですよといったって、それじゃだめだよ」と。要するに、純品なものと一緒に

混ぜてミッシュして、それで融点をはかったのかという質問をされたんです。だけど、何

を言われているのかわからないんですよね（笑）。ミッシュって何だということからわから

ないし、いや、参ったなと言って頭をかいていたら「いいよ。じゃあ、うちの大学に純品

があるから持っていってそれでミッシュしなさいよ」と。 

 栗原教授は一言も（発しない）。後ろのほうにいて知らんぷりしてるんだから。いや、あ

れには参ったね（笑）。手も足も出ないっていうのかな。まあ、仕事ってそういうものかし

らということで、教えられたというのが私の研究者への発端です。 

 そういう先生が、中学校でも大学に行ってもそうやって本当に手とり足とりして教わっ

て。先生があっての私だと。だから、やはり先生が言われることは何でも「はい」と言っ

てね。会社との関係も、そういうのも後で出てまいりますけど、そういう状態ですから先

生が今まで手がけたものを商品化をしていくということが一番恩返しになるだろうという

ことで、会社へ入ったら一緒に何でもやっていこうと。それこそ産学協同という形を前提

に進めるようになったのです。 

 そういうことで、本論に入りますと卒業前ですけど４年生くらいのころ、私は抗生物質

というのはよくわからないんだけど、ライオン菌薬研究所というところから、「培養液を持

ってきたけど、この中からものをとれと言うんだよ」と。ものをとれと言ったってどうす

るんですかという話で。教授とか助教授、助手なんかの人といろいろ話をしていました。 

 これは塩基性のものだそうだから、そのまま放って置かないで、塩酸酸性か、硫酸酸性

にしておけばある程度もつそうだ（安定だ）。ということは何だろう。これはアルカリ性に

すると白い沈殿が出てくる、それが本体じゃないのかなという段階で、ものを持ってこら

れた。じゃあうちのほうで何とかしよう、体制を組もうということで私が担当になること

になりました。そのころだって私なんかまだお手伝い役ですから何もわからないのですが。 

 一番初めに、物を取り出す方法というのをまず考えなければいけない。抗生物質という

のだから抗菌力のあるもの、ないものを区分しなければいけない。だから、抗菌力のある

ものをどういう形で取り出すか。その取り出すものというのは、普通は水の中に溶けてい

るから、例えばエーテルであるとかベンゼンであるとか、そういう水に混ざらないような
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溶媒を入れて、溶媒の中に何とか抗菌力のあるものを取り出す。その取り出す方法は、酸

性にしておくと塩類としての塩酸塩、硫酸塩だから、なかなか移らない。水に溶けやすい。

そうすると、アルカリにしてみればエーテルに溶けるかどうか。だけど、そういうふうに

移ってこない。要するに濁ったままで、なかなかこちらへ移らない。液で分離するという

ことは不可能だという結論がつけられました。 

 沈殿をするものをまずつくろう、塩類の沈殿という形で考えようということになった。

そこで挙がったのがナフタリンスルホン酸とピクリン酸の塩類です。一つの塩基性物質を

くっつけて、それで沈殿させるものには使い道が今までもあったようだから、これをやっ

てみようということにした。 

 そうするとナフタリンスルホン酸塩とピクリン酸塩はうまく沈殿してくる。中性にして

おいて、水溶液の状態で加えてそれでくっついてくれて沈殿をする。その沈殿したものを

まず取り出す。それをろ過して再結晶する。きれいにするにはどうしても再結晶が必要だ

から。その再結晶にはアルコールに可溶性のものとアルコールに不溶性で水に溶けない溶

剤と両方、また混合溶媒で再結晶しながら、それである程度純品であろうというものが取

り出されました。そいつを今度は酸性にする。そうすると、酸性にすることによって、塩

酸塩、硫酸塩の形で水に戻る。それで母体であるスルホン酸またはピクリン酸が残るから、

それを溶媒で取り去るという考え方をしようということになりました。 

 要するに、塩類をつくって、それから普通の硫酸塩、塩酸塩に取り出すという方法をや

って、これが本体であろうという結論になりました。私は、ピクリン酸塩をとりあえず量

的にどんどんつくっていった。そして酸性にして、水溶性のものとピクリン酸だけは溶媒

にとる。ピクリン酸というのは黄色ですから、溶媒に移ったら色でよく見えますので、そ

ういうふうにして塩類を分離していくという方法です。 

 それが結構純度のいいものになりましたので、それを物性をきちっと把握していく材料

にするということになりました。その物性をきちっとするのは鈴木建次先生でした。その

方は生化学の助教授で、栗原先生が京大から呼んで来られた方です。コリスチンの構造は

鈴木先生のお仕事としてやっていただくことになりました。その方の学位論文です。 

 鈴木先生はコリスチンを酸分解をして、クロマトで分離してアミノ酸がどのくらい入っ

ているかとか、そういうことをずっと確認していました。電気泳動でアミノ酸の数とかど

ういうものが入っているという確認がまず出来、じゃあこれらアミノ酸の配列がペプタイ

ド結合だという確認までしてくれたものですから、「ああ、そうか」と。それは、リングな
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のか側鎖そのものなのかということもあるけれども、要するにアミノ酸配列のペプタイド

物質だということが確認されたものですから、そういうものを前提にして精製行程を考え

ていこうというふうにしてきたのです。 

【栗原研究室】 

 

 

 しかしコリスチンの生産量が、需要が多くなったためその精製法で大量生産をしていか

ないといけなくなり、培養液も結構量を必要とするというのでタンク培養を始めました。

そうすると、タンク培養が始まれば、培養液の量をいかに濃縮していくかというのが一つ

のテーマとして与えられます。その濃縮方法を、今までみたいな、例えばナフタリンスル

ホン酸とくっつけたりピクリン酸にくっつけたりしての沈殿法でやるのはとても無理だと

結論し、どうしようかと言っている矢先に、ちょうどイオン交換樹脂の存在を知り、フラ

ンスより取り寄せ吸着実験を行った。（オルガノ樹脂で製造されるとのことも知った。）樹

脂の選択は先に沈殿法で活用したナフタリンスルホン酸、それからピクリン酸。そういう

ものを考えた時に、このスルホン酸系のはくっつくんだけれどもなかなか外れてこない、

溶出出来ないものですから、その溶出方法は難しい。じゃあほかのものということでＩＲ

Ｃ50、カルボン酸が樹脂にくっついている。そういうものを使ったほうがいいかなという

判断で、そちらを使うことにしました。いろいろ何回も繰り返しやってみたけど、それが

左から 鈴木助教授、栗原教授、丹羽助手、千葉副手（松尾）
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一番いいものですから、ＩＲＣ50 を使うことにしました。 

●今のお話はみんな学生時代のお話なんですか。 

●松尾 そうですね。もう３年生の時は植物関係をやって。その抗生物質の抽出がいろい

ろしなければいけない時期になったのは４年生くらいです。卒業前からお手伝いをしてお

りましたので、一応会社担当という形で、会社の仕事を担当してくれる者を選出してくれ

ということになって、コリスチンの精製は東北薬大では栗原教室の千葉勝一、培養関係は

農学部の農芸科学科の植村先生のところ、細菌は黒屋先生のところ、それから抽出とか成

分の物性とかは栗原先生のところと。そこのところに担当をつけながら仕事をさせるとい

う仕組みで、ライオン菌薬からの依頼を受けたということになっていました。 

●それは昭和 27～28 年のことですか。 

●松尾 そうですね。卒業が 29 年ですから、28 年の後半から 29 年くらいからお手伝いを

やってそういうふうにしていました。 

●まだ 20 代の前半ですね。我々の学生のころと信じられないですね（笑）。先生の研究の

一端を担ってやるなんていう意識は全然なかったし、先生もそれほど重要なことをやらせ

てくれなかった。当時はそういう意味ではものすごく独立していたわけですね。 

●松尾 スタッフもそんなにいませんしね。 

●その先生のところに学生は何人いたんですか。 

●松尾 そこの部屋ですか。部屋には、手伝い的に入っていて、教室という形での研究テ

ーマは学校ではないんです。国家試験があるので卒業試験ということで、テーマという形

での卒論はないんです。そういう時代（1950 年）ですから。 

●そういう時代だと。 

●松尾 ええ。だから、そこへお手伝いに行って好きなやつが一生懸命先生に教わりなが

らアシスタントしながらお手伝いをする。そういう時期でしたから。そうスタッフも多く

ないから、いいように育てていただいたんです。 

●でも、考えようによっては大学の検定みたいな話で（笑）、テーマがあって、自分で考え

て、勉強して、その目的を果たすために全部自分でやるわけでしょう。 

●松尾 そうですね。 

●すごいですね。今の教育よりはるかに進んでいるというか（笑）。 

●松尾 だから、すごく夢中になるというのかな。ただ、先生が一生懸命やるんだから、

おれはここまでやるとかあそこまでやるとか。特に３年生の後半くらいから夏休み・冬休
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みには福島県の伊達町というところに工場がありましたから、そこへお手伝いに…… 

●お手伝いというのは…… 

●松尾 ライオン菌薬の。まだそのころはライオン菌薬研究所といっていましたね。藤正

さんの場合はライオン菌薬工業という会社で、分かれてライオン菌薬研究所というのを小

山さんと黒沢さんでやることになった。東京工業大学を出た中津川さんがもう１人おられ

まして、３人で大体いろんな会社内の事業をやっておられましたね。その時の社長という

のはキンカ堂の社長で野萩康雄氏。小山さんの弟さんがキンカ堂へ婿養子に入っていた関

係です。 

 ちょうど瓶培養ではとても間に合わないからタンク培養をしなければいけないという時

期で、雪印に余っているタンクがあるからそれを買おうよと、４基買っちゃうかといって。

そうすると 200 万かかる。その時キンカ堂の野萩さんが 200 万円をおれが出してやるよと

いうので、そのかわり全部おれの会社にするということになってしまったんですね。だか

ら、キンカ堂の野萩康雄さんの会社になって、野萩康雄さんはいい思いをしましたね（笑）。

後でお話ししますけど。 

 実際、そのタンクを設置するのが福島県の伊達郡伊達町というところに広い工場があっ

て、高さが 10 メートルくらいあるんでしょうか。それでないとタンクを入れて操作をしに

くいですから。そういう空洞の。そこは生糸工場だったんです。多勢という人の工場だっ

たんだけど、生糸がちょっとおかしくなって休業しているからそこを使おうということで。 

 ちょうど東北本線の伊達駅があるし、掛田よりは便利がいいのでそっちへ移っていまし

た。そこへタンクを４基設置する。それが一つの工業化の始まりです。そうすると、その

大量生産に間に合わせるための濃縮をイオン交換樹脂を使ってやるというのが急がれまし

た。だから、その研究は樹脂に吸着、それから溶出というのをずっと毎日。例えば、細か

い硝子管のビューレットに樹脂を入れては上からブロスを落とし吸着させ、それからコリ

スチンを溶出する。即ち抗菌力のある部分だけが出てくるのを測定しながら、この山をつ

かむということをやっていました。この方法を伊達町の工場へ行き、黒沢、中津川氏等に

指導し、工業化の設計に役立てて参りました。人造りですね。 

●先ほど、今の東北薬科に入る時は、化学の先生をやりたいというので入られますよね。

抗生物質か何かの研究をしている先生のところに入ったというのは、自分の希望で行った

んですか。それとも大学に行ったら偶然そういうところに。要するに、松尾さんは将来、

抗生物質の研究をずっと続けられるわけですが、その最初のきっかけは何だったんですか。
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その栗原先生のところへは、自分でそういうことをやろうとして入られたんですか。 

●松尾 私は遊ぶ金もないし、遊ぶよりは学校の先生のところへ行っていろんな手伝いを

やっていたほうが自分の勉強にもなるし（笑）。そういうこともあって、ちょうど栗原先生

が赴任されて、忙しそうにしてるから、じゃあ先生、手伝わせてくださいと言って行った

んです。どの先生でもよかったのかもしれないけれど、運よく本当に一生懸命おやりいた

だいている先生だったから。本当に恩師として私の一生の支配をされるような先生でした。

だから、運がよかったというのかな（笑）。 

●別にそれまで抗生物質に興味があったとか、そういうわけでも何でもないんですね。 

●松尾 いや、そんなことは何もないんですよ。ただ、金がないし、みんなと一緒に遊ぶ

わけにいかないからね。だからといってうちへ居てもどうっていうことないでしょう。じ

ゃあ手伝って、みんなとやっていれば何か得るものがあるかなと。得るものがあるという

か、ほかへ行って遊ぶよりはよほどそのほうがいいと思ったんでしょうね（笑）。そうする

と、先生も親身になって、本当によく面倒を見てくださいました。奥さんがやきもちを焼

いちゃってね。「何で千葉さんばかりかわいがるの」とかね（笑）。 

 それでいて、先生の奥さんに下宿なんかもそばに来なさいといってもらいました。当時、

局所麻酔作用のある新物質（チンセダール）の合成に困窮していた時でしたので、奥さん

同士も私を心配して下さって「千葉さん、昨日は飯、食いましたか。どんな顔してた？」

なんて、２人でよく話してるらしかった。それで、「あのね、しょげちゃって、ぶすっとし

て口もきかないんだよ」と、そういう話がしょっちゅう奥さんから教授へ伝わっていたよ

うで、それで先生も「おまえ、どうした。おまえ、もう少しすっきりせえや」なんて言わ

れるけど、「何でですか」っていうくらい。そういうふうに面倒を見てくださったんです。 

●奥さん同士というのは、松尾さんの奥さんですか。 

●松尾 違う違う。下宿の。 

●下宿のですか。 

●松尾 塩釜から通っていたけど、大変だからうちを離れて。うちの中にいてもしょうが

ないから。下宿をしようかなと言ってたら、先生も社宅ですから、社宅のそばへ一軒家が

あって、いいおばさんだからそこへ来なさいということで。 

●童顔の美青年のときの写真があれば、なるほどと頷けるのですが。 

●松尾 奥さん方も若かったからね。何から何まで筒抜けですから。 

●そこへもってきてお掃除もよくするし、申し分ないですね。 
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●松尾 何かの時はていよく使えばいいよっていう調子だったと思うんだけどね（笑）。だ

から、本当になんだかんだとかわいがってもらってね。1958 年東京へ移転する時、私に言

われた言葉が身にしみます。「君は喜怒哀楽を顔や行動に表しすぎる。人は表面的には同情

したように見せるが裏では何を思っているか分からない。仕事につまづいても顔に表した

り、変な行動はとらぬよう。」と言って送り出してくれました。 

●人柄と心がけですね。先生にもかわいがられて、奥さんにかわいがられて。 

●松尾 やっぱり、そのころは本当にみんなにかわいがられたけど、今は憎まれてばかり

だから困ったものです。 

●でも、そのころはまだ朝鮮戦争をやっているさなかではないですか。 

●松尾 そうですね。そのころはそういう時代ですから。 

●大変な時ですよね。大学へ行ってるなんて恵まれていますね（笑）。 

●松尾 だから、私も環境的に本来ならば百姓をやらなきゃいけないですよね。根津先生

に、あなたはお年寄りをどうほうっておくんですかと、それで軍人になんかなるのかと言

われるくらいですから。だから、下手をするとそういう環境ではないですよね。だからと

いって長崎大学へ行けとか熊本へ行くとか、それじゃちょっと・・・・出てゆけませんよ、

そのころ（笑）。 

 だけど運よくおふくろがこっちへ来てるから、来なさいと。来れば何とか学費くらいは

出すというから。嫌々ながら。仙台まで行って大変でしたよね。24 時間かけて東京へ来て、

上野から夜汽車で９時ぐらいに乗ると、翌日仙台に６時くらいに着くんですが。何でこん

なところに来たのかなと思って、泣きの涙という時もありましたけど（笑）。 

 だけど、そういう状態だから人に面倒を見てもらうというので、本当に先生にはお世話

になりましたね。 

●いずれにしても勝ち組人生の始まりが、出発点がその辺に（笑）。みんなが苦労して働い

ているころ、勉強しながらお金をもらっていたというのですから。 

●松尾 会社もそういう状態で、その仕事の担当だと、卒業して 3000 円くらい。助手も

3000 円くらいでしたね。だから、3000 円よりはもっと余計、後になったらくれたかな。7000

円くらい。助手よりは余計くれましたからね。そういう点では恵まれたというんですか。 

 ただ、学校では副手という身分で助手の仕事をして、日曜日を含み一週間程福島工場へ

行くという生活でした。福島っていいところなんです。川からちょっと離れているのです

が、それまでの間はリンゴ畑とか桃畑などがありました。私は九州だから、リンゴなんて
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見たことがないですよね。珍しくてね。そのころなんか、（笑）。みんなよく取られないの

が不思議でした。取る人はいないんですね。 

●そうですね。道路にはみ出しているんですもんね。 

●松尾 だけど、私なんかは珍しいからね（笑）。それで又人がいいんですよ。工場勤務の

時は一週間程宿直室で寝泊りするものですから、女工さんたちも面倒見て、下着まで洗濯

してくれちゃうしね。「置いておいてください」と言われてね（笑）。 

 私が申しおくって帰ると、イオン交換樹脂のデータを良くとってくれて、それで一番ピ

ークが出るのはこの付近だ、こういう方法がベターだというのである。量産に持っていく

には現場とのコミュニケーションをそういうふうに持っていくようにしました。東京工場

に来た頃に樹脂に吸着したコリスチンをメタノール塩酸で抽出して、それをさらに濃縮す

るという仕事を日本エフディー社長の百瀬さんもその当時一生懸命やってましたよ。彼は

私より３年くらい後で現場に来て、現場で一生懸命やっておられました。それで抽出した

のが、力価がうまく出た、出なかったというので、おれの抽出法はそんなに悪くない、絶

対このくらいあるはずだと言い張って。絶対大丈夫だと言い張りながら、汚れて一生懸命

やっていました。 

●今日は松尾さんの主たる業績のお話を聞きたいのですが、今の話のように自然体で研究

に入って、結局その中で松尾さん自身がコリスチンを開発して製品化するまでの中心にな

ったわけですね。 

 今のお話ですと大学の先生のところにコリスチンの仕事が来ていて、松尾さんが重要な

所を分担されたわけですが、その辺の話を具体的にして頂けたらいいと思うんです。そこ

で何をやられて、どんなことが当時一番中心のテーマで、それに対して松尾さんがどうい

う業績を上げられたのかというところをお聞きしたいのですが。 

●松尾 私の仕事というのは、そういう培養液を持ってこられますから、そうするとまず

その培養液のＰＨをはかります。それで大体ＰＨはこれくらいだと冷蔵庫に置いておいて

も大丈夫だということを決める。イオン交換樹脂がないわけですから、溶液の状態で溶媒

へ移すことも出来ない。そうすると沈殿法しか出来ない。とりあえず沈殿剤を探しましょ

うというのが、要するにスルホン酸のついたナフタリンスルホン酸。 

●当時イオン交換樹脂なんてない時代ですね。 

●松尾 ないですね。 

●だから化学的に分離する方法として沈殿法しかない。 
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●松尾 はい。だから化学的にまず分離していく。沈殿法を使おうということで。それで、

ナフタリンスルホン酸塩、それからピクリン酸塩。だけどピクリン酸塩のほうが精製しや

すいのでピクリン酸塩から純品のコリスチンの塩酸塩を製造する。そういうことをしてき

ました。 

 それをやっている間に大量生産の話があり、今のままの状態で大量生産の純品をつくっ

ていってはコスト高になり、とても無理だよということに結論がなる。だけど、化学的な

物性とか抗菌力であるとか、そういうものを測定する純品をつくるにはそれが沈殿法がベ

ターだったので、そこまではそれでいいわけですから、その方法に、ピクリン酸塩の製造

を限定してやるということにしました。 

 そして、今度はイオン交換樹脂の話があって、それを取り入れたほうがいいということ

でイオン交換樹脂を利用する方法を研究し、工業化のためイオン交換樹脂の利用方法を、

工場現場で実施指導しながら生産方法を確立いたしました。スルホン酸系よりは、カルボ

ン酸系の樹脂を使ったほうがベターだということで、そのデータとりを工場と大学の研究

を合わせて、それで工業化の道筋をつけるということがかなったんです。 

●コリスチンという物質が出てくるのですが、そもそも何でコリスチンなんですか。 

●松尾 要するにコリスチンというのは、産出菌が B.Colistin であることと大腸菌がコリ

（coli）ですから、大腸菌を殺す物質ということでコリスチンと命名したんでしょうね。

その命名はライオン菌薬工業株式会社の藤正氏や小山、黒沢氏等のグループだと思います。 

●日本人がつけた名前なんですか。 

●松尾 そうです、コリスチンの誘導体、コリスチンメタスルホン酸ナトリウムは私です。 

●そうなんですか。 

●松尾 要するに、小山、黒沢が命名はしたんです。抗菌力のある物質はコリスチンと。

だけど、コリスチンというものがどういうものかというのがわからないし、その純粋なも

のというのがライオン菌薬では取り出されていなかったんです。培養液から純粋なコリス

チンを取り出したのが私の仕事です。 

●大腸菌を殺せれば、何でいいのですか。いろいろな雑菌がある中で、大腸菌ってかなり

弱いほうではないかと思うのですが、もっと強い菌は対象にしないのですか。 

●松尾 一般に大腸菌というのは腸管の中にいっぱいいて、ある程度は有用菌でもあるわ

けです。だけど量が多くなると下痢したりするということもある。その大腸菌に属するも

ので、大腸菌とか緑膿菌とか赤痢菌とか百日咳菌とか、そういうのが大体グラム陰性桿菌。
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グラム染色をした時青く染まらない菌でね。そういうのに効果があると言われているわけ

です。 

 その当時は赤痢がはやっていますよね。だから、ペニシリンでは赤痢に効かないけどコ

リスチンが効くという、そういう状態ですから結構脚光を浴びたんです。特に田舎は、田

んぼや畑にふん尿をまきますから、伝染病、赤痢が蔓延しています。ペニシリンもある程

度は効くでしょうが、コリスチンは選択的に効く。 

 特に大腸菌なんかでも、腎盂腎炎、腎臓には有害です。最終的には薬物も分解されおし

っこにみんな流れてくれるとよいです。皆今は水洗便所を使用しますね、女性の人は前ふ

きをすると、どうしても便がくっつくとその便の大腸菌が中へ入って膀胱炎を起こす人が

多いですよね。膀胱炎から腎盂腎炎になる、そして敗血症になるとか、そういう形になる

ので、そんな安易に考えてはだめなんですよね。今でも膀胱炎の人は結構いるけど。 

 そういう点では、それを注射にしたりしてやることで効果があると言われてきたんです

けどね。 

●じゃあ、当時はコリスチンに対する期待は非常に大きかったわけですね。 

●松尾 そうですね。ペニシリンが効かない菌に効くというのがキャッチフレーズだった

ようです。本来ならそのくらいもっと脚光を浴びて、どんどんアピールしてもいいけど、

日本人というのは、案外日本人がつくったものは評価しない。ただ単に濃縮して錠剤にし

たりそういうふうにしたものであって、当時ライオン菌薬工業の時は純品なものをつくっ

ていないわけですから。だから、やっぱり評価は薄かったのかもしれません。 

 それで大体、精製をするようにして、バルクでこういう形に出来るようになったら、そ

れを今度は臨床へどんどん持っていくのですが、日本人のつくったものというのは受け入

れがなかなか難しいんですよね。後で申し上げますが、アメリカへ行ってアメリカで使わ

れだし、留学した医師がこれはいいな、腎盂腎炎なんかによく効きますねとか、そこで「こ

れはどこの商品だ」と言ったら「日本のものだよ」と言われて「びっくりした、こんなも

のがあったか」というのがそのころは現実だったようです。 

 売り方というのも母胎が武田であるとか三共であるとか、組織力があるところは波及力

がある。だけど、そういう組織力がないし、科研薬さんに委託して売ってくださいと。そ

の当時は、科研薬は慶松勝左右衛門さんといって、それも満州帰りですよね。慶松さんと

か、前のゼリアの伊部社長さんとか、科薬抗生物質研究所の野萩康雄社長とか、みんな。

そういう人たちが仲間意識で、各会社でお互いに販促しながらやりましょうという。科研
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薬販売はそういうふうに積極的に、理化学研究所の商品とうちの商品を主にして売ってい

ただいた。だけど、売り上げ責任のない販売であるし、なかなか販売力は少なかった。し

かしコリスチンバルクが、うちのほうで売れるようになった。 

 やっぱり運がよかった、野萩さんがヨーロッパへ行った時コリスチンを製造している話

をした、その時ヨーロッパのある会社の社長とコネがついて、「うちはこんなもんだ」とい

って、それを取引することになった。それでヨーロッパで販売したのが、今度はワーナー

ランバート、アメリカが目をつけてという形で、契約が進ん出来たという段階になってし

まうんですけどね。 

●当時そのコリスチンは非常に効果があったが、国内では商品としてそれほど売れなかっ

たという。今と当時とでは大分違うのかもしれませんが、薬ですから安全性の指標とかそ

ういう仕組みもあったと思います。そういうことは当時、どういうふうにやられていたん

ですか。 

●松尾 一番そういうところが、薬理学的にもどういう作用があってどういう効果がある

というのを逐次ずっとやっていかなくてはいけない。それには基礎の薬理学が大切なので

すが、一応精製をして、ものはつくりましたと。それを効果の判定、毒性の判定、副作用

がいろいろあるけど、腎臓に最終的に集まる時は血中から、それから飲んでも吸収して最

終的には尿のほうへ来る。それから便へ来る。そういう二つのほうにどれくらい抗菌性が

あるものが残るかということも大切だし。 

 そうすると、やっぱり一番だめになるのは腎臓に害があったということ。だからその腎

臓に害があるかないかというのが一番毒性についての問題にされるようになりました。だ

けど、純度がだんだんよくなって、イオン交換樹脂を使って凍結乾燥がきちっと出来て、

硫酸コリスチンはある程度純度のいいものになった。そうすると、それを薬理学的にきち

っとしなくてはいけない。 

 だから、私の思うところは、大学としてはその効果の判断をきちっとするためにも大事

なことだから、薬理学教室をつくらなければいけない。そうすると、薬理学教室をつくる

には人を連れてこなければいけませんから、今まで我々が過去にやってきた毒性や物性、

また検定、効力、そういうものの測定や何かをしたりすること。そういうことも踏まえて、

研究課題が出来る。それが教室として必要であろう。そうすると、その教室をつくったほ

うが良いと栗原教授も考えられ、ちょうどそこに、岐阜薬大で栗原先生の教え子で亀山さ

んという人が、東大の高木先生の薬品作用教室で研究されていたので、亀山先生を連れて
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こようかということになった。 

 それまでの間に、そういうデータがつくれるような仕組み、教室がつくれるようなこと

を、あそこの部屋が空いているからあそこでやれるようにしようというので、同じ部屋と

いうことで私も……。動物を飼ったり、特に局所麻酔をやっていますから、ウサギの目玉

で表面麻酔の作用とかを測定したり、それからマウスを飼って毒性を、静注、それから腹

腔内の注射とか、皮下注で、そういう毒性を、また飲ませて内服による毒性の測定くらい

は出来ますからそういうことをやったりして、仕組みづくりをした。 

 それで亀山さんを呼んで、本格的にそういう活動をしてもらう。私たちが造った物質の

前臨床までの薬理の仕事をしてもらおうと。薬品作用教室というのをつくることになった

のです。そこと共同でいろいろ事業をする。亀山さんも先生の教え子だったから、タイミ

ング的にはちょうどいいしということで、薬品作用の研究をやることになった。 

 だけど、会社として臨床へ持っていったりするためには、もっと薬理的な医学部などの

データが必要ですから、それも私どもの資料を提供して。東北大学の薬理教室、上條教授

の下に、そこに私の一つ上の山田助教授がおりましたので、そこに仕事を委託したり。そ

うすると私のところに東北大学の畜産を出たのが１人おりますので、その子（松本君）を

そこの教室に常駐させて、コリスチンの薬理を精査するようにと内地留学させた。そして

最終的にはうちの薬理センターを彼に任せるようになったんだけど。そういうふうに、大

学と大学の間とか、会社との連携とか、そういう形でコリスチンを通しての一つの教室づ

くりや物造りの産学共同の事業を行って参りました。 

●今までにもう松尾さんがおっしゃったことに含まれているかもしれませんし、あるいは

これから出てくるかもしれませんが、もう一度ここで整理してお話しいただきたいのは、

そもそもコリスチンの発見から製品化してそういうものになるまでのプロセスはどういう

ものであったのか、主な突破しなければいけない壁が幾つかあったと思うのですが、それ

は何だったかということですね。もう一度繰り返しになっていれば申し訳ないのですがそ

こを整理してお話しいただきませんか。 

 それと、そのときにどういう状況でブレイクスルーというのが出てきたのか、そこで松

尾さんがどういう立場におられたのかということをもう一度整理して話していただけませ

んか。 

●松尾 コリスチンを出す菌というのが、先ほど申しましたように小山氏や藤正さんが小

林細菌研究所で、菌の検索を行っていて、掛田町の土から B.Colistinus 菌を取り出したと
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いうことです。そうして、その土の中から純粋の菌として取り出した菌がこの写真のよう

に保存されています。 

【コリスチンを出す菌】 

 

 

●その土から取り出したというのは、何か目的意識があって、大体見当をつけて当たった

らそれが出てきたということなんですか。 

●松尾 こういうものは運がよかったのでしょうが（笑）。要は、前に碧素（ヘキソ）の問

題がありますよね。昔からペニシリンとストマイが人の寿命を伸ばすのに役立ったと言わ

れます。病原菌を殺すことが大前提だった。だけど日本の場合はまだ抗生物質を出す菌の

検索ということよりは、国を挙げてペニシリンをつくること、ストマイをつくることに。

明治製菓も、武田製薬も三共製薬もそうだし、萬有さんもそうですが、みんな大手の企業

はストマイ、ペニシリンの大量生産をどんどんやられていた。その反面、小林細菌研究所

の細菌屋というのは、あの人たちは歯医者だから口の中の口中細菌とか、そういうものに

興味があったわけです。 

 この抗生物質というのは、普通の菌がつくるんだということが、研究者はみんなおわか

りになっていた。だから、種探しという形で土をあちこちから集めて、その土を寄せ集め

た。そのどこどこの土を無菌の生理食塩水によく混ぜて溶かして、それをシャーレならシ
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ャーレにばらまいた。栄養価のある培地ですから、そうすると菌がふえる、出てくる。い

ろんなのがざーっと出るでしょう。 

●土に固有の菌が出てきますよね。 

●松尾 そうすると、その中でどうも素通しになるような、この菌の周りのものがこうい

うふうにすけすけになるようなものがあった。その菌をエーゼでとって、純粋にそれだけ

を無菌培養する。そしてそういうふうに培養したのが…… 

●すけすけになるというのはどういうことなんですか。 

●松尾 要するに、菌が自分の身体を防衛するために何かを出す、ほかの菌に対して抵抗

力がある。いろいろ雑菌を抑えてしまう。抑えるために何か出しているということがわか

るんです。ヘキソもそうだけど、青カビもそうやってずっと他の菌を侵食していったとい

うから、そいつをとってみて、この菌はそういうものを出すんだと。昔は毒と言っていま

したから毒を出す菌だと。それが本当に効果があるものを出してくれているから薬になる

ということで、そういう毒素を出す菌を選択する。それでこういうふうに人的に培養して、

種菌とする。 

【コリスチンによる菌の発育阻止リング】 

 

  

コリスチンを出す菌が B.Colistinus です。この種菌をとって、培地を含む瓶に注入し一定

温度で培養すると、種菌である B.Colistinus が増殖しながらコリスチンを外へ出す。 

増殖力のある強い菌を育てることも必要です。 

●そのコリスチンというのは、いろんな菌が出すわけですか。 

●松尾 いや、それがこの菌 B.Colistinus が一番よく出す菌で、ほかの菌は出さない。 

●ほかの菌は全然出さない。その菌だけが出す。 

●松尾 そうそう。だから、その特徴のある菌そのものを取り出すわけですね。無菌的に

取り出して。もっと培養力というか、繁殖力の強い純粋なものがどんどんふえるためには、
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その菌を育成していくという仕事もあるわけです。種菌の育成ですね。 

 そういう種菌の育成は農学部の農芸科学が専門で、東北大学農学部の植村教授のところ

がそういう仕事が出来るということで、その菌のタンク培養をして増殖力の強い菌をつく

ってくださいと、そこのテーマは農芸科学にお預けした。それで、そこには相田君という

彼がいろいろ担当していました。彼は茨城大学の農学部の教授になって、もう定年でやめ

ておられるでしょう。私と同じくらいですから。 

 彼らが育成して、太った菌を工場へ持ってきて、タンクでの培養力を上げさせて、コリ

スチンを出す力のある菌をつくったということです。それは農学部の相田君とか植村教授

のところでやった。板橋工場に来てからは中島君（東北大卒）が培養を、精製を佐藤君（東

北薬大卒）等が頑張っていた。 

 コリスチンそのものがどういう菌に効くかというのは、病原菌をいろいろ集めて、それ

をどれに効くという決め方をするのが東北大学の黒屋先生のところで、病原菌に対する効

果を判定する。これに効くあれに効くというので決めるわけです。そういう仕事をしても

らうとか。 

 そのような分担をしたわけです。私たちは、コリスチンを取り出す仕事。培養された培

養液の中から純粋なコリスチンを、本当の抗菌力の強いコリスチンを取り出す方法が私ど

もの仕事。だから、うちの教室の仕事になって、その担当を、私がやっていたわけです。 

 そのようにして取り出して、取り出す方法というのが、溶媒系へ移るか移らないかとい

うのがまず一つの関門だけど、なかなか移らないから沈殿法。沈殿して、水分と物とを分

けていきながら、そういうことをしたのではなかなか量産には不向きなんで、培養液をい

っぱいとって、ろ過して、それを今度は高分子の酸に結合して沈殿物として取り出す。工

程的にも不利だしと思っている段階に、イオン交換樹脂が来たからそれを使うということ

をまず一つはやった。だけど、少量の純粋なコリスチンを造る目的には沈殿法でもいいの

で、純度のいいものをつくるにはその沈殿法でピクリン酸と結合したものが一番、再結晶

もでき、きちっと融点もピュアに溶けてくれる。だからピクリン酸法でつくった。 

 それでコリスチンの構造そのものがどういうものから出来ているかとか、そういうこと

をする前提の純な物質づくりは私が提供して、それを分析するのが鈴木先生で生化学教室

で講座を構えて助教授をやりながら。それも栗原先生の後輩だし、教室間の共同事業とし

てやっていただいた。それで、コリスチンの構造はアミノ酸の結合体でアミノ酸はジアミ

ノ酪酸とスレオニンとロイシンと、そういう三つから成っていて、それがペプタイド結合
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をしているという確認だけしたのです。というのが、一つの純粋なものがこうですよとい

うのを仕事として私たちのグループは決めてきた。 

【コリスチンの構造図】 

 

それを量産していく過程の段階で、イオン交換樹脂を使って精製するとかいう仕事は私の

仕事でした。 

コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの製造 

 コリスチンの商品化はコリスチンを純粋にする前の話です。そのまま濃縮して錠剤にし

て飲ませているのではと思い、そうすると、そんなのではみそもくそも一緒みたいなもの

じゃないかというのが私の判断でした。それで先生の部屋も汚くて、小汚らしい部屋だし

掃除しなければだめだとか、汚れキラーだったせいか、そんな汚いものを飲ませるなんて

よくないから、まず菌だけでも殺してしまえと思ったんです。ホルマリンなんて殺菌力が

あるんだから、ホルマリンをぶっ込めばどうだと思って、ホルマリンをそのコリスチンを

含む溶液にぶっ込んでしまったんです。 

●殺す菌は何だったんですか。菌だけでも殺すという、その菌というのは。 

●松尾  培養しているから、培養されたコリスチンばかりではなく主として

Bacillus.colistinus や濾過作業などで入る雑菌。要するに培地に菌をいれ繁殖させるか

ら、いろいろな菌が培養液に入っていますよね。 

●それを殺すわけですね。 

●松尾 大部分はコリスチヌスという菌なんだけど、外から入る雑菌もある、ただ単に濃

縮したのでは。殺菌して、それで一たんベースにして水洗いすればいいじゃないか、ホル

マリンもみんな水洗いで除けばいいだろうと。 

●その時、コリスチンのその菌も一緒に死んでしまうということはなかったんですか。 

●松尾 コリスチンを出す菌も用すみですから殺していいんです。菌はないほうがいいん

だから。 
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●コリスチンがあればいい。 

●松尾 コリスチンを取り出せばいいのだから。コリスチンを壊さないで殺菌すればいい。

だけど、100 度の熱をかけてしまうとコリスチンそのものが分解してしまって、抗菌力が

なくなるからそれは出来ない。じゃあ殺菌剤に漬けてみようかと思って漬けてしまった。

それはいいんですよ。 

 これを今度はアルカリ性にして、普通のベースにしてろ過してしまうといいから、ベー

スにした。そうすると物性が全然変わってしまったんです。普通はべとべとしてるのがぱ

さぱさしてきて、ろ過もしやすいしこれはいいじゃないか、こんないい方法はない、これ

を毎回やればいいと思ってやったんです。そしたら、濾過した物質を今度は塩酸水とか硫

酸水に溶かそうとしたらハルツになってなかなか溶けないんです。 

 何でこんなになったんだろう、どうしたんだろうと。くだらないことをやって失敗した、

また損をさせてしまったなと頭を抱えていたんです。「先生、こうなったんだけど、これは

どうしたんですかね」と言ったら、「へえ」と言っていたんだけど、「これ、重亜硫酸ソー

ダに溶かしてみろ」って言うんです。「何で」と。やっぱり経験やいろいろな文献を見てい

てか、そういうアミノ酸が二重結合になったようなものは付加反応を起こす場合があり、

一般の酸では無理だけど（塩にはならない）、重亜硫酸ソーダなんかだと付加してしまうか

ら、溶ける物質に変わるなあ、というふうに先生は判断されたと思うんです。そういうふ

うにしたらうまく溶けてしまったんです。 

【反応式】 

 

 溶けたから、「溶けましたよ」と。そこで、これを凍結乾燥して今度は力価をはかったと

ころ、コリスチンに比較して力価が、３分の２くらいに落ちてしまっていた。今までのコ

リスチンの塩類ではない、これはどこか構造が変わった物質になった。だから、そのわか

らないのはいいにしても、もうそのころになると構造がだんだんわかってきているから、

アミノ基が殺菌力を持つ一つのポイントだなと考えた。そうするとアミノ基の結合力が少

なくなると殺菌力がなくなる。だけどメタンスルホン化すると、一部アミノ基が残存しな

がら殺菌力が全部はなくならない。ある程度は残っていると判断していた。 
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 じゃあしょうがない、抗菌力はこのくらい、硫酸コリスチンの３分の２くらいというの

で一つのものとして、こういうものがこういう力価ですよという形で残そうということに

なった。それで来てますから、例えば硫酸塩であるとか塩酸塩であるとか、有機酸塩とか

は、分子量に応じて力価が比例してきているのですが、これだけは比例しないでそのまま

力価が落ちている。こんなのでは使いものにならないと考えていたんです。 

 だけど、それを前提にしたものの、その当時いろいろ問題が起きてきたのは、コリスチ

ンは糞の中に存在しない。糞の中に出てこないのは、最終的に腸管の清掃が出来ていない。

殺菌力が糞中に残っていないというのは薬が効かないのではないかという批判が臨床家か

ら出てきたんですよね。 

 確かにそういうことになる。要するに、腸管に胆汁酸が出てくるんですね。だから、十

二指腸のところでその胆汁酸とコリスチンが結合してしまって、殺菌力を示さないままで

便の中へ出てしまって殺菌力がなくなった。そういう判断になってしまった。 

 そういうふうに胆汁酸に結合しない、コール酸に結合しないようなものをつくれば、殺

菌性があってくっつかないものがいいだろうという判断が出てきたんです。そうすると、

毒性や抗菌力をコリスチンとコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムと比較測定して見て、

コール酸とかそういう酸にはくっつかないんだけど、殺菌力は糞まで残ってきたというこ

ともある。これはまた使い物になるんじゃないかと考え方が変わってきた。そういうこと

で日本でも臨床を始めた。それよりはアメリカのワーナーランバートのほうにもその物を

提供してそのデータをとってもらった。ワーナーランバートの方がコリスチンメタンスル

ホン酸ナトリウムのほうを喜んでこっちがいいということになってしまったんですよ。 

 だから、それはまた注射剤にしても、コリスチンより評価が良かった。皮膚を通しても

拡散性がいいということから、注射剤としても重宝された。毒性がまたものすごく少なく

なるわけです。凍結及び乾燥研究会誌に書いたものなんかですと、硫酸コリスチンが力価

が１万 9000 であって、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが１万 4700 くらいであっ

ても、これを静注した時は硫酸コリスチンは 9.1 ミリを注射すると、マウスがもう死んで

しまう。だけど、コリスチンメタンスルホン酸だったら 750 ミリ静注しても死なない。そ

うすると毒性がものすごく減ってしまった。だからといって殺菌力はそれほど差がないと

いうことから、これは毒性が少なくて抗菌力は残っているから、コリスチンよりはメタン

スルホン酸ナトリウムがいいと評価が変わってきました。 

 そういうものは、私どものところで要望されるずっと前につくってきていることだから、
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それを市場化するための製造は私が専門だから、全部それをやらざるを得なかった。そう

いうふうにして毒性が減って、拡散性がよくて、内服の場合もうんち（糞）まで抗菌力が

残る。こんないいことはないという形で、それにだんだん変わってまいりました。人に使

うのはコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが主体になってきましたね。 

 そういう点から、メタコリマイシンという略称で言うけど、それの評価をアメリカでよ

り高くしていただいて、日本でそれがまた使われ出したというのがコリスチンの宿命です。 

●もう１回繰り返すと、松尾さんがとにかく全部菌を殺してしまうというのでホルマリン

に漬けたというのがまず脱皮の第３回。 

●松尾 何もわからないままにね。わからないから。 

●菌を殺すためというのは、コリスチンに含まれる、B.Colistinus や雑菌ですね。いや、

それにべとべとしていたベースがさらっとなったということですね。扱いやすくなったと

いうことですか。 

●松尾 そう。扱いやすくもなりました。 

●ところがそれが、酸類の水に溶けない。 

●松尾 コリスチンのホルマートは塩酸塩、硫酸塩にならない。 

●それを何とかソーダで…… 

●松尾 重亜硫酸ソーダ。 

●メタンスルホン酸ナトリウムになり溶ける。 

●松尾 重亜硫酸ソーダですけどね。それの溶液に溶けると。 

●ところが、コリスチンを使っていたらどうもあまり効かないのではないかと。コール酸

とここで結合しない形にしたのはどういう理由ですか。 

●松尾 物質としては、ほかのものと結合しない状態になったのは、塩基性がなくなって

きたという形で、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが胆汁酸と結合しない、そうい

う物質になったであろうという類推は私のほうでしているわけです。それを臨床家は、裏

づけとしてはそうでしょうねという形になっているんですけどね。 

●効かなかったものを結合しないようにして効くようにしたのは、どうやったんですか。 

●松尾 コリスチンは塩基性物質で酸と結合し易い。コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウムは酸性物質で酸と結合しにくくなった。それは、臨床や動物実験をしていくうちに効

果があるということになったんです。 

●何も処理はしていないんですか。 
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●松尾 コリスチンではなくコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムはコリスチンの誘導

体でした。コリスチンそのものが不活現象が胆汁酸にあるということが批判されだしたか

ら、それでは困るので、その批判をかわすために誘導体はほかにないのかということにな

ったんです。私どもは薬品作用について研究してきた。今までずっとやってきて、これは

こういう形で結合をしないんだから、これならいいじゃないかという提案をした。それを

臨床科が使うようになってきたんです。 

●さっき、最初の硫酸コリスチンの時は便に抗菌力が出てこない、これは効かないんじゃ

ないかと。 

●松尾 硫酸コリスチンの場合は。 

●硫酸コリスチンですね。その後、ホルマリンをぶっかけてやったのはもう既に硫酸コリ

スチンではないわけですね。 

●松尾 そうですね。硫酸コリスチンではなかった。だから、それが構造も大体わかって

きているから、構造の変化がコリスチンのホルマート化された合成品、要するに、半誘導

体に変わったということなんです。それを重亜硫酸ソーダに溶かしコリスチンメタンスル

ホン酸ナトリウムにすると塩基度が弱くなった、メタンスルホン酸塩ならば糞にも出るで

あろうという類推で臨床をさせると、それが効果があった。それに注射でも痛くないし。

そういう点から評価がアメリカでもされるようになって、大体、ワーナーランバートの輸

出はコリスチンメタンスルホン酸ナトリウム（メタコリマイシン）だけに選定するという

ことになった。 

 硫酸コリスチンのほうはまた別の使い方、動物薬という形です。動物というのは豚とか

そういうものの腸内細菌を殺していけば太る。そういうことでコリスチンを混ぜて、動物

飼料添加剤として使い出した。だから日本でも硫酸コリスチンは今でも発育期のみの飼料

添加剤として使われています。 

 私が科薬を離れなければいけなくなった理由の一つにも、うちの場合はそうやって純粋

な硫酸コリスチンをつくって、飼料添加剤として売った。しかし、それを日本の場合は全

農さんに大分納めているわけです。そうすると、それが牛馬に食わせるのに抗菌力さえあ

ればいいじゃないかと。何もそんな精製して売る必要はないとそれで培養をして、それを

そのまま、かすのまま噴霧乾燥でどんどん売り出すように、Ａ社がしたんです。Ａ社の北

海道の工場にそういう生産をするような施設をつくってしまった。 

 せっかく我々がいいものを提供して動物飼料添加剤をつくっているのに、全農さんもひ
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どいじゃないかと私も再三かけ合ってきたけれども、それは安いほうがいいという。それ

で売り上げが下がり、全農へ出ていたのがもう売れなくなって。その売り上げを何でカバ

ーするかというのでいろいろ始めたのが医薬分業の前提で、後発薬品の対応とかそういう

こともあって、医療ビルをつくったりもしたけど思うようにいかなかったわけです。 

 それとはまた別ですが（笑）、実際コリスチンというのは大腸菌に効き、動物の飼料とし

ても使われて、菌を駆除することで動物の成長をうながすために利用出来るという一つの

方法が出来たということです。それから、人体的にはコリスチンメタンスルホン酸のナト

リウムになって、それが腎盂炎とか赤痢とか、特に耳鼻科関係の注射剤で使う場合は緑膿

菌が主体です。蓄膿だとかそういう時に注射で使うとか、それから点鼻薬に使うとか、い

ろんな使い道で今でも使われてはいます。外用薬には硫酸コリスチンが使用されています。 

 だけど、薬の寿命は 10 年あったら長いほうですから、今でも使っているということは、

抗菌作用が制菌剤か殺菌剤かというと、コリスチンの場合は殺菌的な作用があるといえま

す。ペニシリンとかそういうものは制菌剤的なものです。菌のセルロームを一皮むいてし

まうと動きが悪くなったところへ白血球が貪食をして、菌を食っていって、化膿菌として

膿が出てくるというのが多いわけですから。だけど、コリスチンの場合は殺菌をしている。

殺してしまう。制菌剤というのは耐性菌をつくりやすいけれども、コリスチンみたいな殺

菌作用のあるやつは耐性が出来ないという利点もあるんです。そういう考え方をしてくだ

さればいいけど、なかなかそういうのは理解がしにくい（笑）。売れればいいという感覚で。 

 ものづくりとしてはなさけないですね。コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムという

のは、私の失敗作がいろんな評価が得られるようなこともあったということだけは理解し

ていただきたいと思うんだけど（笑）。これをつくろうと思ってつくったのではなかったで

すけどね。出来たものがそうならざるを得なかった。 

 だけど、例えば胆汁酸により不活現象が表れるから、それを避けるために何か考えよう

という考え方でつくろうとすれば、それからやり出せば遅くなっています。私が失敗した

ためにコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが出来ていたから、それをそのまま利用す

ることで早かったということにはなりますね。しかし物造りは人づくり（やるきづくり）

ですね。 

私は東北薬科大学薬化学教室で、コリスチンの精製法や、誘導体の合成、コリスチンの塩

類、誘導体の薬理学的に人体への影響などを精査し、商品化出来るための研究を行って参

りました。それを㈱科薬抗生物質研究所で医薬品としての開発に結びつけてまいりました。 
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 先ず、コリスチンの精製は 1953 年よりタンク培養でコリスチンを含む大量のブロスを生

産することから、これよりコリスチンを分離するため、イオン交換樹脂を活用する研究を

行い、イオン交換樹脂の選定に塩類製造の経験から、強酸との結合は遊離しにくいことが

実証すみであり、弱酸性の R-COOH の樹脂を活用し R-COOH・NH2R として吸着させ水洗いし

た後、塩酸メタノール液で溶出する方法を確立、福島県伊達町の工場で樹脂塔に透明の塩

ビの筒を用い、樹脂の動き、気泡の除去、ブロスの流量などをチェックしながら現場の方々

と検討を加えて樹脂塔の太さ、高さなどを設計して工業化して参りました。 

 1957 年東京都板橋区舟渡へ工場新設と同時に東京へ移動し、コリスチンの大量生産（20t

タンク２基）を現場で従業員の育成をかね実働した。コリスチンの需要がコリスチンメタ

ンスルホン酸ナトリウムに向く傾向が表れたので、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウ

ムの許認可作業と製造に着手した。原料であるホルマリンも、重亜硫酸ソーダも刺激性と

悪臭があり作業は困難で、風通しの良い場所、窓なしの所で実施した。工業高校、新卒者

を２名迎えて共に目に涙し、むせながら作業をした。 

今なら人権問題にもなりかねないが、皆良く働いた。1961 年よりアメリカのＦＤＡによる

査察もあり製造環境も少しは改善した。 

【ＦＤＡの監査】 

 

 1963 年に埼玉県大井町に１万平方米程の土地を買ったので何か使うかとの野荻社長の

話があり、製剤工場の必要を申し出た。担当を命ぜられ、土地の登記、建築許可申請、製

造商品の許認可作業を一人でてんてこ舞いだった。 

 1964 年初頭に宿直出来る事務棟が出来、単身で住み込み、地域より従業員 15 名を採用、

上福岡駅までマイクロバスを運転して社員を迎えにいき、工場も建設中であり、車内で１
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日のスケジュールを決め建設作業の手伝いやレクレーション用のテニスコートの建設等、

半年程、皆で頑張り、家庭的雰囲気で自分達の工場という気運も出来た。 

 工場棟は３階でアメリカのＦＤＡ（米国食品医薬品局）の基準に合わせ、国内基準より

少しは厳しくした。コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの製造は２階で、反応釜もス

テンレス製で気密化した。反応液も１階の無菌製剤室へパイプ輸送とし無菌室で無菌濾過

し、凍結乾燥する方式にした。製造方法もマニュアル化し、初めての社員ですので共に作

業しながら育成した。 

 コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム製剤としてコリマイシンＳ散、メタコリマイシ

ン顆粒、メタコリマイシンカプセル、コリマイシンＳ錠、無痛性コリマイシン注など、新

工場で可動、半年で商品化した。従業員皆んなで頑張ってもらい 1969 年には従業員も東北

薬大より薬剤師を補充し 50 名になった。（現在 150 名）成品の品質管理上、薬理センター

も併設した。 

●アメリカではこのコリスチンメタンスルホン酸が痛みがないということと、効果がある

ということを評価されたわけですが、日本ではそのアメリカの評価をどういうふうに受け

止めたんですか。要するに、大手の製薬会社なんかが「こんないいものがある」というふ

うにはならなかったんですか。 

●松尾 本来ならばそれをとろうという考えもでるんでしょうが、そんなのは売れていな

いというか。ペニシリンとかストマイのようにああいうふうに広がっていないから、また

当時はペニシリン、ストマイの製造で精一杯だった。だから大腸菌、赤痢菌、緑膿菌――

緑膿菌というのはちょっと怖いけど、市場性が弱いと見ているから大手は手を出さなかっ

たというところにあるんじゃないですか。 

●ストマイというのは結核用ですか。 

●松尾 結核です。 

●だから当時、昭和 27 年ごろか 28～29 年ですか、戦時中も栄養不足の人々に結核がはや

っていましたよね。戦後、栄養もないし。そのころ、コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウムが対象とするような病気が、それほど社会的に病気として恐れられていなかったと

（笑）。 

●松尾 いや、一番は赤痢でしょうね。波及性が一番あって、赤痢の撲滅は真剣に考えた

と思うんです。 

●当時のことはあまりよくわからないんですが、そのころ赤痢というのは相当恐れられて
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いたんですか。 

●松尾 ええ。要するに隔離しなくてはいけないとかね。青梅を食べると赤痢だか疫痢に

なるとか、そんなことは気をつけていたけど、青梅や種の中身には青酸があるので死ぬと

もいわれまして。 

●結構あのころは腸チフスなどもありましたよね。 

●松尾 だからそれは、まず赤痢でもそうだけど、サルファ剤とかそういうものでも効く

から、コリスチンという抗生物質じゃなくてもいいと。それで重篤症状で体の中に全身的

に回るようになったらペニシリンと他の抗菌剤と併用するという形で使えばいいというこ

とで、私もコリスチンとペニシリンを混合したペニコリマイシンの注射剤も発売しました。

さほどコリスチンには目が向かなかったというところに長持ちしたと思います。 

●それは、研究開発的な言い方をしてしまうと、要するにシーズはあったけどニーズがな

かったと。ニーズ開発から入ったペニシリンなんかは、偶然それに効くことになったので

しょうが、コリスチンの場合はニーズが弱かった。 

●松尾 そうですね。 

●シーズはあったと（笑）。たまたま土からこんないいものが出たよという。だからそれが

偶然であれ、赤痢ではなくて今はやりの病気とか（笑）、そういうものだったらよかったの

かな。 

●松尾 エイズであるとか、いろんなものにそういう効果があるとかいうのであればまた

見直しもあるでしょうけど、要するにここの中にあるように、実際に抗菌スペクトラムは

グラム陰性桿菌に一番効くという、それだけがメインですから。ほかに代行するものもサ

ルファ剤とかそういうものがあるので、さほど波及しなかった。 

 それと同時に、時代的にだけど、薬というものは日本人がつくったものには魅力がない

と先ほど申しました。それと、もう一つはうちの商品が原価が高くて、売る時に利益が与

えられない。量を売れれば利益があるから安く出来るけど、さほど量は、はけないから値

を下げられない。成長期は薬屋さんが何をやったかというと、薬価差というのがあるわけ

です。私が失敗したのは、薬価のとり方が高くとっていれば。ということは、そのとり方

というのは経費を上積みしながらいっぱいつけていくと高くなる。武田とか三共とか大手

は薬価を高くとるのがうまいんですよ。だから、利幅もすごくある。うちは利幅をとれな

い価格、原価すれすれのところでとってしまったんです。私の原価計算が一番悪いんだけ

ど（笑）。利益がとれないから利益を相手に与えられない。 



 271

 大手さんというのは、昔は添付といって、薬価が 10 円だったら 100 個売れば 100 個つけ

るよと。そうすれば先生、倍もうかるよ、利ざやもあるよという調子でどんどん売ったの

ね。だから、私が営業部長になった時にはそれがちょっと下火にはなったけど、そういう

時代だった。売れないから何でこんなに売れないんだ、おまえら売り方が悪いんだと。理

屈をちゃんとつけて先生に承諾させれば売れて当たり前ということで文句を言っていたら、

何言ってるんだ、おまえ営業をやってみたらどうだということで、「だったらやってみるか」

ということになっちゃった（笑）。 

●やっぱり日本医師会への献金問題ですか（笑）。 

●松尾 医師会の献金よりは大学への研究費とかそういうのがばかばか出せば、それなり

の。じゃあ少し使おうかといってふえるんです。それが出来ない。そんなあくどい薬業界

というのはあり得ないと私は思うんだけど、それが実態だったんだから。国保とか医療費

の増大をつくったのはそこにあるので。今も薬価を下げて薬価を下げてどんどんやってく

れるでしょう。 

●研究開発には政治力が必要だということですね。（笑） 

●松尾 本当に、ひどいものですよ。 

●その当時、緑膿菌なんかに効くような薬は何かほかに先行していましたか。 

●松尾 化学療法剤でもある程度抑えていたけど、コリスチンは効いていた。でも、やっ

ぱり使用量がはけないのと同時に、ゲンタマイシンというのが後で出てきたのね。 

●ありましたね。 

●松尾 ゲンタシンが割と効果があるというので、そっちの方向に逃げられた。あれはど

こが売ってたかな。やっぱり金の使い方が上手だったな。そこに政治というよりはお金の

かけ方が問題ですよね。 

●クロマイとかクロラムフェニコールとかありませんでしたか。 

●松尾 ええ。クロラムフェニコールなんかは、緑膿菌なんかにさほど効かないですね。

だから、一番よく効くのはゲンタマイシンとコリスチンだと言われているけど。 

●少なくとも売れてもよさそうなものだ。しょっちゅう「おでき」が出来たりした時にな

んか、テラマイシンだとかなんとかの・・・。 

●松尾 だから、コリスチンとクロマイの軟膏剤とか、そういうものなんかすごくよく効

くんだけど、効くけど使われないのは何だろうというと、やっぱり今は耐性菌が出来るか

ら、１品１品を商品化しなくてはいけないというふうになっている。そういうところもあ
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って。やっぱり販売力というのは政治力かもしれないし。 

●でも今日、コリスチンは日本人が発明した最初の抗生物質で、世界的には評価されてい

るが日本人にはあまり知られていないという話を伺ったわけです。そういう意味で我々の

聞き取り調査は大変有益だと思うんです。しかも、我々聞き取り調査の仲間が歴史に残る

ような開発に関わっていたということを、薄々は知っていたんですが（笑）、今日初めて聞

かせてもらいました。 

●最後にものづくり、研究者、技術者についての信条とかフィロソフィーについて伺いま

すが、その前に庇護者についてお聞かせください。研究が進んでからの先生の存在が重要

であったことは分かりますが、最初このテーマに関わったのが先生の指示であった点から

見て庇護者と思われますが。 

●松尾 私は先生の弟子だという感覚で、やっぱり先生がおられなかったら何も出来てい

ないという考え方を（持っています）。だから、感謝以外にはないんだけど、栗原教授とは

心身ともに一緒に行動するということもあって、こうしろああしろということよりは、先

生のやっているのを見ながら私はついていって、先生がこういう形のものをつくられたら、

それを生産に結びつけようという考え方でずっと来てますから。 

 だから、局所麻酔性のある鎮痛剤チンセダールなんていう消化器系の痛み止めなんかも、

教室にいる時私がつくったものなんだけど、それを市場化しました。ほかにも先生のとこ

ろでやった、血液凝固阻止作用のあるシラネアオイの成分 Glaupalal の抽出や、いろんな

植物成分も市場化したいということです。会社へ入ったら、それ等の開発素材は大学にあ

るという考え方で。 

 だから、薬大だけではなくてほかの大学、例えば日大の菅野三郎教授という人が、歯槽

膿漏に効果があるといわれたコレステロールをホルモン前駆物質化したというものがあっ

た。また、消炎鎮痛作用もあるといわれていた。（コルチゾン関係も消炎作用がある）また、

エピディヒドロコレステリンというのは、ホルモンの前駆物質であるというので、全臨床

実験を一生懸命やっておられた。そこの仕事を先生に私のほうで造らしてもらいますと申

し出て、私がつくるようにしました。それがプレステロンという成品で商品化したもので

す。 

 そういう産学の連携でのものづくりが考えられていいのではないかと思うけれども、や

っぱりコネと人脈というのかな。それには人づくりを企業も連携してやらなければいけな

いのかなと私は思います。企業は企業というふうに企業で育てるというのもいいけれども、
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大学なんてあれだけの金をかけて、いろいろやっている。それをどうやって引っ張り込む

かというのが大事なことだと私は思うし。そういうふうに仕向けてきたんだけどね。時代

が変わったから思うようにいきませんけど（笑）。 

●さっきの話で中学の先生が、松尾さんが幼年学校に応募された時にやめろと。どうも内

申書ではねられたらしいというのは、その先生が内申書に細工をされたんですか。 

●松尾 身元調査に現況を忠実に書かれ調査や成績も軍人に向かなかったんでしょう。 

●幼年学校を受けてはねられた時、その先生がわざと、幼年学校には向かないような内申

書を書いたということではないんですか。 

●松尾 そうですね。調査書の中の家族状況とかそういうものが、やっぱり不適応の一つ

だったんだろうと思うんですけどね。 

 だけど、祖父の兄の家族はみんな軍人ですし、そういう点から見ると私だって何ではね

られなくてはならないのかと疑問に思いましたが、「おまえはだめだ」と、小学校の先生か

らもそう言われてきてきたし、「そうですか」と。 

 だけど、あの時代、戦時中に、軍人というのは死ぬものだからそういうことを志すこと

は変えろとか、あなたは祖父母をどう将来養っていく気なんですかと、よくぞそういうこ

とをあそこまで言えたなと思いますね。よほど非国民か（笑）、本当に私のことを考えてく

ださっていたのか。それは今でも思うんです。本当に考えてくれたと私は解釈してますけ

どね。あの時代、ああいうことを言えませんよ。 

●そうですよね。普通は言えないですよね。 

●今の話を総合すると、松尾さんの少年時代の写真がぜひ見てみたい。みんなに愛された

紅顔の美少年の写真ですが。 

●松尾 本当に、先生方はいい先生だったんですよね。だから、私なんかああいう田舎だ

から、薬学とか医学とかそういう道なんてわかりはしないです。連携がないし、それなの

にそういう先生に出合わせてくれて。やっぱり先生に感謝する以外はない。いつも、何事

も私は先生のおかげですよと。だから、先生のご家族とももうずっとおつき合いをしてい

ます。この前 13 回忌をやったのですが、息子は「おれも薬学をやっておけばおやじの仕事

をおれがやったのに」と言っていました。 

 失敗を恐れないで、失敗をしたというよりはやってしまった結果がそうだからしょうが

ないからね。強引にやらなければしょうがない面もあるでしょうし。先生の仕事からいろ

いろ考えてみて、いつも初めに怒られたことを考えたら、記録は先生はきちっとしている
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んです。あそこに、いつ、こういうものを混ぜてこうしておいた、ああしておいたと。だ

からきちっと記録、メモをとるとかそういうことで、出来た結果についての判断をされて

いたのかなと思います。そういう記録は大切なことで、その結果をどう判断していくかと

いうのが先へ進む素材なのかなと。 

 そういう意味であながちおろそかにしてはいけないということです。先生の教えという

のは、本を残しなさい、記録を残しなさいということです。ちょうど大学の４年に入って

すぐですか。化学部という各クラブでいろいろやっていて、卒論制はなくてクラブ活動で

すから。それの小冊を残しなさいということで、一番初めにその小冊をつくったんです。

それが『コルベン』です。それが名称で、それがずっと今でも学校ではつながっているみ

たいです。もう 50 何巻。年に１回出しているみたいですから。 

 偉大な先生だと私は評価したいけど、そういう先生がそういうふうに・・内容だとかい

ろいろ言ってくださったし。これが１号なんですけどね。 

●すごいですね。１号とは価値がありますね。いつですか。 

●1953 年。まだ生まれてないですよ。ガリ版じゃなくてちゃんとした活版印刷ですね。 

（４行削除） 

●松尾 わら半紙で。みんな赤くなってしまう。後書きなんか私が書いたんだけど。 

（５行削除） 

●では、最後に若い人に活力あるものづくりへの提言をお願いします。 

●松尾 提言といっても、そんな大それたことはないですが、こういうものもアレですけ

ど、「記録は最大の武器」。すなわち、記憶は薄れていくから、きちっとそういう点では記

録しておいたほうがいいと思う。次の課題にもなるので、記憶は最大の武器ですよと言い

たいです。 それから、躊躇（ちゅうちょ）してばかりいてはいけない。実行なくして得

るものはありません。いかがでしょうか。 

●そうですね。 

●松尾 それから、偶然も実力のうちだと認めてほしい（笑）。そこのところは思いますね。 

●偶然をどういう具合に活かすかですね。その後ですよ、偶然が起こった後どう対処する

かが最も重要なのでしょうね。 

●松尾 だから、やはり「どうして」とか。これはこうしたほうがいいとか。そういう時

にも教わるということを恥じてはだめでしょう。文献を見てどうということもアレだろう

けど、近場の人に「こうなんだけどどうでしょう」と言える人がいてくれるような環境を
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つくることが大事だし、そういう先生を大切にしなくてはいけないのではないかと思いま

す。 

●今のお話をずっと伺っていて、師を敬うというか尊ぶというか、松尾さん自身そういう

考え方が非常に強い方でプラス思考だから、すべてはいい方向に進んだと思います。 

●私なんかいつも嫌われてばかりだから。どうもうまくいかない（笑）。 

●松尾 だけど、小学校の時なんか何でぶん殴られたのかわからないのが何回もあります

よね。 

●私なんかもよく殴られてます。 

●松尾 例えば昔は配属将校というのが中学にいましたから。そうするとその人が小さか

ったから、小さいからって私は笑ったんでもなければ何でもないけど、「おまえ、生意気だ、

来い」と言って、職員室へ行ってビンタたたかれて、あっち行ってこっち行ってというく

らい殴られてしまって。何で殴られたのかわからなくて、あれには参った。よほど憎らし

かったのだろうと思ったけど。 

●ひがんでるんじゃない。この子はもてはやされているといって（笑）。 

●松尾 特に私なんかは大学校へ入って初めての仕事が植物に成分がある。そういうもの

が栄養にも毒にもなることを知りました。薬の起源というのを考えると、自然は一つの薬

の教科書だという前提で自然との共生を考えていかなければいけないのではないでしょう

か。そういうふうに言いたいです。 

●最後は協和醗酵のコマーシャルみたいですね（笑）。 

●抗生物質とともに生きてきた松尾さんならではの自然観ですね。 

●本当に今日はいいお話を伺えまして、ありがとうございました。 

●松尾 本当につまらない話で申しわけありません。 

●とんでもありません。ありがとうございました。 

（終了） 
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バブルジェットプリンタの開発 

松田弘人氏 

 

●松田 報告書を読ませていただいて、とても私なんか、インタビューを受けるような立場で

はないなとは思いますが、キヤノンのインクジェットというのはオリジナル技術で、それなり

に日本の産業界ではユニークな例かなと思いまして、それにずっと携わってきたのでお受けす

ることにしました（笑）。あと 100 人の方を見ましたが、とても私なんかと思いました。 

●いや、とんでもございません。 

●我々としても、今のメイド・イン・ジャパンを代表するキヤノンさんのお話を伺えるという

ことで、やっと念願がかなったというところでございます。今日は松田様には研究者としての

お立場、また研究者という経験を経て、バブルジェットのビジネス・ユニットのマネジャーと

いうお立場からも、お話を伺えればと思っております。何卒よろしくお願いいたします。 

 今日はバブルジェットプリンタ、特にプリンタヘッドに焦点を当てながら、そのブレークス

ルーのポイントといいますか、いわばキヤノンさんの秘密というんでしょうか、コアというと

ころを我々なりに、探りたいと思っています。実は、にわか勉強でお恥ずかしい話ですが、岩

井正和さんがお書きになられた『独創するキヤノン』を読み参考にさせていただきました。  

 それでは恐縮です。今、ご略歴をちょうだいした次第ですが、まずは、自己紹介をいただけ

ればと思います。 

 

プロフィール 

●松田 生まれは 1947 年です。兵庫県で生まれていまして、父の仕事の関係でちょっと四国

にいたことがあるんですが、もう４歳からずっと東京です。東京の中でも３回引っ越していま

すが。小学校から大学の２年生ごろまで、ずっと東京で過ごしていました。それで 1970 年、

横浜国立大学工学部の電気化学科を卒業しています。ちょうどその４年前に入学ですね、留年

はしていませんから（笑）。その後、東京工業大学の研究生をちょっとやっていまして、72 年

に株式会社東京計器というところに入社しています。これは今はトキメックという社名に変わ

っています。 

●どこに本社があるんですか、東京ですか。 

●松田 蒲田に。 

●蒲田ですね。 
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●松田 ええ。船舶とか航空機の機器の大手です。そこでは総合研究所というところに入って

いまして、まず最初にやらされたというか、仕事をしたのが、電気防食という仕事です。私は

電気化学だったので。電気防食というのは船体の大きいタンカー、あるいは漁船もあるんです

が、例えば 20 万トンのタンカーだと長さが８メートルぐらいになりますかね、そのぐらいの

大きい細長い電極を絶縁して船体に張りつけるんです。それを張りつけて、そこから船体に海

水を通して電気を流すのです。要するに、海水で電気分解するようなことをするわけです。海

水で電気分解して、船体側が陰極になって、その電極の陽極を海を通して電気分解する。そう

すると船の船体側が、陰極になるほうが腐食しない。腐食電位というのがあるんですが、海水

に対してある電位を保つと酸化しないのです。電気分解ですから、よく化学の実験でやるよう

に、電圧はせいぜい３ボルトとか４ボルトで、電流はものすごい何万アンペアというのを船全

体に流すわけです。実は大きい船だけではないのですが、かなりちゃんと管理される船にはそ

ういうことをしています。今でもやられていると思います。 

 それから、意外とご存じないかもしれないですが、港湾の、鉄で岸壁ができていますよね。

ああいうところも、実は電気を流しているのが多いんですよ。実はそういう電極を開発する仕

事を最初にやりまして、各地の造船所を回って。そういうことをできるのは海水が落ちたとき

でないとできませんから。造船所を回って、その電極の開発をやっていた。研究開発だったん

ですが、新しい電極がどのぐらい寿命がもつかとか、電流の分布は問題ないかとか、そういう

ことをやっていました。電気防食のほうは大体実用化して、もう問題ないということで次のテ

ーマに取り組みました。 

 次は船のエンジンですね。船舶エンジンといっても、ものすごく大きいんですよ。建物の２

～３階建てぐらいの大きいエンジンです。ちょっと普通の自動車では考えられない。そのエン

ジンの燃焼効率を監視するためにシリンダー内の圧力をダイレクトにはかるということをや

っていたんです。その圧力をはかる爆発圧のセンサーの開発をやれということで。それで、今

度は全く違う、センサーという小さいものですが、その開発をスタートしました。それがいろ

いろ半導体技術とか薄膜技術を使ったセンサーで、私が独自に考えていろいろやったものもあ

りまして、その開発を３年ぐらいしたのですが、わけあって 1980 年にキヤノンに入社してい

ます。 

●ああ、そうですね。 
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キヤノン入社のきっかけ 

●松田 これはわけあってということで、どこまで申し上げたらいいかな・・・（笑）。当時、

私は研究開発をしていて非常に恵まれていたと思います。そんなに大きい投資のできる会社で

はなかったのですが、クリーンルームをつくっていろいろな設備投資までしてもらって。主任

研究員をやっていたので、恵まれていたというか自分のやりたい仕事ではあったのです。 

 ところが、人生わからないものですね（笑）。日曜日に寝転がって朝刊を読んでいたんです

よ。そうしたらその欄に、いっぱい企業の転職とか募集欄がありますよね。それでたまたま見

ていたら、キヤノン・人材募集、その下に日本ビクター・人材募集と（笑）。ほかにもありま

したが、ちょっと目についたのがその２社です。こういうところでも人材を募集しているのか

なと思って、どういうことをやるのかなと、ついちょっと気になってしまって。何の転職の意

思もなかったのに、その新聞を見て、それで内容を見ると、自分の関係しているテーマもある

し。 

●その薄膜がですか。 

●松田 ええ、薄膜とかちょっとおもしろいかもしれないなと思って、電話かはがきか忘れま

したが、言い方は悪いけれども、おもしろ半分で出してしまったんです。 

●そうですか。 

●松田 そうしたら、２社の試験をとりあえず受けて、両方とも来てほしいと言われてしまっ

たので、どうしましょうかと（笑）。結構迷ったんですよ。 

●迷いますよね。 

●松田 仕事は当然、まだ入社していないのであまりオープンにされないので、給料がどうか

とか、その気になれば当然思いますよね。ビクターは当時、ＶＨＳの名手です。ものすごい映

像のビクターというのがあったんですよ。松下（電器産業）の子会社だったんですが。それも

おもしろいなということで。私は特に転職が切実ではなかったのでしつこく聞きに行って、ど

うもテープではなくディスクをやるということで。それの開発をやってほしいということで、

おもしろそうだなと思いました。 

 キヤノンのほうは、どうもわからんと（笑）。何かデバイスを新しくやりたいみたいだと。

キヤノンというと、私はカメラとか複写機しか知らなかったので、デバイスをキヤノンがやる

のかなと。前の会社もどちらかというと、レーダーとかジャイロとかそういうメカメカしいも

ので、センサーみたいなデバイスをそんなに力を入れてできるところではなかったので、キヤ

ノンもそのころは箱屋さん、いわゆるカメラ組み立てとか、まあ電子写真は違いますが、どち
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らかというとそういうイメージだったので、そんな素材とかデバイスをやるのかなというのは

ありました。たまたま面接があって、その後またいろいろ聞いたのですが、どうもそういうこ

とをやるらしいと。これからスタートするならおもしろそうだなと。そういうところから企画

していきたいという話を聞いて、それで給料もまあそこそこ、というよりも給料が落ちなかっ

たので。ビクターさんは残念ながらちょっと、精密業界が高くて、電機メーカーがちょっと低

くて……（笑）。 

●なるほど、そうですね。 

●松田 それでキヤノンに入りますということで、前の会社に随分怒られました。（笑） 

ということで入った次第です。 

 それで、ここに書いてあるように 1980 年に入ったんです。 

 

生い立ち：小学生から高校生まで 

●ちょっとすみません。お話を進める前に、なぜ電気化学を選ばれたかとか、生い立ちのお話

や、いろいろな方の影響とかがありましたら、お聞かせください。 

●松田 私はもともと理系でした。小学校のころは結構、昆虫少年というか、昆虫採集をした

り昆虫の生態とか。今から思うと小学生にしては、ずば抜けて勉強していたなと思うほどです。

趣味なんですよ。昆虫の生態と何とかそういう本を読んで、それで小学校６年生のときには区

の代表で何かそういう講演ではないですが、発表をさせられた覚えがあります。当時私は練馬

区だったんですが、区で理科教育を推奨していたんですね、はっきり覚えてないですが。それ

で、理科教育で何かユニークなことや、一生懸命やっている人に話させるというのがありまし

て。科学を振興しようという時代だったんでしょうね。そこで学校代表でやれということで、

発表した覚えがあります。そういう意味では、昆虫がすごく好きで詳しかった。ちょっと話を

聞いたところでは、社長の御手洗も結構、昆虫を追っていたらしいですね、知らなかった……

（笑）。 

●産婦人科のお医者さんか何かじゃなかったですか。 

●松田 いや、いや、今の社長。 

●今の社長さんがですか。 

●松田 ええ。何か意外や意外で（笑）。 

●昆虫でも何か、この虫が好きだとか。 

●松田 チョウですね。チョウを追っていましたね。 



 280

●よくよく見ると団塊の世代のはしりなんですね。 

●松田 そうです。もうはしりというか、団塊の世代のピークです。 

●ピーク（笑）。 

●松田 ピークなんですよ。もともとそのころから、松田君は学者になるんだろうとか、自分

自身も何となく漠然と、理学関係の学者になるのかなというのは、漠然と何か思っていました

ね。その前は絵が天才的で、自分では……（笑）。そのころは絵かきになるんじゃないか、絵

かきになれとか言われたことが小学校４年生ぐらいまでありました（笑）。 

●聞き取り調査をやっていて、そういう人が多いんですよ。 

●松田 そうですか。 

●大体やっぱり手が器用だとか、そういう人は非常に理科を目指す人の中に多いですね。ただ、

時間がとれないとかで、道を踏み外したと言われますが。残念ながら別のほうに行ってしまう

んですけど。 

●松田 ６年生ぐらいのときに、都の美術館に区の代表で出たことがありましたね、はっきり

覚えてないですが。そのぐらいに絵は結構好きで、小学校時代だから自分がどのぐらい実力が

あるかわからないけれども、いいねとか言われて自然にかいていましたね。 

●そのときの絵というのは風景画ですか。昆虫もちょっとかいたり……。 

●松田 いや、昆虫なんかはかいてないですね。風景画ですね。ほとんど風景とか花とかをか

いていました。ただ、その絵心というか、絵の実力がボロボロと無くなったのは中学校ぐらい

で。（笑） 

●高校はどちらへ？ 

●松田 高校は東京都立の武蔵丘高等学校というところに。中学校は東京学芸大学附属大泉中

学です。中学校はちょっと受験して入って、そういう中学校です。高校はもう家の一番近くが

いいということで、都立武蔵丘高等学校。そのころも、もう自分は文系に行くというイメージ

があまりなかったですね。やっぱり理系に興味があって、科学関係の雑誌はよく読んでいまし

た。今はっきり覚えているのは、名古屋大学の伏見康治先生という有名な方がいらっしゃいま

すね。あの人の書かれたプラズマ関係の物理を、わかりやすくずっと連載していたんです。そ

ういう物理学をやってみたいなというようなことは、高校時代にちょっと思いました。 

●それは一般向けの科学雑誌ですか。 

●松田 そうですね、科学雑誌です。そういう科学雑誌は昔、今はなくなってしまいましたが、

小学校のころも子供向けの『科学クラブ』とかありましたよね。そういう意味ではすごくそう



 281

いうのが好きで、よく考えるとちょっと変わっていたな（笑）。小学校の５年生か４年生のと

きには、もう神田に行って理科の実験器具、アルコールランプとかビーカー、あるいはフラス

コとか、こんなリービッヒ冷却管とかを買って、当時はまだ普通の薬局に二酸化マンガンとか

過酸化水素とか売っていたんですよ。で、小学生なのに売ってくれたんですね。そういうのを

買って、まぜて酸素を発生させたり、亜鉛に硫酸を入れて水素を発生させたりして。硫酸はや

らなかった、あのときは塩酸だったかもしれないですね。何かトイレ掃除を昔は塩酸とかでや

っていましたから。それとか割りばしを試験管に入れて蒸すんです。 

●ああ、タールの。 

●松田 そうすると、そこからタール成分とあと少しガスが出てくる。それに火をつけると燃

えるんです。 

●それぞれ雑誌から得た知識で実験してみようと。 

●松田 そうそう。雑誌にそういう結構おもしろそうなのが出ていたので、いろいろ実験をし

て……（笑）。 

●ああ、すばらしいですね。 

●松田 そういう意味では、ちょっとユニークだったかもしれない。そんなことをわざわざ自

分で卸問屋まで買いに行って。普通のところにはなかなか売ってなかったですから。 

●親御さんはどういうお仕事をされていたんですか。 

●松田 うちの父はもともとは軍人だったんですよ。それでその後、自衛隊になって。 

●そうですか。お父さんはそういうことに対して、援助してくれたりしたことはありましたか。 

●松田 いや、あまりなかったな。母親が、これをどこか買いに行きたいと言うと、４年生だ

ったから、ついてきてくれたのかもしれないです。中学校のときにも、今度は電気に関心を持

ちました。あのころはアマチュア無線とか。私はアマチュア無線自身は実は資格を取らなかっ

たんです。受験をしろとか親に言われて（笑）。何事につけ、のめり込んでしまう性格なので。

それで結構、自分でラジオをつくったり、いろいろなことをやっていました。そのころも雑誌

を読んで、やっぱり秋葉原あたりの電気街のところによく小さいコイルを買いにいったり、バ

リコンを買いにいったり、コイルを巻いたり。そういう意味ではちょっと非凡かもしれないで

す（笑）。だけど、比較的そういう人は多かったですね、アマチュア無線とかね。 

●それはいつごろですか。 

●松田 それは、小学校の６年ごろから中学校の２年ごろまでです。やっぱりその後、受験も

しなくてはいけないし、ちょっと勉強もということで。何となくそのままやっていたほうが才
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能が伸びたんじゃないかな（笑）。受験勉強の弊害になるから少し一生懸命しなくちゃいかん

ということで。（笑） 

●みんな同じような体験ですね。（笑） 

 

電気化学への興味：大学生時代 

●松田 そういう意味でいま思えば、もともと科学とか電気とか好きだったんですね。 

●下地がね。 

●松田 高校のときにそういう本を読んだということもあって、理論物理というか物理学を究

めていくということがおもしろそうだなと。究めていくというのは、すごく関心がありました

ね。 

●失礼ですが、ご兄妹はいらっしゃいますか。 

●松田 ええ。姉が１人、１歳違いです。 

 電気化学への興味についてですが、電気化学はなぜかというのは、実は電気関係が何かおも

しろいなということと、先ほどちょっと、子供のころの魂もあるのかな、化学。これも実は興

味があって、それをあわせたわけではないのですが、電気分解、電気と化学というか、溶液と

か、あるいは当時はよくはわからなかったけど、そういうイオン性のものから電気というエレ

クトロン、そういうものとの相互のエネルギーのやりとり。そういうことがかなり本質的にお

もしろいなと。何か新しいことが見つかるんじゃないかというようなことが頭の中にあったん

です。電池という技術は古かったんですが、何か興味があった。 

それで横浜国立大学の電気化学に入りました。実を申し上げますと、私は早稲田大学の電気通

信にも同時に入学してしまっているんです。当時二重学籍で。電気が好きだったので電気通信。

これからは電気だというので伸びる。特に通信だったのでどっちにしようかと、実は半年ぐら

い二重学籍でいたんです（笑）。それで先ほど言った理由で、電気化学というのはちょっと変

わっているなという気がしたんです。大学で電気化学というのはあまりなかったんです。学科

でそういうのは横浜国大しかなかったと思います。そういう意味で、ユニークということもあ

りました。高校生ながら、そういう興味があったのかな、ユニークだということですね。あま

り主流じゃないけれども、ユニークだということで関心がありました。それでそっちに結局行

きました。早稲田のほうは退学をしました（笑）。 

●ああ、そうなんですか。 

●松田 二重学籍は本当はいけないのですが（笑）。ということで、電気化学にすごく。そん
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なに深い理由もないのですが、やっぱり結構考えましたね、二つあったので。そのまま電気通

信に行こうか。 

●もとは伏見先生のプラズマの興味から、大学の電気化学のイオンがやがて、本日のお話に何

か・・・つながりが。 

●松田 何かそういうのがあったかもしれないですね。まあ直接はないでしょうが、電気とい

うと、当時材料もあったんですが、どちらかというと物質とか物をきわめていくという方向と

は思わなかったのです。回路とか通信だったので。ただ、その後いろいろと電気材料とか結構

深いところがいっぱいあるのですが、電気化学のほうは、どちらかというと材料とかイオンと

か電子とか、そういうところを究めていくということで関心がありました。伏見さんの記事を

読んでいたけれども、僕は物理学のほうはあまり進もうという気はなかったですね、何でかわ

からないけれども。やっぱり工学をやりたいというのが多分そうですね。理学志向はなかった

んですね。 

●それがデバイスにつながった。 

●松田 そうですね。その後も自分の性格とかを思うと、物をつくるとか、生み出すとか、何

か理論をきわめるという方向よりも、その方向に関心があります。 

●そういうことで前の様子はわかったのですが、1980 年にキヤノンに移ると。これは、最初の

動機は伺ったんですが、キヤノンに移ったときに、一番先にどういう形で配属に至るんですか。

これは、会社側の意向でこういう仕事をやれと。または自分でこういうことをやりたいという

のを言ったのですか。 

●松田 これはもう中途採用ですから、そういうところの職種を募集していたんです。 

先ほどちょっと申し上げましたように、入社もしていなかったし、そこはズバリとは言っては

もらえないけれども、どうもデバイスみたいなことをスタートしたいと。素材とか部品とか、

そういう分野に携わるということはわかっていました。ちょっと話が戻りますが、1970 年から

私は東京工業大学の研究生になって２年間いたのですが、私の世代は団塊世代で大学紛争、そ

れから大学闘争世代なんですよ。 

●ああ、ちょうど世代がそうですね。 

●松田 横浜国立大学というのは、ものすごかった。 

●あら、すごかったんですか。 

●松田 東大もずっとそうで、ずっともう８カ月ぐらいストライキをやっていた。ということ

で全員が巻き込まれているというか、そういう意味では私も一時、学生運動まで、そんなセク
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ターに入ってとかではないですが、みんながいろいろ動いていて、いろいろ考えました。その

ときに、本当に工学をやっていていいのかと思ったんです。そのころ自己否定とか、のうのう

と大学で専門をやって出て、企業に入ってということでいいのかと。そういう思想を随分言わ

れた時代で、自分もやっぱり学生ながらそこを真剣に考えて、本当に世の中をもう少し直すと

いうか、そのためには工学でただ一つのところでうつうつとやるんじゃなくて――その当時は、

そう思ったんですよ。 

 もっと全体、工学でもそういうものを動かしていくものは何だと。それはやっぱり経済かな

と思って、経済をやり直そうと。やり直して自分の進路を変えるべきではないか、という思い

があって、そういう意味でちょっとブランクというか。学生運動はそんなにやっていないので

すが、ストライキをやったときにそのストライキを解除するときの学生の議長を私はやってい

たんです（笑）。逆にストライキ維持の学生も当然いますから、大変な時代でした。それこそ

ゲバルトの時代ですから（笑）。それで教授たちを集めて、そういうのをやった記憶がありま

す。大学構内には当然入れませんから、横浜の開港記念会館でやりました。 

 そういうふうに、いろいろと物事の考え方が全く変わってしまったんです。哲学というか、

何で自分は今こういうことをやっているんだとか、そういうところに。みんなそういう雰囲気

の時代でしたから、それで経済をやろうかと。ただ、実は去年亡くなられたのですが、横浜国

立大学の仁木先生という非常に私が尊敬する人ですが、その先生が、「そうはいっても、君は

大学に残って研究をやれよ」ということで、東工大にいい先生がいると。松田先生という先生

です。 

この先生は、電極反応という電極での物質の反応論に対して世界的にも、ものすごく有名な先

生です。論文はいつもドイツ語で書いていましたが（笑）。ドイツとかチェコスロバキアとか、

その辺で電気化学は結構発展したので、そのころの論文審査なんかも全部やられていました。

有名な方です。その先生がその分野での権威ということで、そこに行って、大学に残って研究

してみたらと言われて。恩師だったので、自分の心の中では実は経済とかをやり直そうと思っ

ていたんですが、それで行きました。 

 今度は、先ほどの工学と理学というところではあるんですが、電気化学で、その先生はもと

もと東大の工学部を出ている方ですが、やられていた仕事は理論なんですよ。電極での反応理

論とか電極までの物質移動論、それを数式でコンピューターで全部解いていく手法だったんで

す。結構最初はおもしろくて期待もされたのですが、ずっと１年間ぐらい実はそれをやってい

て、自分が学者になったら電極の反応を一生――その先生はそういう意味では、すごく尊敬す
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る先生だったけれども、そこをやっていくのかなあと。自分はやっぱりもう少し、モノを生み

出すとか、そっちに関心があるぞというのは一つありました。そのことと、もう一つは経済を

やり直したいと、非常に迷っていた。それで実は経済のほうは都立大学の夜学、そういう講義

が夜間で受けられるんですよ。それでちょっと通っていたんですけどね、経済学をやろうと。 

 それで大学については、自分には研究室で理論だけをやるのは向かないなと。そのときにも

し工学的な方向だったら、もしかすると少し変わったかもしれないですが、その先生は非常に

尊敬できる先生だったけれども、そこにそのままいれば、恐らく自分はその理論追求のほうに

行くだろうと。理論と計算ですね。ということで、大学に残るのはやめよう、やはり経済をや

ろう、と思ったのですが、食っていかなくてはいけない。そんなぶらぶら遊んでいられないと

いうことで横浜国立大学に行ったら、たまたま先輩が来ていまして、人を欲しいんだよと。こ

の東京計器という会社に先輩がいて、来いよということで、それで東京計器という会社に入り

ました。一般には、就職のときに、皆さんいろいろと会社を選びますよね。そういうことでは

ないのです。たまたま行ったということです。 

 キヤノンも、私がもともと計画して、これは東芝、日立、キヤノンとか、そういう中でキヤ

ノンがいいぞといって選んだわけではないのです。そういう意味ではちょっと自分の人生は、

日曜日にあの新聞を読まなきゃ、今はないだろうと思うし、あのとき先輩がたまたま大学にふ

らっと行ったときに居合わさなければ、もう少しちゃんとした就職活動をやっていたかもしれ

ないと思うし、という感じですね。 

 72 年に東京計器に入社したときには、そういう意味では自分の心も、この世の中の組織の中

でちゃんと歩んでいこうという考えではなかったですね。何か変えようと、そういう時代です

から（笑）。 

●革新的な。 

●松田 そうです。何か変えようと、経済とかそういうことをやって。政治家までは考えなか

ったですが。それで、やはり世の中の基盤となっている人間活動とか経済に対して、何か自分

が視点を持てるようなことをやりたいなというふうに一時そのころは思いました。 

●経済のほうはどういう分野に関心がありましたか。 

●松田 当時ですから、やはりマルクス経済学というのにすごく興味がありました。私もそん

なに勉強しているわけではないのですが、学生運動がそうというよりも、やはり人間活動とい

うのは何なのかと。自分は工学とかをやるけれども、それだと、やはり人間というのはなぜこ

んな文化を築いてきて、今の経済、要するに物をつくって売って買ってと、そういうことがな
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ぜ起きるのか。猿はそういうことはやらない、人間がやるということで、エンゲルスとかマル

クスも見ると、やはり猿から人間への進化過程というのはどういうことなのかと。要するに、

サイエンスとしてそういうことを考えてみよう、人間の心とか文化というもの。そういうアプ

ローチが彼らにはあったというふうに、そのときは思ったんです。社会科学だけれども、やは

りサイエンスだなと。人間が二足歩行してどうだと。 

 そういうことで、マルクスとかは彼らの理論をつくっていたけれども、それが現実社会でい

ろいろそれは合わなくなって、今はもう崩壊しましたよね。だけど、アプローチとしてはやは

りサイエンスとしてのアプローチ、経済、世の中の動き、人間の活動自身、それを見ようと。

それから心もそうですね、唯物史観。人間の心というのも、もうそれはサインエンスとして見

えてくる。経済でいうと、私は今この立場にいて今の発想をしているけれども、違う立場だっ

たら全く違う発想をするということで、人間の心自身も経済とかそういうことで支配されてつ

くられているというようなことをいろいろと思ったんですよ（笑）。わかっているわけじゃな

いのに、そう思って。やはり極めるということに割と関心があったんでしょうね。だから、人

間活動なり今の文化というものを、もう少し学問的というか、サイエンスで究めてみたいなと

いうのは実はありました。それで経済をやってみたいなということを思いました。 

●お話からすると、小さいときからかなり理詰めに物を考える性格で、まじめな科学から、世

の中の役に立つ技術、工学へと関心が移っていかれた・・・。 

●松田 そうかもしれないですね。 

●それが、とうとう学生運動の議長までいってしまったということで……。それでこちらに移

られて、心は入れかわったんですか（笑）。 

●松田 その前、移る前に、東京計器でそういう仕事をしているときに、人間はやはり環境と

かで変わってしまうものですね。それはいつも思うのですが、造船所に行って、これをやれと。

命題を与えられてやると、やはり究めるというのがあるから。自分で、じゃあ、これだけはや

ってやろうというふうになってきて、やればやるほどおもしろくなってきたんです。それでい

つの間にか、実は会社に入ってからも経済の夜学とかに行っていたんですが、だんだんと忙し

くなったので、こっちに関心が行ってしまったんですよ。１日のうち 10 何時間、労働は８時

間だけれども残業とかで 10 何時間働いて、いつも考えているほうにやはり関心がどんどん行

って、おもしろいぞというふうになってしまったんです。それでセンサーもやりたいと、どん

どんそっちに行って、そのころ、入って２年目ぐらいからは、逆に工学のほうの研究にのめり

込んでいってしまいました。それでだんだんと経済とかも過去のものになっていったと（笑）。 
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●でも今の体験は、今のニートに教えてあげたいような話ですね。人間、環境を変えれば（笑）。 

 

バブルジェット開発との出会い 

●松田 そうですね、そう思います。やはり唯物史観じゃないけれども、環境とかあるいはイ

ンプットされる情報とかで、自分が思い込んでいても違ったり、変わってきたりしますよね。

私も研究よりも開発をやりたいなという意思がありました。大学のときもそうだけれども、理

論をずっと究めるのはどうも向かないなというのと、会社に入ってから、総合研究所だったの

ですが、研究よりもやはり開発というか、モノをつくっていくという方向に興味がありました。 

 それでキヤノンに入って、最初のバブルジェットというのは、実は発明が 1977 年です。私

は 80 年に入社していて、発明は 77 年だけれども、まだこういう研究を少人数でやっていたと

きで、その後、専務になられた遠藤一郎が当時室長で、このバブルジェットの研究をスタート

し始めていたときです。その近くに席を設けられて、実はこういうことをやっているんだよと

いうことで、私のそのときの感動はすごかったです。インク自身を沸騰させて、それでインク

滴を吐出させようという発想自身にびっくりしました。本当にこの発想はすごいなと。こんな

おもしろい発想なり技術というか、研究があるのかなと思って、ああ、いい研究に当たったな、

と思いました。そのとき、一瞬にして思いましたね。 

 というのは、私はその前はセンサーの仕事をしていましたが、薄膜とかをやっていたので、

サーマルヘッド、感熱記録用のサーマルヘッドとか、インクジェットも知識としてはコンティ

ニュアス、圧力をかけて出す方法があるんですが、そういうのは知っていました。サーマル記

録というのはヘッドが薄膜技術の延長で非常におもしろいのでちょっと関心があって、サーマ

ルヘッドについてはキヤノンに入る前から幾つか知識はありました。 

 それでそのバブルジェットの話を聞いて、サーマルヘッドのことを頭の中でぱっと連想しま

した。サーマルヘッドの上にインクを持ってきて、ここで発泡させて飛ばすと。そうすれば、

今までコンティニュアスで１本で振っているわけですから、ずらっとサーマルヘッドの上に並

べてできる可能性もあるということと、インクを沸騰させようというユニークな発想で、変な

ことをやる会社だなと思いましたけれども。最初に聞いてそれで技術にほれちゃったというの

はありますね。これはもうやってみようという。やらされるというか、これはおもしろいなと、

やってみようという気はしました。 

●もう、じゃあ来て正解という。 

●松田 そうですね。もうこれはおもしろいなという感じでした。 
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●これは神話と言っていいんでしょうか。ハンダごてが注射器にたまたま当たって飛び出した

というふうに言われていますが、あるいは書かれていますが、やはりそれは本当だったのでし

ょうか。 

●松田 そうだと思います。私は 1977 年にはまだ入社前なので。遠藤は、そのものズバリか

どうかはわからないけれども、そういう絵もちゃんと描いて記録に残っているので、恐らくそ

うだと思います。たまたまなのか、あえてちょっとやってみようとしてやったのか、ちょっと

その辺はよくわかりませんが。ちゃんとハンダごてを当てた絵が、当時の遠藤のノートに出て

いますから。それが発明になります。 

 インクジェットは「サーマルインクジェット」とＨＰ（ヒューレット・パッカード）社は言

っていて、全世界でいえば、ヒューレット・パッカード社が世界の 40％近いシェアを持ってい

ます。しかし、日本では 10％以下です。キヤノンが 40％以上。ところがワールドワイドでい

くと、ヒューレット・パッカード社が 40％ぐらいのシェアを持っていると思います。それでヒ

ューレット・パッカードの講演や発表を見ると、ヒューレット・パッカードの発明であるとし

ています。日本ヒューレット・パッカードのホームページにはさすがに、発明とは書いてなく

て開発を開始したと（笑）。 

●ああ、なるほどね。 

●松田 キヤノンが最初にそのバブルジェットというものをとにかく発表して、こういう技術

を世の中にアピールしようとしたのは 1981 年か 82 年ですね。 

 帝国ホテルで「事務機グランドフェア」というのを当時やっていたんですよ。販売会社がデ

ィーラーとかを招いてやっていたものですから、バブルジェットのラインプリンターをそこに

発表したのです。それが、世の中にこんな技術があるというのをオープンにした最初です。そ

れまでに当時わかっていた技術は特許にして自社で当然もうばっちりと固めていた。私が聞い

た話では、それを見たときに、ヒューレット・パッカードの人間がびっくりしたと。自分たち

と同じことをやっている。それで急いで特許を調べたら、キヤノンが全部出していて、自分た

ちが全然出していなかった。彼らは、研究の段階だったので、まだ出してない。そういう体質

だったんでしょうね、企業の特許というものに対する。 

 それで私が聞いている話では、彼らはやけ酒を飲んで、もうこの開発はキヤノンに全部とら

れてしまっているので、やめようかということになったらしいんですよ。そのときに当時の創

始者の御手洗の息子の肇さん。彼がバブルジェットを研究していた中央研究所の所長でした。

その御手洗肇と、ヒューレット・パッカードのラボラトリーの、当時たしかハモンドさんと言
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いましたが、スタンフォード大学で非常に仲がよく、同僚だったんですかね、すごく懇意にな

って。それから、ヒューレット・パッカードとキヤノンというのは、レーザービームプリンタ

のビジネスは両社共同でその後大発展したのですが、その後も交流が何回かあったようです。

そういうことで「ＨＰウェイ（ＨＰ way）」と言われているヒューレット・パッカードの社風、

考え方、それから当然コンピューターとか計測技術が非常に先端的ですぐれた会社です。今は

分社化してアジレント・テクノロジーという会社に、計測分野は移ってしまいましたが、当時

私たちが使った計測器というのはＨＰというと、もうすばらしい機械でした。それとコンピュ

ーターとあって、ＨＰはキヤノンにない分野と技術を持っている。ということで、私が聞いて

いる話では、もっとフリーに、パテントをどうこうじゃなくて一緒に手を組んでやったほうが、

この技術はモノにできるのではないか、となった。それほど難しい技術だったんですよ。とん

でもない技術だったんです。 

 結局そういう技術を両方やっているのであれば、交流しようとなった。お互いの技術をもっ

と一緒に議論して強くしようということで、実はスタートしたんです。そういう意味では、Ｈ

Ｐさんにはキヤノンの特許を使っていただいて、そのまま開発していただくということになっ

た。そのころ私はまだ主任研究員か室長ぐらいだったので、トップ同士の話については細かく

はわかりませんが、その後の話からもそういう状況だと思います。 

 それで実は、もう昔の話なので問題ないと思いますが、ヒューレット・パッカードのラボラ

トリー、研究所に私も何回か行きました。向こうからも何人も定期的に来て、もうほとんどフ

リーに実験室で一緒にやっていました。 

●ほう……。 

●松田 そういうことでは、この技術を２社の技術者が本当にモノにしていったと言ってもい

いかもしれません。当然１社でもできたでしょうが、コラボレートすることでいろいろ刺激を

受けたし成長したと思います。それで何が違ったかというと、ヒューレット・パッカードはイ

ンクを沸騰させるわけですから、私も実は薄膜だったからそこをやらされたのですが、もうこ

うやって顕微鏡でのぞいている間に、10 秒とか 20 秒でヒーターが切れてしまうんです。半導

体というのは、もともと水とかイオンを一番嫌うものですね。その上にインクのイオンだらけ

のそういうものを垂らすというか、ましてそれで沸騰させるわけですから、もう鍋の底ですよ

ね。あの沸騰は鍋の底のような沸騰になるわけですが、膜沸騰はもっと鉄板を焼いた上に水を

たらしたような沸騰です。 

 それで、もたないんですよ、本当にもう数秒。それで、その膜を強くするのは、私がやらさ
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れました。ヒューレット・パッカードも、やはりもたない。だけど彼らの考え方は――そのこ

ろはそんなにもたなかったんですが――これは使い捨ててしまえと。インクのタンクにくっつ

けて、それでインクがなくなったら捨てる。そうしなくては、とてもモノにならないという考

えがあった。一方、キヤノンは機械の上に１回載せて、それで一生持たせてインクだけを取り

かえていくと。だからパーマネントという。したがって、その寿命を延ばすことについてヒュ

ーレット・パッカードより 300 倍ぐらいの寿命目標で取り組んでいきました。 

●アメリカ人というのはあきらめが早いんですか。 

●松田 あきらめというより、発想がやはりすばらしいですね。そういう意味では成功したの

は、ディスポーザブルという発想です。それは事業的にも、その後成功することとなりました。 

●ああ、そうですか。 

●松田 要するにランニングコスト。そのカートリッジのインクを買って、そんなに問題にな

らない程度に寿命がもてばよかったんですね。インクがなくなったら、もう捨ててしまうとい

うことで。 

●キヤノンの場合は数値目標を立てられたんですか。 

●松田 そうです、もちろん。プリンターが何年使うと。そのプリンターの寿命中にどのぐら

いのプリントをするかということで、一番ひどい場合には本当に真っ黒のプリントを延々とや

り続けて５年間、それはありますが、現実的にはそんなことはなくて、じゃあ何％ぐらいのデ

ューティーというか、こういう印字物でどのぐらい率的にもつかということで、結構それは確

かにマージンを持たせるので大変な長寿命に。 

●その数値目標の方針はどなたが出されていたんですか。 

●松田 それはまず商品のほうから、どういう使われ方をするはずだということで、実際のヒ

ーターの目標とか、いろいろ統計的にどうやってどこをねらおうかとか、ヒーターに関しては

私のグループでやっていました。ただ、寿命はヒーターだけでは決まらないんですよ。もちろ

ん目詰まりとか、ほかのことでもある。 

●特に需要から考えると、1980 年代の後半ぐらいですか。そうするとまだ今みたいには、当時、

ほとんどパソコンというものがそんなにない時代ですね。 

●松田 パーソナルコンピューターというのは、たしか存在していないですね。概念はあった

かもしれないけれども。オフィスコンピューター、「オフコン」と言っていました。 

●オフコンですね。 

●松田 そのぐらいですね。キヤノンも実はその当時、コンピューターをスタートしていまし
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たが、何に使うかというと表計算のアウトプットです。それと当時ワープロが非常に高い価格

だけれども、出始めたころなんですよ、キヤノンでも。最初は東芝さんが出されたかな。ワー

ドプロセッサーですね。 

●ワープロですね。 

●松田 それで、あとは計測器のアウトプットですね。ヒューレット・パッカードは最初は計

測器のアウトプット、キヤノンは何をやったかというと電卓。電卓にこの小さい紙でシューっ

と出てくるんです。それはドット、丸い粒で、例えば８とかトントンと。そういう……（笑）。 

●ドットプリンターというやつ。 

●松田 ドットプリンター、漢字とかは当然ないのです。そこにまず使おうと。それからワー

プロに使おうと。ワープロの文字まで持っていくのは、とてもできないなと。ヒューレット・

パッカードが最初に出した製品もプツプツプツということで、あれは何に使ったのかな。要す

るにオフコンの出力もそうですが……。 

●計測器のアウトプットが多かったですね。 

●松田 計測器、それが一番多かったですね。 

●記録系統、記録紙ですね。 

 

ＢＪ－８０の開発：ＨＰとの交流と競合 

●松田 ええ。その後 1980 年の中ごろ、私どもはそこで製品を最初に出し始めるんですが、

そのころからオフコンでもカラーを少し使い始めるという時期になっていました。インクジェ

ットのカラーはもうモノクロと同じぐらいにたやすいですから、当時からもうカラーに向くな

と。ただ世の中はもうほとんどモノクロしかなかったですから、カラーに向くなということで。

キヤノンも 1980 年代の後半には「カラーＯＡ」という言葉を盛んに出したと思います。ＯＡ、

要するにオフィスでのカラー化ということですね。実際にそうなったのはずっと後ですが、そ

ういうことを打ち出していたということで、インクジェットは向くなと。ただ最初に出したも

のは、もちろんモノクロのプリンターですけれども。 

 それで、86 年にたしか最初のモノクロプリンターを出したんですね、パーマネントタイプで。 

●「ＢＪ－80」ですか。 

●松田 そうですね、「ＢＪ－80」ですね。 

 それを出して、アメリカが市場です。日本はそんなにコンピューターはまだなかったですか

ら。アメリカ市場を当時のセンター所長が調査して帰ってきて、当時、山路が社長だったんで
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すが、山路は社長じゃなかったかな、要するに事務機関係のトップではありました。社長はま

だ賀来（龍三郎）社長だったのかな。ちょっと覚えてないですが。 

 アメリカから帰ってから、アメリカでこうでしたと報告したときに。要するに、キヤノンの

複写機というのは普通紙複写機ということでやってきているわけですね。それまでは、いろい

ろな紙自身に工夫して印字を出したり。普通紙じゃないと、こういうものはだめだというのを

知っています。 

 当時、インクジェットを最初にやったときに、普通紙はどうしてもできなかったんです、乾

かなくて。表面に薄いコートした紙があるんです。それでは、きれいに出るんですが。それを

一言言われて、これはだめだと。製品を出して今から売ろうというときに（笑）。それですぐ

に普通紙の開発、やり直しというので緊急にチームをつくって、これを１年後に出したのかな。

１年間、もうしゃかりきにやりましたね。何としても普通紙じゃないとだめということで。ヒ

ューレット・パッカードもたしか最初はコート紙で出しています。 

●シンクジェットというやつですか。 

●松田 そうですね。キヤノンは最初、サーマルジェットと言っていたんです。その後、製品

を出したときにバブルジェットと名前を変えたんです。 

●それはちょうど時代を反映したわけですか。いや、別に嫌みを言うわけじゃないけれども

（笑）。 

●松田 ああ、そうかもしれない（笑）。バブルというのはバブルメモリーとか、先端のメモ

リーとして一時、高密度メモリーで有名だった。そういう意味では、バブルというのはちょっ

と先端的なイメージもあったんです。その後、非常に悪いイメージになって。（笑） 

 それで、キヤノンはサーマルジェットからバブルジェットに名前を変えて、ＨＰはサーマル

インクジェット、シンクジェットと。 

●何でバブルとつけたのか。別に我々使うほうからみると、泡が立っているというイメージは

全くないし、何か噴出するんだったら、インジェクションとかいろいろな言葉があった中で、

バブルジェットというのがまかり通ってしまったというのは何なのかなというのが、ちょっと

疑問だったんです。 

●松田 私自身は携わっていないのですが、結構ネーミングは、特徴も出せてというのはあっ

たと思います。サーマルというと、サーマル記録がありましたから。 

●ああ、感熱紙という感じでね。 

●松田 ええ。何かサーマルという一般的な言葉ではなくて、新しみのある言葉ということで
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やったのだと思います。 

●ということは、ＢＪ－80 の主用途というのはアメリカということだったのですか。 

●松田 そういうわけではないのですが、やはり市場の大きいところはアメリカでしたね、も

う。その後もずっとアメリカが圧倒的に大きいマーケットです。最近は違うんです。最近の 10

年、５～６年で違うけれども、やはり圧倒的にアメリカのマーケットは大きいです。そこをね

らっていかないと、ＨＰさんが今 40％のシェアをとっているというのも、ＵＳＡのマーケット

が非常に大きいからなんです。 

●アメリカが先にパソコンが進み始めたということが影響しているんですか。そういうわけで

はなくて？ 

●松田 それもあるのと、ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオフィス）ビジネス。日本と

違って大企業ではなく小さいオフィスで、それがものすごく市場が大きいのです。そこにぴっ

たりなんです。 

●今になるとわかるけれども、当時、日本人はあまりそういう発想はないですよね。 

●松田 そういう発想はないんです。ＨＰは最初からＳＯＨＯ。だから、彼らの市場ターゲッ

トはＳＯＨＯです。それが実はＨＰがその後のフォトというところに技術が出おくれた理由で

もあります。市場のほとんどが大きいんですよ、ＳＯＨＯが。事務所ですね、弁護士とかいろ

いろな小さい事務所。大企業は複写機とか、その後のレーザービームプリンタ、そういうもの

を入れますから、そうすると小さいプリンターで安いのというと、ＳＯＨＯには最適なんです

よ。オフコンも売って、あるいはタイプライターの出力としてということで。 

●そうするとＨＰとの交流というのは、後にレーザービームがＯＡにも供給されるわけですが、

交流の端緒になったのは、バブルジェットの開発のときからですか。 

●松田 いや、その前からです。 

●その前からですか。 

●松田 私は詳しくないのですが、あったと思います。というのは、バブルジェットを開発し

て一緒に交流していたときに、電子写真のエンジン部、その記録部分は彼らもやっていたけれ

ども、やはりキヤノンのほうがずっと優秀だと、いいということで、キヤノンのエンジン部を

購入するということを決断していた時期です。ＨＰのプリンターをやっている人間からすると、

だからインクジェットは自分たちで絶対にやるんだと。自分たちは今度、エンジンの基幹部分

からやるぞという思いがあった。 

 今、ＨＰのインクジェット関係のＣＴＯになられているかどうか、名前ははっきりしません
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が、クルチェという人間がいて、いろいろと話していたときに、彼らは液晶をやろうというこ

とで、研究所では研究をしていたらしいのです。そのときに、日本メーカーがどんどんその後

デバイスをやって、非常に悔しい思いをしたと。自分たちは開発を中断させられたと。実はキ

ヤノンもそうなんです。1980 年当時、液晶の開発をやめて、その要員をバブルジェットにかな

り注ぎましたから。それでＨＰの研究者たちは、やっぱりそういうエンジン部、基幹部を自分

たちにとっては最後のチャンスという意気込みで取り組んでいました。ヒューレット・パッカ

ードの中では比較的珍しいのではないですか、そういうことは。 

 それで 1985 年に製品を出して、ヒューレット・パッカードも同じぐらいに出したのか、ほ

ぼ１年前後ですが、ちょっと覚えてないですが。それから事業がそれぞれスタートしたので、

交流という状態から今度はコンペティターと。 

●競合というわけですね。 

●松田 一気にコンペティターになっていったという状況です（笑）。 

●よーいドンなわけですね（笑）。 

●松田 片方のレーザービームプリンタは、そのころ私どものカートリッジ化するという技術

が非常にうまくいって、彼らのヒューレット・パッカードのレーザービームプリンタを急成長

させていったということで、コラボレートという形でキヤノンからエンジン供給で、いっとき

世界の 80％以上のシェアをとってしまったということで、おもしろい関係ではある。ただイン

クジェットでは、もう今度は……。 

●右手で握手しながら、左手で殴り合っているような。（笑） 

●特許は・・・・。ヒューレット・パッカードは全く特許はなかったんですか。 

●松田 1982 年のときにはなかったんです。 

 もうキヤノンしかその当時は基本的なところを押さえているところはなかったですから。 

●しかし、けんか別れをすると、ＨＰはつくれなくなるわけですね。 

●松田 そうですね。 

●何か紛争があった？ 

●松田 いや、ないです。 

●ないですか。 

●松田 友好関係を保っています、そういう意味では。 

●というと、キヤノンがＨＰに対して大目に見ているんですか。 

●松田 それはかなり……、いや、ＨＰさんもその後は、特許はそれなりに出ています。キヤ
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ノンの出し方はすごいですから。この間もＨＰとの特許の関係、どのぐらいの数かというのを

見たのですが、キヤノンはそういう件数でも多い。ただヒューレット・パッカードは最近かな

り政策を変えてきたのではないですか。ＵＳのパテントは非常にふえています。今まではＩＢ

Ｍがトップでキヤノンが２位か３位だったのですが、ヒューレット・パッカードはそれより少

ない。 

●特許の独占ということに関しては･･･？ 

●松田 全く相手の技術を使わないというのは。そういうことをしていると社会的にも発展は、

いい技術も使えない。そういう意味では、お互いが成長するためにはそういうことは……。 

●それをやはり言っていますよね。ＴＯＴＯの人がＴＯＴＯのウォシュレット、あれを取り過

ぎてしまったら、結局、自分で自分の首を絞めてしまったという。だから、やはり独占しては

いけないんですね（笑）。 

●松田 そうですね。先ほどの交流してやったというのもあるんですが、事業になってからも、

やはり１社でやっていたら、こんなに絶対発展しません。これは間違いない。それは競争があ

って、それが技術者の、それを乗り越えていこうと。相手もそうですよね。それがあって初め

てで、１社であったら、例えば高い価格のままですから、ユーザーもその享受を受けないわけ

ですから、そんなに普及しない。今のプリンターが１万円台とか言われたのは、考えられない

んです。考えられないから１社でやっていたら、これ 10 万で恐らく……。 

●何万ですね。 

●松田 そういう市場でしょうね。高いものだと。だけど、どこかが落としてくる。また翌年

こう。で、すばらしいきれいな絵が出る。すると、やはりそれを越えなくてはならない。それ

がやはり市場も大きくしていくし数も出ていくということで、１社独占でいったら、まずそう

いう商品領域なり新しい分野は、非常に難しいのではないか。特殊な分野は別かもしれません

が、私のこの分野では少なくともそういうふうに思っています。こういうコンシューマーの分

野というのは、その競争の中で。 

●そうですね。ただ、話が飛躍しますが、そういう技術が特許が切れたりすると、中国あたり

にただでとられてしまうみたいな印象が強いものですから、何とかできないのかなと思うんで

す（笑）。 

●松田 そうですね。正直申し上げますと、基本パテントとかはもう切れています。韓国、台

湾が、国策でインクジェットというのを一つの大きな柱にしています。今年、台湾からついに

バブルジェットプリンタが出たんです。 
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●ああ、そうですか。 

 

開発の実際１：「Ｉタスク」 

●話が大分進んでしまったんですが、今度は松田さん自身がキヤノンに入られて最初に取り組

んだのは薄膜関係で、当時一番難しかったところでしょうが、その辺についてのお話を少しお

聞かせいただけますか。当時入社されて、遠藤室長さんから与えられたテーマの中に、当時は

非常に未解明な難しいものがいろいろあったと思います。その中で、まず薄膜の技術を生かし

た開発をやられたというふうに伺っていますが、その辺のお話をお聞かせいただけますか。ど

んなことが問題だったのか。 

●松田さんが入社されたときのキヤノンの組織、先ほどちょっとお伺いできたのですが、どん

な状況だったか、その辺の現場の状況とか。81 年のプロジェクトというのは、もう明確に……。 

●松田 それは厳密に言うと、1980 年にキヤノンの長期計画というのをつくったんです。その

後は、１回も長期計画というのはないですね。80 年に１回だけあるんです。それは中興の祖と

言われている賀来龍三郎が社長になって、1990 年に１兆円企業にすると。もうその数字目標だ

けでしたが。私は入社した途端に長期計画のチームに入れということで。そういう意味では、

キヤノンというのは中途入社とかそういうものに対してもあまり差別なくて。長期計画のチー

ムに入って、全社の機密を含めて長期計画のいろいろと情報のやりとりがあったんですが、ど

うみたって１兆円いかないんです。その空白をどうするんだと。 

●当時、売り上げは幾らぐらいだったんですか。 

●松田 当時は 2000 億ぐらいだったと思います。 

●えっ、あと 8000 億積むんですか。 

●松田 そうです。 

●すごいですね（笑）。 

●松田 2500 億ぐらいだと思います。もちろん今の成長率 10％から伸ばすぞって、いくわけ

です。ところが、そうやっても 90 年にたしか 3000 億以上、4000 億ぐらい足りなかったかな。 

●10 年間ぐらいで。 

●松田 そうすると、そこを何とかつくらなくてはいけないと。 

その埋めるのに、じゃあどうするんだ、そういう発想がありました。長期計画はそのときしか

なかった。私がキヤノンに入ってすぐだったので、すごい逆のアプローチというか、目標設定

すれば、そのギャップをいかに埋めるかと。延長でいけば当然 7000 億なり、6000 億ぐらいな
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んですね。そうすると、何をするんだということでの議論をしていった覚えがあります。 

●所属はそのときはどこにいたんですか。 

●松田 私はコンポーネント開発センター。 

●そこから長期計画のプロジェクトに。 

●松田 各事業で、私１人ではないのですが、つくろうということです。まずは事業単位でや

っていましたから。計画を立てているときにいろいろな情報が入ってくる。ほかのところは今

こういう状況だと。そのときに刺激を受けたのは、そのギャップをいかに埋めるのかという発

想でした。しかも 10 年後のということで。 

 その後、数年で、ちょっと話がずれますが、ＮＢＣ95（ニュービジネスコンセプト）という

全社的に各事業部から若手の代表者が出て、1995 年のキヤノンのビジネスドメインとか、ビジ

ネス領域を明確にしようというタスクが起きました。若かったですから、それには組織の代表

として出て一緒に議論しました。太陽電池事業をやらなくてはいかんとか。うまくいかなかっ

たものが幾つかあったんです。デバイス事業、これで何億どうするかとか、そういうのがあり

ました。福祉関係をするとか。 

 話は戻りまして、長期計画１兆円構想ですが、そのときに賀来が挙げたのは、今は当たり前

の「垂直統合」という言葉だったんです。先ほど申し上げましたように、キヤノンは箱屋だと。

そんなことをやっていても、絶対にぬきんでた差別されたものがない。差別化されて、利益を

他社よりも上げていくには垂直統合、デバイス、材料からやらなくちゃいかんということで、

コンポーネント開発センターというのをつくろうという動きになったんです。ちょうどその時

期に私が、人材を募集しようということで、それにいわば引かかったので（笑）。 

 コンポーネント開発センターでは、キヤノンの今まではカメラ屋さん、光学屋さん、あるい

はコンピューターとか複写機だったのが、ＩＣとか半導体、センサー、それから電気実装技術、

そういうのをやろうという組織だった。それで垂直統合ということでつくられた組織に入った。

コンポーネント開発センターというのはそういう役割です。 

 私は中央研究所には所属はしていなかったのですが、御手洗ジュニア、肇がアメリカのスタ

ンフォードから帰ってきて、研究所長をすぐされたのです。そのときに私が聞いた話では、若

かったんでしょうが、ここはものすごい改革をしていて、研究ですから山のようにテーマがあ

るわけです。液晶もやっていた、たしかＥＬもやっていた、いっぱいやっている。そういう中

で、もちろんワープロなんかもやっているんですが、４大テーマに絞っちゃったんです。それ

で中央研究所を製品技術研究所という名前に改称して、研究じゃない、製品を生み出そうとい
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う志向に変えたようです。それは私の入る前です。 

 当時の人間に聞くと、一人一人面接して、どっちに向いているかと。研究に向いているのか、

本当におまえは商品をやることに関心があるのかということで、プロジェクトの間で人を振り

分けていった。つぶされたテーマはたくさんあるようです。そこをやっていた人たちは相当の

あつれきというか、液晶なら液晶と、それが突然、液晶をやっていたのをバブルジェットをや

れということで。４大テーマに絞ったんです。テーマの一つずつは覚えてないですが、その中

の一つがインクジェット。 

 製品技術研究所というふうに名前も変え、研究だけではなく製品化に向かった開発をやるん

だということがきっかけだった。片方で、コンポーネント開発センターというものをつくろう

と。それも本社の組織として。そこと一緒にプロジェクトを組もうよというのが「Ｉ（アイ）

タスク」でした。私の最初の所属はここです。先ほど見たら 83 年からしかアウトプットされ

ていませんが、社内での履歴書といいますか、それを見ると、最初のところはＩタスクとなっ

ているんです。 

 タスクというのはプロジェクトなんです。これは人事上も現席から離れて、本社にくっつい

たＩタスクという一つのプロジェクトです。遠藤がＩタスクのチーフだったと思います。それ

でコンポーネント開発センターのメンバーと中央研究所のメンバーと、あとプリンター、ワイ

ヤドットとかサーマルプリンターをやっていたのですが、そこのプリンター部隊の何人か、そ

れを一緒に一つのプロジェクトにしてＩタスクというのをつくった。それが最初の研究開発段

階でのタスク活動です。 

 

開発の実際２：「Ｂプロジェクト」 

●松田 その後、インクジェットがなぜ成功してきたか。事業にするとき、「Ｂプロジェクト」

というのを 1987 年につくっているんですが、これが今の事業のきっかけなんです。それも、

今度はもっと広い意味でのプロジェクトをつくっています。これは私個人の話とは違いますが、

会社としての動きでは非常に大きいところです。 

●この岩井さんの本（註：岩井正和『独創するキヤノン―バブルジェットプリンタ開発の軌跡』

ダイヤモンド社、1997）では、「ドッグ（ＤＯＧ）」とか「キャット（ＣＡＴ）」とか「シープ

（ＳＨＥＥＰ）」、「フォックス（ＦＯＸ）」と言っているけれども、これは社内で使っている言

葉ですか。 

●松田 当時、その４大テーマがそういう名前でした。インクジェットは「ドッグ」です。 
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●そうですか。何か意味があるんですか。外に何をやっているかわからないようにするために

とか…… 

●松田 わからないようにするためですが、何か少しは意味があったかな。デジタル何とか…。 

●Ｉタスクというのができて、その後、Ｂプロジェクトが 87 年のときに。Ｉタスクというの

は何年に始まったのですか。 

●松田 Ｉタスクは 1982 年じゃないかな。たしか帝国ホテルで発表して、それで結集してや

ろうよということになったと思います。はっきりと記憶がないのですが。 

●規模としてはどんなメンバーで何人ぐらいですか。 

●松田 数十人ぐらいですかね。 

●じゃあ、かなり本腰を入れて。 

●松田 ええ。そこで、昔は極洋漁業の鯨の解体工場だった平塚を買い取って、塩だらけの建

物にクリーンルームをつくって。ひどい会社だと思いました。砂ぼこりがすごくて（笑）。そ

れが今、ＳＥＤの開発拠点が平塚事業所です。実は雨が降るともう昔、土に埋めた鯨が生臭い

（笑）。そこの平塚の汚いところに集まって、そのタスクを結成した。「世界のインクジェット

は平塚から、やーっ」とやった覚えがあります。遠藤がまだ研究段階から、「世界のインクジ

ェットは平塚から」と。 

●Ｉタスクのリーダーは遠藤さん。松田さんは、どんな位置づけでしたか。 

●松田 薄膜、ヒーター部分のグループリーダーだと思います。当時は主任です。その後すぐ

に管理職になっていますが、そういうグループリーダーです。タスクですから課になっていな

くてグループです。 

●グループは幾つぐらい構成されていたんですか。 

●松田 よく憶えてないな。 

●メカ屋さんとか、電気屋さんとか。 

●松田 そうですね。７～８個あったと思います。 

●７～８個、そのうちの一つがヒーター、ヘッドのところ。 

●松田 ヘッドのところですね。ヘッドの全部ではないけれども、ヒーター部分です。 

遠藤がチーフで、渡部はＩタスクのサブチーフだったと思います。いま企画本部長の渡部で

す。 

●遠藤さんという方も純粋のキヤノンじゃなくて、どこかから移られたんですか。 

●松田 いや、キヤノンです。 
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●この方はキヤノンなんですか。 

●松田 電子写真を最初にやられたと思います。 

●するとヘッドのグループと、ヒーターのグループと並列なんですか。それともヘッドの中に

ヒーターグループというのが入っていたのですか。 

●松田 ヘッドの中にヒーターグループがありました。ほかにノズルをつくるとか、実装する

とか、組み立てるとかいろいろありますから。ただその中で一番苦しんだのが、ヒーターの寿

命がもたないということ。その後、インクジェットの基本の泡がたまって吐出が持続しないと

いうことが起きて、その基本問題を解決しろというので、その対応グループのリーダーをやっ

ていました。 

●松田さんが。 

●松田 ええ。で、「泡問題の松田」と言われて（笑）。泡は、バブルジェットのバブルのほう

はいいのですが、そこで発泡させると、同時にインクに含まれている溶存ガスが全部一緒に析

出してしまうわけです。その溶存ガスというのは再び溶けないですから、すぐにヘッドの中に

たまってしまうのです。そうすると圧力をそこで吸収しますから、ダンパーになる。泡の問題

というのは今も特にピエゾヘッドでは非常に苦労されている、インクジェットの一番苦しむと

ころです。今だからこそ、難なくどの会社もやっているけれども。当時は、泡の問題が解決で

きなくて。もうこれはバブルで発泡させてしまうから、脱気インクかなんか、要するにインク

から最初からガスを抜いておくかなんかしなきゃ不可能じゃないかとか。どうするんだという

ことで。製品化の前に、私がやっているヒーターは大体いけたと。次に泡が問題になって、そ

れをやれということでやったわけです。それともう一つは焦げの問題です。これは私は担当し

ません。 

●焦げは、何か世界語になっていると言っていましたね。 

●松田 ヒーターのキャビテーションというのは、バーンと発泡するときの圧力で、船のスク

リューなんかに穴があくのと同じですが、腐食じゃなくて機械的な力でヒーターに穴があいて

しまうのです。それが私のやったキャビテーション。それともう一つはコゲーションという焦

げ。キャビテーション、コゲーション、あともう一つ、何とかションというのがあった（笑）。 

●そのキャビテーション、ヒーターの断線というか寿命の問題で、もうちょっと詳しく教えて

ください。グループへ入ったときにその問題は既にあったのですか。 

●松田 ええ、もうありました。もう全然もたないと。 

●それはプロジェクトが始まるときに、松田さんのアイデアというのはもう採用されることに
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決まっていたんですか。 

●松田 いや、まだ決まってないです。いろいろ模索していたんです。私も最初はどういう材

料とか膜の構成、厚さとか。それでクリーンルームに入って、スパッタリングとか蒸着とかそ

ういうことを繰り返して、膜の材質、つくり方の研究ですね。それこそスパッタリングの条件、

圧力とか。膜の材料はあらゆる材料に近いです。特にキャビテーションに対する薄膜という研

究はもともと世の中にないですから。半導体でパシベーションという空気とか湿気を通さない

とか、そういう膜の開発とか半導体の絶縁とか導体とかはありますが、機械的にバーンとはじ

けるものに対してもたせるという材料は当然研究もされていなかったんです。あらゆること、

あらゆる材料をやりました。それでどういう傾向のものが強いということを見つけ出して、実

はタンタルという材料が非常に強くて、それを表面に形成してやるというので成功したんです。 

●そのときは、目的のために幾つかのアイデアが出てきますよね。これは皆さんを競争させる

のですか。ではなくて、１人の人がいろいろ全部当たっているのですか。 

●松田 どちらかというとチームで、そういう意味では競争というよりもチームリーダーがい

て、いろいろなことを。それぞれの分担を決める。もちろん熱的な問題、熱伝導、熱の時定数、

どうやって冷えるかという問題、今度は膜の伝導度とか厚さの設計上非常に大きいわけです。

それと泥臭い話では、薄膜は今のディスプレイもそうですが、欠陥とかごみとかそういうもの

が１カ所でもあれば、そこからインクがすっと入りますから、あっという間に溶けてしまうと。

タンタルは実は非常にいい材料で、その後、ＨＰさんはそれをすぐに採用しました。これいい

よって教えましたから（笑）。 

●それはキャビテーションであるということはすぐわかったんですか。 

●松田 キャビテーションであるということは私自身が発見したのではなくて、その前に 77

年から遠藤のところでやっていた人間が、どうもこの穴があく現象はただの腐食じゃない、機

械的なものだろうということで、キャビテーションという現象に違いないと。検証はされなか

ったんですが、違いないと。その後、ＨＰさんとも交流して、圧力とか衝撃波とかいろいろセ

ンシングして確かに間違いないということで、キャビテーション現象と。 

●そのキャビテーションを簡単に説明していただきたい。キャビテーションというのは何です

か。 

●松田 液体中で泡がはじけてつぶれる時そのときにものすごい力の衝撃波が生じるんです。

部分的に微少ですが、これは何千気圧というような。そのために、衝撃で表面の分子がはがさ

れてしまうんです。 
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●分子がはがされてしまう。 

●松田 ええ、はがされてしまう。腐食というのは化学反応で溶けていきますよね。そうでは

なくて機械的にはがれていく。 

●機械的にね、エロージョンじゃないの？ 

●松田 そうです。エロージョンという現象です。だから、私は電気防食をやっていたので、

スクリューで起きるのは、スクリューで泡が立ちます。泡がはじけるときにスクリューに穴が

あいてしまう。スクリューは主に真鍮（しんちゅう）などの合金を使っています。そのもの自

身も当然、塩水の塩の中でやられるのですが、そのキャビテーションで、本当に細かい虫が食

ったような穴があいていくんです。そういう現象が起きるのです。エロージョンとコロージョ

ンの繰り返しと言っているんですが、コロージョンというのはいわゆる腐食。そのヒーターで

起きていた現象はエロージョン、機械的にはがされてしまうということだったんです。 

●食われていっちゃう。 

●松田 ええ、食われていっちゃう。もちろんそれだけではない、腐食はもちろん起きるんで

すが。 

●じゃあ非常に似た問題。 

●松田 そうですね。まあ、そういう意味ではそうかもしれない（笑）。 

●それを解決するのにどういうご苦労があったのですか。 

●松田 それは苦労といっても、あらゆる材料をとにかく、いま言った実験と、物性値ともち

ろん文献等で調べて試行錯誤ですね。試行錯誤というのは、物性値だけではセレクトできず、

つくっては試験をして、どういう傾向かというのを繰り返していった。特にタンタル層という

のをつくったのですが、タンタル層とヒーターの間、今度は両方とも導電体ですから、コンデ

ンサーのような、間の絶縁層は非常に重要ですが、その絶縁層材料にはものすごく苦労しまし

た。 

●私はものづくりの企業にいなかったので経験がないのですが、キヤノンさんの場合は、そう

いう新しいアイデアが出て、対外的にはそれは機密ですから漏れないように、自分たちでみん

な加工して、そういう工作部門みたいなものはあるわけですか。それとも、どこかの下請業者

に出すのですか。 

●松田 機械的な組み立てとかはやっている部門はあると思いますが、バブルジェットに関し

ては、ほかもほとんどないです、全部自社で。 

●ほとんど自分たちがやっているんですか。 
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●松田 そうです。もう全部やっていました。 

●いわゆる開発の正体というのは試作の段階が長いわけですよね、模索して。すると、その試

作をしては評価する、試作をしては評価するということをやられたわけですね。 

●松田 そうですね。 

●タンタルがよさそうだというのは、どういうときに、どんなふうにわかったのでしょう。 

●松田 それはやはり比較評価していて、耐久試験をして、一番寿命がもつものを絞り込んで

いって、それであると。それから当然、膜のつくりやすさ、製膜装置を含めて、それも大きか

ったです。タンタルもさることながら、今思い出すと、その下の絶縁層は非常に苦労しました。 

●それはどんな問題があったのでしょうか。 

●松田 これは、例えば酸化シリコンなんか、絶縁層として普通用いられるんですが、ヒータ

ー表面は数百度、600 度ぐらいに上がります。当然、ヒーターに電気を通すための配線がある

のですが、その間のストレスで上の薄い絶縁膜にクラックが入ってしまうのです。で、インク

が染みてきてしまうということで、これは腐食ですが、そこで全部断線するという問題があっ

て、絶縁膜をいかに完壁な絶縁膜にするかということには相当苦労しました。 

 これはある条件を見出して、条件というか、ただのＳｉｏ２、シリカではなくて、ガスを混入

するとか、その開発をしました。それはある文献等のヒントから得たのですが、それも結構苦

労しました。 

●ヒートサイクルで絶縁膜が疲労でいかれちゃうんですか。 

●松田 そうです。疲労破壊が一つあれば、だめなんです。話は変わりますが、このインクジ

ェット開発の中で、今の私が仕事として一番やったなと思うのは実はずっと後半で、1993 年か

らやった仕事です。これは 2000 年に〔Canon president award of the year〕というのをいた

だいたんです。今のプリンターに「ＦＩＮＥ（ファイン）」と書いてあるんですが、プリンタ

ー自身にＦＩＮＥというネームが。それはキヤノンではＢＴＪ技術と言っているんですが、そ

れを６年以上かけて 1999 年に製品化したのですが、その開発が今のインクジェット事業を支

え発展させたということです。 

 ただ、それまでにいろいろ経緯があって、ここではなかなか申し上げにくいけれども、私の

企業の中での開発者としての開発は大変でした。そういう意味では、技術もさることながら、

企業における新しいものの開発、それから意見が違う中でどうやっていくか、そのことのほう

がずっと重要です。それにどうやって自分が対応できていくかとか、いまだに自分自身もそう

いうことの難しさを思いますし、企業における技術というのはどうやって育つかというのは、
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１人の技術力というものもさることながら、ある立場に立てば当然マネジメントしていかなく

てはならない、あるいは選択と集中しなくてはいけない。そのことが圧倒的に、私の技術者と

しての今までの中の重要事項でして、自分がいろいろな仕事ができた、あるいはうまくいかな

かったということを決定づけているように思います。自分の中でそこの部分は非常に重要なと

ころだと思っています。 

 ただ、それは本当に「プロジェクトＸ」ではないけれども、キヤノンにいる中で語りにくい

ところも非常にありますが、どこの企業もそうでしょうが、それがかなり決定づけると思いま

す。それは上司との出会いであるのかもしれないし、トップの考え方であるかもしれない。ト

ップのちょっとした見方であるとか、そういうことであるかもしれない。そのなかで、ＢＴＪ

という、ある技術が成し遂げられたと私は思っています。今年になってやっとＨＰは、ＳＰＴ

と称してほとんど類似したものを出してきました。これはＨＰも６年かけたと。私たちは 99

年に発表していますから。彼らはそれを見て、これはまずいというのでスタートして始めた。 

●このＴは何を意味しているんですか。Ｂ、Ｊは大体見当がつくんですが。 

●松田 これは和製英語で Through です。泡が Through する、抜けると。前はノズルの中で抜

けなかったのが、今はスポンと抜けるんですよ。 

●たまたまカタログに、このＦＩＮＥという紹介があるんですが。 

●それがＦＩＮＥと言っているやつですね。 

●松田 最近そのＦＩＮＥという言葉でもっとその技術自身を、これはキー技術だから、あら

わそうよということで、プリンター自身にもＦＩＮＥというのをつけて、他社とは一線を画し

ているよということで言っているんです。 

 

ＢＪ－10 の誕生  

研究開発段階から商品、事業にするために、キヤノンはＢプロジェクトというのをつくりまし

た。Ｂプロジェクトは、プロジェクトチーフが田中宏。事務機の当時のトップです。常務だっ

たと思います。田中宏は電子写真を引っ張ってきたというかキヤノンの電子写真をつくった人

間ですが、電子写真はもう技術的には行き詰まる。次の記録技術としてバブルジェットしかな

いんだということで、全社の事務機関係のセンター所長クラスの者をほとんどみんなＢプロジ

ェクトに突っ込んだ。そこでバブルジェットをいかに大きい事業にするかということをスター

トしました。 

 その中で最初にやったのが、あのＢＪ－10 です。キヤノンもやはり、消耗品で事業を大きく
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していく上で、ディスポーザブルに踏み切ろうということで、パーマネントからディスポーザ

ブルタイプに変えました。それがキヤノンの今のインクジェット事業を大きくしたというか、

事業として成り立っていった道です。 

 そのときにどういう技術をやるんだと。従来やっていたパーマネントの技術ではコストが高

くていかないだろうということで、溝天（みぞてん）と言っているんですが、溝付き天板（て

んいた）のことで、これはインジェクションモールドで、当時は１インチに 300 近いノズルを

成形でつくるわけです。 

 穴はどうするかというと、成形ではどうしても 50 ミクロンぐらいの穴があかないんです。

それで当時エキシマレーザーというのは工業的に実用化されていなかったのですが、本当にこ

れを工業的に量産化、実用化したのは、恐らくキヤノンが最初だと思います。エキシマレーザ

ー技術でこれはあくぞということで、ポリエーテルサルフォンという材料にエキシマを当てて

ノズルをあけた。それで大量産ラインというのをつくり上げたんです。まあ軍艦のようなライ

ン、それで大量生産をスタートして、ＢＪ－10 が最初に成功した。キヤノンが本当に何千億と

いうこの事業で成し遂げられたスタートが、そこだった。 

 そのときには、遠藤が率いていた研究開発から、田中が事務機で率いていたところに変わっ

て、ディスポーザブルに変えて、生産方式を全部変えて、そういう意味ではトップの人材もが

らっと変わって、もう一回事業を本当にやるんだという出直しだった。本社の研究も、事業か

ら複写機をやってきた人間とか、ほかの人間が来て、そのときの文化のあつれきはすごかった。

だけど田中は田中軍団といって、とにかく精神の考え方、風土から変わらなくちゃいかんと。

絶対に研究所のこの体質ではモノにならないということで、そこから事業と研究、研究開発の

違いというものを、当時、製品はもう出していたんですが、だめだということで徹底的に変え

られたというか、変わりました。議論に議論あるいは戦いでした。 

 製品をやっている設計をしている部隊と、開発している部隊、研究している部隊の考え方の

違い。それからあとは製造している人間。当然、物をたくさんつくっていました。例えば電子

写真のトナーカートリッジとか感光ドラム。そこの人たちはバブルジェットの技術は全く知ら

ない。入ってきて、量産とは何かと、そういう視点でしか来ないわけです。「おまえ、わかっ

てないな、量産は違うぞ」と。トナーをこねるのと違うんだと。こんな微細パターン、ＩＣ産

業だぞと言って、もう視点が全然違う。そういったってこれじゃあ、このやり方でこの歩留り

と。もう言語からして、違う。私たちは「歩留り」、彼らは化学屋さんだから「収率」と言っ

ていました（笑）。そういう文化の違いもあって。もうとにかく田中というのはすごい、どち
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らかというとカリスマ的、統率する人だったので、まずそこから変えるぞということでやって

いきました。それが今の事業のスタートです。 

●いろいろとお聞きしたいのですが、時間も迫ってきたので、ここまでで……。 

 

ＦＩＮＥ（ＢＴＪ技術）の開発へ 

●松田 実はスタートでちょっと、一つ大きいことがあるんですが。 

●そうですか。ぜひお願いします。 

●松田 それで大成功したんです。キヤノンはほとんど日本の市場では独占状態に近かったで

すね。そういう意味では事業的にはおぼれたというか、もうこの技術でキヤノンは延々と勝つ

んだと思っていたところに、1997 年にＥ社さんが、フォトが出るようなプリンターを出してき

た。キヤノンは、もうＥ社さんはとてもピエゾでなんか出てこられるはずがないと。もうこの

バブルジェットはすばらしい技術と思っていましたし、実際にウナギ登りで成功していました。

それで当時はＨＰが敵だった。ＨＰは先ほどのＳＯＨＯビジネスということですから、フォト

ということに対して視点がない。キヤノンもなかった。ＨＰ、ＵＳ市場、だからＳＯＨＯとい

うことですね。カラーＯＡということで既にカラー化していましたが、そっちで絵というもの

なんかに関心がない。 

 私は美しい絵をプリントできることが本当に必要な技術だというふうに思っていたんです。

ただ、それは非常にニッチで、そんなものはもうからない。というのは、デジカメもまだほと

んど出ていない時期ですから。ということで非常に難しかった。 

 今のＢＴＪという技術は、写真のような、今までの技術とは違って一つ次元の違うレベルの

プリントができるという技術だったんです。それをやらなくちゃいかんというので、片方で私

はそのときもうヘッドの関係のコンポーネント開発センターの所長だったのですが、その前か

らそれをやらなくてはいけない。ただ、それはキヤノンの中では必要ないという判断でした。

ですから、そのリソースを割くのに、トップを含めて非常に大変でした。それが私から思うと、

出おくれてしまったところです。 

 ただ事業は大成功していますから、ディスポーザブルがライン展開、いろいろな工場、キヤ

ノンのここだけではなくて海外も含め何ヶ所かで展開していました。したがって私から見れば

失うものがものすごく大きい。違う立場から、失うものが大きいわけです。変えてしまえば、

それは全部不要な資産、ヘッドは全く違う方式で製造するわけですから。 

 ということで、私のやったのは全部ＩＣと同じフォトリソグラフィー技術を採用。先ほどの
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インジェクションではなく、フォトリソグラフィーで全部やり遂げる。組み立て技術を使わな

い。それでなくては高精度にはできないということで、先ほどのバブルスルーというのは原理

なんですが、それと同時にヘッドをつくる技術が、薄膜のヒーターをつくってＩＣも当然つく

る。その上に、全部ノズルも一緒につくり込んでいくという技術で、どこもやっていない技術

だったんですが、それによって異次元の絵が出るようなすばらしい高精細なものができるとい

うことで。 

 ただ、物もなかなかできてないですし、なかなかそういうニーズが、キヤノンとしてもなく

て。その結果、やはりエプソンが出てきて、２年ぐらいでシェアがガーンと一気に落ちちゃい

ました。やはりキヤノンの中で何とかしなくてはいけないという声が出始め、本格的製品化が

スタートします。 

 ただその前に、事業はぐんと上っていて、私もその上っているときの設計センターの所長で

もあったんですが、こっちをやっとかないとだめだということで、ずっと言っていたのですが

……。ただ、これはなかなか認められないということでした。じゃあ、その技術をやるならば、

もう事業から出て本社でもう一回研究としてやり直せということで、本社に記録技術研究所と

いうのを設けて、そこの所長をやれと。新たな組織をつくるから、そこで研究からやり直す。

事業のほうは今のところでもうこれだけ展開しているんだから、やっていくよということです。

どうしたかというと事業から外れました。４年ぐらい外れたかな。 

●外れたのは何年ですか。99 年にＦＩＮＥ、エプソンが出てくるのが 97 年。 

●松田 98 年ですね。98 年の７月に私は記録技術研究所の所長になっていますから。2002 年

までですから、４年間です。玉川事業所というのが、事業をやったときのインクジェットを展

開した場所だった。じゃあもう一回出直してやるというので、平塚に戻りました。平塚で拠点

をつくるぞということで。ところが、今度は、平塚は既に他の開発で人がいっぱいいるので、

何で入り込むんだといわれる。場所の確保なり、クリーンルーム一つつくるのにも大変でした。

だけれども、ここで出直して絶対にこれをもう一回、事業の立て直しのキー技術にするという

ので頑張ったんです。 

 研究所設立から２年ぐらいでもう、これはいけると見えてきた。事業部のほうでもいろいろ

な見解がありまして、その中で、この技術がないとやはり勝てないぞと、立ちいかないぞとい

うので、それを理解した人間がいて、これは研究所でやっているけれども、自分たちで使いた

いんだということで、自分たちの事業の中で展開していた今までのヘッドの技術を採用しない

で、記録技術研究所で１回出したその技術を使っていこうという意見も出て、二つ対立が起き
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た。そして新しい技術を使う製品を一つ事業でつくってくれたんです。それが大ヒットして、

今はキヤノンのインクジェット製品は 100％この技術になっている。それからウナギ登りで今

度はシェアが伸びてきて、去年、日本市場ではナンバーワンに返り咲いたのです。一時は 20％

台のシェアまで落ちてしまいましたが。 

●それがＰＩＸＵＳ（ピクサス）ということですか、今おっしゃっているのが。 

●松田 ＰＩＸＵＳというのはプリンターの名前なので、エンジンではＦＩＮＥという。 

●このノズルはそのときにどうやって設計しているんですか、この穴。この９ミクロン、この

成形はどうやったんですか。 

●松田 それは半導体と同じで、フォトリソグラフィー、光で。感光性の…… 

●先ほどのエキシマレーザーではなくて。 

●松田 ええ、違います。ＩＣ製造に使うステッパーとかを使っています。半導体プロセスを

使ったＢＴＪの開発は、その感光性材料から自分たちで開発しているんです。それと、実際に

はそれを事業にもっていくその苦労がやはり私の技術者として成し遂げられたところでもあ

ります。あるいは製品としては出遅れてしまったなと、もっと早くなぜできないのかという思

いもある。今現在でも新しい技術なり、そういうものは幾つもあるんですが、それが本当に製

品なり事業なり、みんながそれをやっていこうという方向になることとは、必ずしも同じでは

ないんです。 

 だから、技術はサイエンスであるけれども、一方で人間がつくるものなので、これをものに

するというのは、サイエンスじゃない部分がかなりの部分だなと。要するに人間がつくり上げ

るものだと。それは人間の心、心の部分だなというのは本当にあります。心というのは当たり

前ですが、技術を強くすると同時に立場とか人生観とか、人間ですからいろいろあります。や

はり人間の個性とか、それをどうやってマネジメントしていくかということで技術が育ったり、

育たないこともあるし、あるいは人間の関係ですから、いろいろな考えを持つ人たちの運もあ

る。 

 今思うと、モノが成功するか、しないか。もっとできたんじゃないかとか、あるいはあそこ

でうまくできていなければ、この支援者がいなければこの技術は、技術としてあっても、世の

中に出てこなかったとというようなことが多々あるなあと思います。私はいつも「夢・挑戦・

粘り」と言っています。 

●ＦＩＮＥをつくられるときの庇護者という方はおられたんですか。それとも、まだそのとき

は……。 
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●松田 なかなか（笑）。今の事業に携わっている方が多いから言いにくいですが。トップか

ら指示が出ておりた仕事ではないので。トップは今の事業を抱えているわけですから、失うも

のも多いし、それから伸びていますから、当然そういう技術は必要だろうと。だけどそれを、

今を否定してまでやらなくちゃならないというものでも……。それはやはり危機的な状況が見

えて、これはだめだぞとなって、それからです。 

 この間もちょっと見直していたのですが、この技術を 99 年に最初に発表したときに、アメ

リカの『The Observer（オブザーバー）』という雑誌に、私が考えていたことと同じことが指

摘されています。なぜキヤノンはこんなすばらしい技術を知られざる理由により、安い主流の

機械に展開しないんだという疑問。それまでの技術に対して実は当時酷評されていまして、キ

ヤノンはこのままこのインジェクションの技術をやっていたのでは、３位、４位に転落してい

くのも間近だろうと。当時はシーラカンスのような技術だとまで酷評された。だけど事業の中

にいる人たちは集団で進んでいますし、それぞれ、改善もしていっているので気がつかないん

です。これで勝てるぞと。そんなに失っていくとは思えないのです。 

●今度は松田さんご自身が、夢・挑戦ということで、このプロジェクトを粘りでやられた。 

●松田 そうですね。そういう意味では私がやっていく上では、本当に必要なのかとか、ある

いは否定との戦いですね。こんなもの成り立つはずがない、あるいはちょっと本質的じゃない

問題が出ても、これはその技術の本質的弱点だろうというような議論になって、技術というの

は本当にサイエンスであるけれども、同じ判断ができるものではないということです。それを

痛切に感じているし、どこの企業もそうでしょうが、大変なところだと思います。 

 

キヤノン・スタイル：研究開発のマネジメント 

●でも、こういうふうにキヤノンさんが新しいプリンターに関連して、新しい技術を次々ブレ

ークスルーされていくという、そのもう一つ後ろに何か理由があるのではないかという気もす

るんです。つまりどこの企業でも大きくなると、どうしても新しいものを排除する力がより強

いわけですが。 

●松田 その意味では、良いか悪いかは別として、先ほど言った記録技術研究所というものを

事業から切り離してしまった。それは私にとっては、事業の中で早くこれを置きかえていくと

いうことを考えていたのが、もう一回、組織的に違うところで違う視点で見ることとなった。

当然トップも違います。そのときの研究開発本部長というのは高橋（通）という者がやってい

ましたが、視点も違う。事業とは異なる研究開発のトップの視点でＢＴＪをやっていくぞとい
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うことで、研究開発本部の庇護の下にトップの支援を得て開発が進められたわけです。事業の

中でやろうとすると、今の事業が持っているものと二つあるわけですから、なかなか苦しい。

そういうやり方が成功したかもしれないと思います。 

 それから先ほどのＩタスクそしてＢプロジェクトの経緯を見ていると、やはり組織のつくり

方、プロジェクトのつくり方で人間の進む方向や考え方が変わるというか、そういうことが成

功しているかもしれない。ＢＴＪの開発と成功も事業の中にいたらつぶれているというか、成

し遂げられなかったかもしれないと思っています。 

●そういう意味では、研究所とかコンポーネント開発部門とか、そのたびにうまく組織を入れ

かえておられますね。 

●松田 そうですね、非常に流動的ですね。今もそういう意味では流動的に、私も自分でも思

い出せないぐらいにしょっちゅう変わっている（笑）。固定的でないというのは、一つはやは

り人心とか、あるいはトップがかわるということは見方を変えますから、いつまでも同じとこ

ろだと、ある考えでいってしまえばもう固定的にそこだけになるし、ということはありますね。 

●それと、中での競争みたいなものが一つのエネルギーになる。 

●松田 そうですね、それもある。 

●我々はこの聞き取り調査では、安易にその庇護者という言い方で、この研究をするのにいろ

いろな苦労があったときに、だれかがカバーしてくれただろうと言ったんですが、今のお話を

伺っているとちょっと恥じるところがあって、逆に庇護者はつくるものだという逆転の発想に、

100 人目に近づいてやっと（笑）。 

●庇護者はおられたんだけれども、最後はまた、ご自身が庇護者になられるという。 

●松田 そういう意味では研究開発本部に行って、そこでは研究開発本部のミッションから、

事業から離れてこれを成し遂げようとしたということでは、トップがその位置に立てると。事

業の中では、今やっていることがあれば、やはりそっちに対して注力する・・・。そのときの

事業は斉藤というトップですが、今の技術を否定していたわけではない。技術の議論の中で、

トップはその技術自身は非常に重要だ、ただ、今の事業の展開の中では一回外へ移そうという

ことで決断されたわけです。最初の製品を出しプロモートされたのも、そのときの事業トップ

ですから、そういう意味ではそれを否定していたわけではなく背後から支援されていたわけで

す。 

●そういうところで、やはり組織マネジメントの技術というところに、ある部分ではキヤノン

さんの研究開発のマネジメントというか、秘密があるみたいですね。 
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●松田 それは大きいですね。 

●企業文化かもしれない。 

●松田 私はインクジェットしか携わっていないので、ほかの事業が同じ体質、風土ではない

ので必ずしも言い切れませんし、ほかの企業もそんなに知っているわけではないですが、キヤ

ノンの特徴はやはり組織の流動性が結構大きいですね。固定的にならない。中にいる人間にと

って変わるということは非常にストレスになりますが、ただ、変わるということは変えざるを

得ない。考え方とか人間関係とか、上あるいは部下とも変わるかもしれないというところで、

そこが大きいですね。 

●今、キヤノンの中の売り上げ構成比というのは、カメラものというのはもうほとんど今は、

非常に小さいんですか。 

●松田 売り上げ比率は大変大きいです。 

●まだ大きいのですか。 

●松田 まだというか、一時ものすごく小さくなったんです。インクジェットのほうがずっと

上になったんですが、デジタルカメラへのパラダイムシフトが大成功して、カメラは再び大き

い主力事業としての部分を占めています。 

 

開発者としての信条と若者へのメッセージ 

●最後のくくりのところで、先ほど夢・挑戦・粘りという言葉も出ましたが、ものづくり、研

究者あるいは技術開発についての信条、フィロソフィーというようなところをお聞かせいただ

ければと思います。 

●松田 「夢・挑戦・粘り」というのは私の一番の信条です。要するに開発者として夢が持て

ないような仕事をしていけないし、夢も部下にやはり描かせるというか、そういう職場じゃな

いと生まれないなというのが、まず第一です。それがモチベーションというか、自分が本当に

技術をやってみようということの根源だなと。その大きい夢があればあるほど楽しいし、ここ

に自分は向かっているんだと。それが与えられたものであるとか、これをやれよというだけで

やったのでは、それは面白くない。 

 次に大事なのは、やはり挑戦です。夢とのギャップというのは、大きい夢であればあるほど

ギャップが大きいので、それに向かって絶対にやってやろうという挑戦。意外とそれは簡単な

ようで難しいなと思います。 

 それから、それを実現する上では粘り。これが今度は一番大事で、この粘りというのが簡単
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なようでものすごく大変なことです。土光（敏夫）さんの言葉が非常に好きなんですが、彼は

執着という言葉、要するに成し遂げようと思ったら、何が何でも絶対成し遂げるという執着心、

私は粘りという言葉で言っていますが、それがない限り絶対成し遂げられないし、それを成し

遂げたときに初めて人間が成長するというか、次のものを生み出すことができると。やはりそ

ういうことをやらない限り、成し遂げられない限り、その人の成長はないと。人間としてそこ

まででおさまってしまう。その粘りのところは性格とかいろいろあるけれども、一番重要だな

と。部下の育成ということは私はすごく重要だと思って、夢と挑戦という課題、何に挑戦すべ

きかというところはいつも思っています。で、心がけています。 

●これは調査自身が若いこれからの人たちへ向けて、特にものづくりという視点に立ってとい

う、そこへの先達としてのアドバイスというか、提言みたいなことをいただいているのですが、

ニートと呼ばれている時代ではありますが、そういう方へ向けてのメッセージということでお

願いします。 

●松田 それは難しくて、この間、大学に７月だったか、呼ばれて、どういうキャリアで自分

はやってきたのか、就職する学生に話してくれということで講演しました。教授が期待してい

たのは、こういうことを勉強して、こうやれよということだったのでしょうが、私の今の歩み

をみても、偶然とか、あるいは自分が思っていない方向に行くということで、そんなに偉そう

に言えることはないのです。先ほど言った粘りというか全力投球を、あるときに全力でしてい

く。私の今までの仕事の中から思うと、ずっと全力投球はできないなと。ただ、これと思った

ときには、全力投球をとにかくする。これはもう何回もありますが、当時は残業もあまり規制

もうるさくなかったので、本当に夜の２時３時、延々続いて。ただそのときには夢中ですし、

そういういろいろな状況に置かれることもある。また、人間との関係で思った仕事ができない

こともあるかもしれないけれども、自分がここだと本当に思ったときには、全力投球をするこ

とだと思います。 

 もう一つよく言うのは、これはものづくりという視点では直接関係ないですが、マネジメン

トする立場からですが、一つの仕事をやるときに、大学などの研究者、学者とは異なり、企業

でやるときには集団で仕事をします。集団でやるということはやはり人間同士が動くというこ

となので、その中で私がいつも思うのは人間の多様性です。人生観もそうだし、家庭も違えば、

いま抱えている問題も違うと思います。例えば病気の母がいれば母のことが心配で、これをあ

したまでやっておけといっても、重要性をどういうふうに置くか。そうではなくて、一方では

今おれはこれだと、そのときの仕事に燃えている人もいるでしょう。それに一律に、ある指示
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を出してプロジェクトを成し遂げていかなくてはいけないので、人間の多様性あるいはもっと

大きな価値観ですね。私は金もうけで企業で仕事をしていればいいんだという人もいれば、違

う人もいるでしょうし。 

 多様性を認めるし、自分も多様の中の１人だから、一般論で自分をこうだと位置づける必要

はないような気がします。それから、マネジメントしていく上では多様性ということをいつも

思っていないと、自分の視点で引っ張れているとか、いこうと思っても、必ずしもそうではな

いと思っています。 

●多様でありながらも、ある方向に絶対に向かっているというところがありますね。 

●松田 ええ、そうです。よく朝会なんかでも皆の前で言うんですが、聞いている人々は多様

で、それぞれ違うことをそのとき、その場では考えていたり、人生観となるともっと違います。

その中である目的、プロジェクトならプロジェクト、その部分にいかに向けていくか、それが

マネジメントするときに重要だなと痛切に感じます。ただ多様性を認めていって、それぞれを

伸ばすということをやらないと、逆に良い風土とか、社内での意欲というのは非常に失われて

しまうなと思います。 

●多様性の中で成長されてきたというのが、ある部分ではキヤノンさんなのかもしれないです

ね。 

●松田 ものづくりという面では先ほどの執念、本当に執着ですね。もうこれと思ったら、執

着してやっていくということで、必ず突破できると思います。１人でなくても何人かでそれを

やっていけば、不可能が可能になる。「Make it Possible with Canon」（笑）。まさにそうです

よ。 

●with him で？ 

●with me とかって（笑）。 

●松田 昨日も全体朝会があったんですが、要するに何か課題、挑戦するもの、それを見つけ

たら、それは、必ず成し遂げられる。成し遂げてやる。それは原理的に不可能であるというこ

とを除けば、必ず。こういう問題があるから、これはできないというのではなくて、じゃあ、

その問題をどうやって解決するかです。それは自分１人では、今すぐには、できないかもしれ

ないけれども、それに向かった途端に解決できていくんです、これが不思議なんですが、本当

に。それはもう経験からそうですね。原理的に不可能なものは無理だけれども、そうじゃなけ

れば、いろいろな問題、山積みのものは１人の知恵でいかなくても、集団でやればうまくいく

ものです。 
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●射程を向けさえすれば。 

●松田 そうです。この間も一つありましたが、課題認識さえしっかりとしてやれと言えば、

生み出していくものだなと。よくもできたもんだと思う結果が出てくる。そういう意味では、

ものづくりの視点では執着心というか、課題を明確にしたら、それに対して絶対に成し遂げて

やろうと。１人じゃなくてもいいんです。何人かでやると知恵がまた、知恵を生んでやり遂げ

ていくものですね。そうしなくては、やはり 20 万円のプリンターが 2 万円にはならない。そ

のときにどんな頭がいい人も、絶対にこれを 2万円にできる手法なんて見つけられるはずがあ

りません。 

 それは時間が解決したのではなく、それぞれのいろいろな企業の人の知恵とか、リソースが

そこに向かうわけですから。それほど大きい問題でなくても、ものをつくっていくときには、

そういうことが成し遂げていく原動力です。要するにやろうと、成し遂げようと。あきらめち

ゃいけない。こんなものできっこないよと。すると、そこでもう、とまっちゃいます。敵を見

ても同じですね。やってみようと挑戦されれば、それは怖いです。だけど、あきらめた途端に、

喜びますね。 

●そうですね。投げ出さない。どっちでもいいよと、すぐ投げちゃうから（笑）。 

●本当はＢＴＪのところをまたお聞きしたいというか、本当は後編をまた改めてインタビュー

したいなというところを感じているんですが。 

●それは時間が解決する。また一度お呼びして。（笑） 

●松田 私が〔Canon president award of the year〕をいただいたのもその技術ですから、

そこのところが一番、私の技術者としての後半の山でもあったんです。前半も非常に事業化に

苦しんだ時期ですが。 

●それにすべてを尽くされているなという感じでお聞きしました。 

●本当に幼少期の絵心が今のビジネスにも繋がっているなという気もします。 

●御社の製品の見方が、ちょっと今日から変わったような気がいたします。本日は本当にお忙

しい中、貴重なお話をいただきました。 

●松田 いえいえ、もうまとまらない話で。 

●本当に楽しいお話でした。 

―終了― 
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透過式全熱交換器（ロスナイ）の開発 

吉野昌孝氏 

 

１．ロスナイの技術的説明 

○自由な発想の開発ができる三菱電機中津川製作所 

●吉野 吉野でございます。よろしくお願いいたします。今日は遠路からお見えいただき

ありがとうございます。私どもの野間口社長が特に中津川を指定されたということで、皆

様にお見えいただき真にありがたく思っています。厚く御礼申し上げます 

さて、実はここに一冊の本（題名：もう一つのサクセスフル・三菱電機中津川製作所の場

合）があります。三菱グループについていろいろ紹介したものです。三菱グループの中か

ら一つ三菱電機を選び、さらにその中から中津川製作所が選ばれ、2～3 年前だったと思い

ますけれども専門の方、取材の方がお見えになり、これに随分いろいろなことが紹介され

ています。 

その中のひとつに「恋人ロスナイ」という項目があり、そこにこういうふうに書いてあり

ます。「特に熱エネルギーを逃さない換気扇の開発を指示された」と。「Ｂさんが指示され

て一生懸命考えた」………と。 

大変口幅ったい言い方ですが、このロスナイは、決して指示されたり、命令されたりし

て作ったものではございません。私がひとりで考えて世界で初めて作ったと自負させてい

ただいておりまして、実際はその記述が間違いだということです。この中津川製作所とい

うのは、いかに自由に開発ができる製作所であるかという、そういう風土を持っている工

場であることをまず申し上げたかったのです。 

○ロスナイの原理模型 

 さて、ここに一つこんな模型を持

ってきました。この模型に矢印が二

つ書いてあります。これは、きれい

な空気と汚れた空気ということを表

しております。この二つの空気をエ

レメント(熱交換器)の中に入れて、

いわゆる熱回収しながら換気するこ

とができるのです。 
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これは、昭和 44 年１月 21 日、私が設計の机の上で、自分で手作りした紙細工の模型で

す。「換気忍法」とも書いてあります。何で換気忍法かといいますと、いわゆる換気扇とい

うのは暖かい空気を全部戸外へ逃がしてしまうということで冬回すと寒いですし、夏回す

と冷房を損なってしまいます。冬回しても寒くない換気扇、夏回しても冷房を損なわない

換気扇、そういう夢のような換気扇ができないかといつも思っておりましたものですから、

すなわち忍術のように換気するということから、この「換気忍法」と書いてみたわけです。

もうこんなに古くなってしまって、壊れてなくなってしまうのでということで、工場の試

作の班長さんがなくならないようにアクリルでケースを作ってくれました。 

○和紙を用いた全熱交換原理の仕組み 

 実は、私はここに 1 枚紙を持ってまいりました。この紙は、いわゆるロスナイの原紙で

す。紙といいますと熱が伝わらない、熱の不良導体というのが紙の特徴です。その熱の不

良導体の紙が何で熱交換器になるのか。このように両手で紙を持ちますと、私の左の手か

ら右の手に熱が伝わらない、いわゆる熱の不良導体です。 

ところが、これを例えば筒にいたしまして、

一方の口から、はっと息を吹いてやります

と、もう息の温かみが筒を支えている手の

ひらにすぐに伝わります。こんなすばらし

い熱の良導体はないのではないか、という

ことです。ところが、それだけだったら家

庭にあるアルミホイルの方がいいですね。

アルミの方が熱伝導度はいいはずです。で

は、何で紙かといいますと、紙は熱が伝わると同時に湿度も伝わります。冬の寒い朝に窓

ガラスは露でべたべたになります。一方、和紙を使った障子は濡れません。紙は湿度を通

すから濡れないということです。そこで和紙の性質を持った素材を熱交換器に使いますと、

温度（顕熱）、湿度（潜熱）の両方を押さえた全熱交換器ができることになるわけです。 

○ロスナイ開発に至る経緯 

 まず初めにロスナイとは、どんな作用でどんなふうにして考えたかを、ちょっと時間を

いただいてご説明申し上げたいと思います。今、何でもよろしいですが８畳でも６畳でも

お部屋がございまして、ここの中を、三菱電機の霧が峰とクリーンヒーターで冷暖房して

いるとします（ホワイトボード板参照）。 
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 この中に人間がおりますと人

いきれで、ましてタバコを吸い

ますと非常にこの部屋の中が汚

れます。この汚れた空気をどう

しても外に出さなければいけな

い。昔は、すき間だらけの家で

したので、こんな汚れなんか自

然に出ていきました。 

今は皆さんの家もそうだと思

いますが高気密、高断熱の家に

住みますと汚れが出ていきません。では、一体どうするのかということです。汚れた空気

は捨てまして、同時に外からきれいな空気を入れます。いわゆるこれが本来の換気になる

わけです。ところがこれだけではまだこの創造の絵は完成しません。この部屋の中の空気、

例えば、1 メートルのサイコロの空気を考えてみますと、冷暖房機によって石油、ガス、

電気等で空気にエネルギーを与えています。冷房の冷たい、あるいは暖房の暖かいエネル

ギーが外に出てゆく、逃げてゆく。このエネルギーは、お金という形で表現できるわけで

す。ところが、この汚れとこのお金とは一緒になっておりますから、汚れだけ出そうと思

っても必然的に、このお金すなわちエネルギー分も出ていってしまいます。これは非常に

もったいない。この汚れだけ出してお金は出さない、お金（エネルギー）をこう戻してや

るには、一体どうすればいいのかということで、この中に大きなクエスチョンマーク【？】

を書くわけです。 

これでこの創造絵の完成

です。ちょっと頭のいい方で

したら 3 日ぐらいこれを見て

いますと、この疑問符が解け

まして、すなわちこれがロス

ナイだということなのですが、

私は大体 4 年ぐらいこの疑問

符の解答を考えてロスナイを

発明できました。 
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 これがいわゆる紙（和紙のような）で作ったロスナイです。冬回しても寒くない、夏回

しても冷たい空気を逃がさない。 

では一体何で熱と湿度交換の両方が要るのかということです。エアコンはご承知のよう

にドレーンが出ます。エアコンというのは、空気を冷やすだけではない、必ず水分も取ら

なければいけない。水分を取って湿度を下げて且つ温度を下げると快適な冷房になります。

例えば、普通の送風機で換気した場合を考えてみましょう。こちら（室内）のエネルギー

が 100 有ったとします。普通の送風機で換気するとここから 100 のエネルギーを全部出し

てしまい、戻りはゼロです。では熱交換器をアルミや、プラスチックで作ると、湿度交換

が得られない、つまり潜熱交換しないものだったらどれぐらいの戻りができるかといいま

すと、ここに最初の 100 有るエネルギーは変わりませんから大体 15～20%ぐらい戻ってき

ます。ほとんどの 80%ぐらいは外に捨ててしまうということです。ですがロスナイ、いわ

ゆる湿度までコントロールできる全熱交換器にしますと 60～70%ぐらいも戻ってきます。 

 それはなぜかといいますと、例えば、冷房の時を考えてみますと捨てる空気は冷たい、

その捨てる冷たい空気で外の暑い空気を冷やして入れます。しかし、アルミとか、プラス

チックですと湿度交換をしませんから、日本の夏特有のべたべたした湿度の高い空気がそ

のまま入ってきます。どうせ捨てる空気はドレーンを取られ乾いた空気です。捨てる乾い

た空気で、夏特有のべたべたした空気の水分まで取って入れてやる。そういたしますとい

わゆる潜熱処理、つまりドレーンを取る必要が少ないですから、エアコンの運転率がすご

く下がりますので、60%とか 70%のすばらしいエネルギーのユーターンすなわち節約がこ

こにできる形になりますので、これが本当のロスナイのロスナイたる所以の省エネ効果な

のです。 

○ロスナイのさまざまなバリエーション 

●吉野 何も和紙で作る、あるいは紙で作るのばかりがロスナイではございません。これ

はアルミ製熱交換器で作っているレンジ用ロスナイで、サンマの煙、てんぷらの油煙、み

んな吸わせてちゃんと外から冷たい空気を暖かくして給気するのです。お風呂場は湯気を

湿度交換して戻したら困るわけですね。湯気は外にさようなら、暖かさだけは戻してくだ

さいということで、お風呂用のロスナイは、湿度交換しないプラスチック製です。そうい

うことで、今ではロスナイといいますと、空気対空気のエネルギー交換の総称ということ

になっております。 
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○ロスナイのエレメントの作り方－東大寺正倉院の校倉作りがヒント 

●吉野 ここまででロスナイの原理は説明できましたが、では君は世界で初めて作ったと

いうが、それはどうやって作ったかということになります。何でも物には旋盤を作るには

旋盤を作る機械があって、そのまた機械を作る機械（道具）がある。次にどうやって作っ

たかお話を致します。 

 皆様にお配りしたレジメ「新製品開発の舞台裏」に書いておりますが、そこにヒントが

出ています。日本にはすばらしい建物がありまして、これがいわゆる奈良東大寺の正倉院

です。ご存じのように校倉造（あぜくらづくり）ということで有名です。この校倉造の特

徴は、拡大いたしますと、木がギザギサと組み合わされています。奈良女子大学の先生に

いろいろお話をお伺いしたことがありますけれども、校倉造の特徴は、湿度と温度が急激

に変化を起こさないということです。これはすばらしいことです。 

 この校倉造から私はヒントを得まして、

こういう木型を作りました。これは木曽

のヒノキで作ったものです。 

実はこの木型の裏に、昭和 44 年 2 月、

効果確認用エレメント第 1 号を作るため

に建具屋さんで、ポケットマネー1 万円

で作ったと書かれています。 

まだ三菱電機さんから、この 1 万円を

頂いておりません。いつ頂けるのかな、と思っているのですけれども（笑）、ですからこれ

は私の私物です。これは 5 ミリ厚さぐらいのヒノキの板を 40 数枚接着して、昔の洗濯板

みたいに表面がギザギサになっております。 

まず、これを用意します。次にケント紙という非常に質のいい画用紙を買ってきまして

－初期のロスナイのエレメントは青い色をしていました（現在は白色）。今日はわかりやす

いようにこの色のついた昔タイプのエレメントでご説明いたします－、これをカッターナ

イフですっと 5 ミリぐらいの間隔で筋目を入れます。次に裏返しにして、また、そこの中

間に破れないように慎重に筋目を入れます。そうしますと裏表、表裏に 2.5 ミリぐらいの

間隔で筋が入ります。これを交互に折りまして、それで先ほどのギザギサした木型のとこ

ろにきちんとはめ込むわけです。今ではほとんどありませんが昔は謄写版、ガリ版のゴム

ローラーがありましたので、それを買ってきて接着剤－当時化学糊のアドヘアというのを
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使っていました－を塗りますと出っ張った山のところだけに接着剤が付きます。そこに和

紙を貼りますとこういう一つのモジュールができます。 

○ロスナイのエレメント構造 

●吉野 話は前後しますが、一体エレメントはどういう構造ということですが、目が細か

いのでよくわかりにくいと言われます。特に大学の先生などご理解をいただけませんでし

た。エレメントを拡大いたしますと、まず、この第 1 段目はこういう方向に置きまして、

汚れた空気を、三角のすき間から送風機で強制的に外に捨てます。2 段目はそれに交叉す

る形で置きます。そして外からこの三角のすき間を通してきれいな空気を入れます。３段

目は 1 段目と同じで汚れた空気を外に捨て、4 段目は 2 段目と一緒にきれいな空気を入れ

ます。そうしますと汚れた空気、きれいな空気、汚れた空気、きれいな空気ということで

交叉する状態になりまして、ここで汚れた空気、きれいな空気、次の段もよごれた空気、

きれいな空気ということで、先ほどのように素晴らしいエネルギーの交換ができるという

ことになります。 

 例えば、住宅用の 10×10×30 センチぐらいのエレメントを全部剥がして並べますと畳 2

枚半ぐらいの広い面積になります。従いまして、畳 2 枚半ぐらいの広い面積の和紙の裏表

に汚れた空気、きれいな空気ということで、素晴らしいエネルギーの交換ができる形にな

るわけです。 

この白い和紙の上側が汚れた空気、下側はきれいな空気です。汚れた空気、きれいな空

気が表面裏面、表面裏面となって、これはプレートフィン型の熱交換器の仕組みです。ロ

スナイの一番大切なのは、2 つの空気をいかにうまく分けておいて熱交換させるかという

ことです。よく大学の先生が「吉野君、これは空気を中でまぜて熱交換して、そのあとど

うやって分けるのだ」と。「先生、混ぜた空気は分けられません。初めから終わりまで、混

ぜていないです。」ということで常に汚れた空気ときれいな空気、2 種類の空気はいわゆる

和紙の性質を持ったこの特殊な紙の裏表の関係にあるということです。 

 大体原理はそうなのです。こういうモジュールを幾つも幾つも、何種類も作るわけです

ね。電気メーカーですから 3 日もやっておりますと「君、何をやっておる」と。 

「君は今日も休暇だな。昨日やっていたから、昨日も休暇だな」と。1 週間ぐらいやって

いますと、これは本当の話ですけれども「いよいよ君は瑞浪行きだ」――多治見と中津川

の中ほどの瑞浪駅からバスで 10 分ぐらい行った大湫町に大湫病院という精神病院があり

ます。そこを指す――ということを言われました。 
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そういう形の中で、今度はこのモジュールをどんどん積み重ねるように接着していくわ

けですね。そうしますと、このようにできるわけです。大体 10 日ぐらいでできましたの

が、このエレメントです。世界で初めて私が手造りした ＜オール紙製の熱交換器＞ です。 

○最初に作った風洞実験模型 

これは私が何度かアメリカに行っている間に倉庫が整理されて今はなくなってしまっ

て残念です。これは

一辺が 20 センチぐ

らいのサイコロ状で

す（写真右）。これは

風の案内用風洞です

（写真左）。（右の中

央部に）これ（左の

エレメント）を入れ

まして、三菱ヘアー

ドライアーのこちら

から温風、こちらか

ら冷風を流してたばこの煙はすっと素直にこう流れます。ところが温風を入れたほうの出

口からは冷風、冷風を入れたほうの出口からは温風ですね。温風が冷風に変わり、冷風が

温風に変わり、素晴らしいエネルギーの交換ができます。これは世界初めての和紙製熱交

換器ということで、当時ほとんどの新聞、それから NHK さんの朝のテレビ等にも放映い

ただき、精神病院行きから少し引き戻されたという形が、これでできたのかなと、こんな

ふうに思っているわけです。 

 

２．昭和４５年、ロスナイ第一号発売 

○３年間まったく売れず 

●吉野 昭和 45 年に最初のロスナイが発売されました。ところが、ロスナイといいます

のは本当に売れなかったです。3 年ぐらいまったく売れませんでした。使い捨て美徳の時

代にこんな省エネを主目的にしたものを出しても売れるわけありません。それで「君はサ

ンパウロに行きなさい」となった。かわいそうだからサンパウロの駐在員にしてやるとい

うわけです。サンパウロのあの素敵な海岸を 100 メートルも歩いてみるとロスナイは忘れ



 - 322 -

るということで、君はサンパウロだと。だけど私は本社の方、今はもうお亡くなりになっ

ていますけれども小原さんという常務に――その時に私がお見せしたというわけではない

ですけれども、偉い方にそんな若造の論文なんか見ていただいていないだろうと思ってい

たのですが――ご覧になって頂いたのが、「透過式全熱交換器（ロスナイ）の新開発」とい

う論文です。これは昭和 45 年に、私が世の中で初めて書きましたロスナイの論文です。

お手元の論文を見ていただきますと、空気線図とか、それからマトリックスの数学とか、

それから熱物理とか、手前味噌なお話で恐縮ですが、それで将来まで見通していることを

ご覧いただければと思ったのです。 

○第一次石油ショックを契機にロスナイ注目を集める――「女神がほほ笑んだ」 

ちなみにお手元の資料の「つれづれ（徒然）のメモ」とあるのは、私が中津川に来てか

ら現在までのことについて、自分で昨日までパソコンをたたいて作成したものです。2005

年 10 月 15 日と書いてありますが、15 日が私のちょうど満 70 歳の誕生日なりますので、

そんな意味でここに書かせていただきました。最後の蛇足の蛇足というようなところまで

いろいろ書いてあります。これは私のミニ自分史ではございますが、大体おわかりいただ

けるかなと思いまして綴ったものです。 

 そこにも書きましたが、当時、『成長の限界』という本の中で、エネルギー有限説が心あ

る方には読まれていました。私の発明したロスナイを昭和 45 年に売り出しましたけれど

もまったく売れませんでした。 

私は自分に力がないものです

から座右の銘なんて何もないで

すけれども、「女神がほほ笑む」

という言葉が好きで、女神がほ

ほ笑む、女神がほほ笑んでくだ

さいとそればかり一生懸命唱え

ておりました。3 年たった昭和

48 年にあの第一次オイルショ

ックが勃発しました。もう皆さ

ん使い捨て美徳はどこへやら、トイレットペーパーをスーパーに買いに走った。いよいよ

これはロスナイの時代になったという形の中で、ロスナイはやっと人の目に触れることに

なってゆきました。 
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３．ロスナイ発明当初、吉野氏の３つの夢 

●吉野 そんな中で今日まで来ておりまして、この中津川だからこそロスナイが開発でき

た、育ったと思っています。社長賞１0 万円しかいただかないという少しうらみ節もあり

ますけれども（笑）、三菱電機というのは非常にありがたいところだなと思います。辞めろ

とどなたもおっしゃらないので 70 歳まで勤めさせて頂いた。ロスナイを 40 年ぐらい前に

発明したのですが、その時に夢が 3 つありました。このロスナイのエレメントを 1 個でも

多く地球の皆さんにお使いいただきたい、これが 1 つ目の夢ですね。2 つ目の夢はこれを

世界の特許にしたいということ。それから 3 つ目の夢は、とにかく国家規格にしたい、JIS

にしたい。この 3 つの夢をもちました。 

○第二の夢、ロスナイを世界特許に 

●吉野 まず、特許のお話を簡単にします。ロスナイの特許は、決して形とか紙で作って

いるというものではまったくありません。何が基本特許かというと、ここに仕切り板があ

ります。この仕切り板は温度をよく伝える（伝熱性）、湿度をよく伝える（通湿性）。伝熱

性と通湿性を有する仕切り板において、一方から他方へ温度と湿度、すなわちエネルギー

が移る、これがロスナイの基本特許です。従来学問の中に、温度と湿度が同時に同じ方向

へ移るというものはなかったのです。これは物理現象的になかったそうです。ですからロ

スナイというのは発明ではなくて発見じゃないかと、リンゴが落ちて万有引力とまではい

きませんけれども、発見ではないかと考える人が多くおりました。 

○Ｎ社さんとの９年にわたる特許係争 

 国内の特許は非常に苦労いたしました。N 社さんがロスナイを売って、といってきた。

うちの本社では N 社さんになくて三菱にあるのはロスナイだけだから売らないと。もうそ

うしましたら先方は非常にお怒りになりまして、「よし、ではロスナイの特許をぶち壊して

やると」。N 社さんがその時に、そこから遡って 65 年前の世界のその種の特許を調べて、

その中からエキスを特許庁さんにぶつけたわけです。特許庁さん、ロスナイなんて特許じ

ゃないじゃないかと。 

特許には審査、審判、裁判とあります。その審査で負けてしまって、いよいよ審判にな

りました。裁判までは大きなメーカー間の場合はほとんど行きませんね。審判になりまし

て、特許庁さんの当時まだ暗いレンガづくりの地下室みたいなところに連れていかれまし

た。審判長、それから審判官さん 2 人、3 人向こうで、私はその時本当にお上というのは

怖いなと思いました。いきなり「三菱さん、この紙細工の何がロスナイで、どこが発明な
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のか言ってごらんなさい」とこうですね。もう震えながら、私は本社の若い道案内の方と

2 人で行ったものですから、後ろを見てもその方しかいないものですから（笑）。 

 ちょうど 6 回通ったと思います。1 カ月に 1 回ぐらいずつ質問とかいろいろと頂いて、

その 6 回目、今日が最後だと思った時に審判長の方が「もう貴方には負けたわ。よくわか

った。世界のどこにもこういう思想はないですね」と。 

温度と湿度が同時に変わるという思想は、N 社さんの調べた中にもどこにもなかったの

ですね。ところが「君の特許は、特許請求範囲の書き方が非常に下手だね。面白くない特

許の請求範囲じゃのう、君のは」ということで、ここの最後から 2 枚目のところにそれが

添付してありますが、私が一番初め出しましたのがその上の長四角の中に書いてある文章

に通じてあと左側に下がったところですね。補正文書前のものということです。それを審

判長さんがご自身で「一次気流と二次気流と中断することなくそれぞれの保有する温度と

湿度を同時かつ連続的に」とこの辺が一番いいですね、それをご自身で書いてくださった

のです。それで「これで出しなさい」と。ありがとうございますということで、押し頂い

て、それをまたちゃんとした書類にして、特許庁さんに出しましたら、今度は甲種合格に

なりました。 

それでＮ社さんと 9 年間争った特許戦争（係争）に勝たしていただくことができました。 

○海外特許取得でも一苦労 

 それから海外特許は、これまた本当になかなか申請すらしていただけませんでした。 

まず中央研究所（現先端技術総合研究所）に中津川製作所の所長名で研究依頼をしました。

所長名で出してみましたが研究所からはロスナイのこういう現象は起きないから、この研

究は受けることができないと返事が返ってきました。ですから私は常にこの模型とヘアー

ドライアー二つを、“東京ぼん太”の唐草模様の風呂敷―当時は唐草模様の風呂敷がトレー

ドマークの“東京ぼん太”が流行っていた―に包んで背負いまして中央研究所まで行きま

した。そこで実演しますと一も二もなく、「よし、やりましょうと」。また、本社の特許部

さんに行った時も、「こんなのだめだと。（先進七カ国の特許申請には）数百万円もかかる

のに君は何をと。中津川でそういう現象が起こったって、特許にはならないのだ。唐天竺

とは言わないまでも南極に行ってもそういう現象が起きないとだめなので、これはだめで

す」と言われました。そこで、せっかく持ってきたので見てくださいということで持参し

た模型を使って一生懸命実験して見せました。たばこの煙を流しながら実験したら本当に

皆さんびっくりした。 
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 それで海外特許もいよいよ申請してもらいまして、日本を入れて世界７カ国の特許を申

請されました。最後まで特許が通らなかったのはアメリカ特許でした。もうあきらめよう

と、いいじゃないか、紙細工はアメリカ人には理解されないのだからわかってもらえない、

アメリカ一つぐらいいいと周囲から言われました。私はあの大国アメリカをして特許が取

れなかったら、世界特許だとは言えないと思いますと。もう少し待ってくださいと頑張っ

た。当時、まだ 1000 万円も売れていないですから、100 万円も引き下ろして頂いてもア

メリカの特許庁へさえ行けません。ですから、また例によって、「女神がほほ笑んでくださ

い」、そればかりですね。そうしたら本当にアメリカの特許代理人のバーンズ社長という方

が、ご夫妻で東京までお見えになるという情報を得ました。私はその時は本当に、何とか

中津川まで一晩、バーンズ夫妻を連れてきてくださいと本社にお願いしました。三菱電機

はその辺になるとえらいですね。あれだけ難しい方を中津川までちゃんとお連れしてくだ

さるのですね。それで夜の 8 時ぐらいまでお話をして後、会食をして、その次の日に木曽

路を少しご案内して 4 時ぐらいの特急でお帰りになりましたけれども、その時に「よし、

アメリカに帰ったら頑張りますよ」と本当におっしゃってくださって、それでお別れした。

数カ月ぐらいたってから、バーンズさんからアメリカ特許がパーフェクトに取れたと連絡

があった。これで世界 7 カ国を全部取れた。 

 余談ですが、それから 3 年半ぐらいしてニューヨークへ 3 度目にまた行きましたのでバ

ーンズさんの事務所へお寄りしました。ニューヨーク五番街の一等地の立派な事務所でび

っくりしたのですが、よく来てくれたと喜んでいただいた。アメリカ人はビジネスライク

だというのは、私はうそだと思います。 

私は本当にうそだと思うのは「今日は初代アメリカ大統領ジョージ・ワシントンが愛用

したレストランであなたをごちそうしてあげよう」と。いいニューヨークの半日を過ごさ

せていただきました。そんな形の中で世界 7 ヶ国特許を取らせていただきました。 

 

４．出生から工業高校卒業まで 

●最初に書かれた、1970 年の技術開発の論文、ざっと読ませていただきまして、その内容

を見ながらいろいろなキーワードが頭に浮かびました。例えば「矛盾の克服」とか「シン

プル・イズ・ベスト」とか「逆転の発想」とか。 

そこで最初に吉野さんがこのロスナイを発想された原点を、人間吉野を解剖するような

感じでちょっとお話を伺いたいと思っています。 
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 まず、簡単な自己紹介からお願いします。吉野さんのお生まれはどちらですか？ 

●吉野 ここに「吉野昌孝物語」という DVD がございます。これはちょうど 2005 年 3

月 31 日に退職して 4 月に入って送別会（4 月 6 日）をやってくださいまして、会社で有

志の方が作ってくれたものです。ここにも紹介されていますが、私は昭和 10 年 10 月 15

日に東京で生まれました。 

●東京のお生まれですか。 

●吉野 ええ。東京で生まれまして、ちょうど戦災で焼けまして、それで親戚を頼って新

潟に参りました。 

●すぐに新潟に行かれたのですか。 

●吉野 ええ、ちょうど田中角栄先生がすぐ近くの西山町ですが、昭和 20 年、西山町に

疎開しまして、そこに中学校までいました。その後、そこからローカル線ですけれども当

時小一時間ぐらいのところにある、柏崎市の柏崎工業高校に入り、そこの電気科を卒業し

ています。 

●工業高校に進まれたのは、何か動機があるのですか。 

●吉野 特にそれはないですけれども、やはり技術者になりたいなとは。小学校の時から

もう私は鉱石ラジオを作ったり、モーターを作ったりしていました。例のブリキ缶を切っ

てコイルを買ってきて巻いて、モーターなんかもうまいこと作ったりしていました。 

ですから余談ですけれども、このロスナイのエレメントができたのも、偉い方に言わせる

と「君が器用だからこのロスナイができた」ということです。これも人間が作る限界ぐら

いの細かさで、これは工場の女性に作っていただいた実用レベルのものですけれども、実

際には手づくりの限界ぐらいのところが、今のエレメントそのものなのです。ですから 30

何年経ちますけれども、ほとんど原型、大きさなんかはあまり変わっておりません。もち

ろん、随分技術的な面では若い方が一生懸命皆さんやってくださって磨きをかけています

けれども、原型的とか、もう大きさ的とかというのはほとんど変わりません。ですから人

間の考えるというか、人間が作れるというのはうまいことできているなと。 

 それはなぜかと申しますと、ちょっとそれて申しわけないですが、ロスナイというのは

やはり三つの変数をもつ関数から成り立っているのが、この大きさですね。このギャップ、

大きさとギャップとそれからこの何段重ねるかと、あと送風機の能力。エレメントの大き

さと、面積とギャップと送風機の能力。この関数から成っているところで、そこのところ

がちょうどうまくできたのかなと思っているわけです。すみません、ちょっと余談でした。 
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●ご兄弟は何人ぐらいおられますか。 

● 吉野 五つ上の兄と、それから四つ上の姉と私です。 

● 3 人兄弟ですか。 

●吉野 はい。兄は小学校の先生です。兄貴は私をどうしても新潟大学の教育学部に行か

せたかったようです。しかし、父が事業に失敗して貧乏で、「つれづれのメモ」にも恥もな

く書いてありますけれども、高等学校最後の 3 年生の時、お金がなくて修学旅行に行けな

かったのですよ。よく卒業できたなと思っているのですけれども。ですから、もちろん大

学なんていうのは無理でした。私どもの時には工業高校が、普通高校と同等に大学に行け

ましたね。それぐらい皆さん勉強できたと思います。今ですともう普通高校に行かずに大

学になんてとても、という時代だと思いますけれども。 

● この電気科を選んだというのは何か理由があるのですか。 

●吉野 電気は目に見えない不思議なものですからね。私は物心ついてから誰を一番尊敬

したかといいますとファラデーを尊敬していたのです。私はファラデーがいなかったら、

今の電気はないと思っています。電気がなければトランジスタも IC もないという形で、

この近代文明のすべての父はファラデーだと思っているくらいです。マクスウェルさんが

有名で理論を構築したといいますけれども、私はあくまでもやはりファラデーさん。です

から今度何か向こうの硬貨にファラデーさんがいよいよ登場するというので、うれしいで

す。 

●高校で電気を選んだということは、中学生の頃、それとも小学校の頃からですか。 

●吉野 ええ、もう小学校の頃からモーターとか大好きで、それで新しいことをやりたい

ということで。誇大妄想狂ですけれども、幼稚園ぐらいから何もわけもわからずに「僕は

大きくなったらノーベル賞をもらうのだ」とか。もう本当に、あほうのこんこんちきで、

そんなことでございました。 

●小学校はやはり新潟ですか。 

●吉野 新潟は別山小学校という小学校です。そこは今の西山町です。東京が 10 歳まで

ですから、5 年、6 年の 2 年ぐらいが新潟です。もちろん新潟の中学校です。それから高

校卒業するまで全部新潟です。そしてこちらの中津川に就職したわけです。 

●あとはずっとこちら中津川にお住まいですか。 

●吉野 ええ、東京に 10 歳まで、それから新潟に高校まで８年間。東京 10 年、新潟８年、

ここ中津川が 51 年間となります、この 3 月に辞めるまで 51 年間、中津川製作所で一筋に
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働かせていただいたものですから。 

●私はちょうど昭和 29 年生まれですから、ちょうど吉野さんが高校を卒業された年です。 

●吉野 私がちょうどここの中津川に就職した年です。いや、お若くてうらやましいです。 

 

５．三菱電機中津川製作所へ就職 

○中津川製作所入社に至る経緯 

●三菱電機に入社された経緯についてお話いただけますか？ 

●吉野 実は私は電気機関車が好きだったのですよ。就職先も電気機関車の工場に入りた

いと思っていました。東芝さんには府中工場という電気機関車の工場があり、そこに行き

たかった。私は東芝府中工場とこの三菱電機中津川製作所と両方どちらでも入れたのです。

当時やはり学校としては、当たり前ですけれども先に合格したところから推薦するという

ことで、担任の先生がまじめなようで非常にわけのわかった先生で、どちらか選んでもい

いよと 1 週間ぐらい待っていてくれたのです。そうしたら三菱が１週間ぐらい遅れて合格

通知が来ました。どちらでもいいからということで。 

 私は、ここ中津川に試験を受けに来た印象がとてもよかったのです。私は身体検査で一

番悪かったのです。ここに来て身体検査を受けた時、血沈を測ったら 24 ミリも落ちてし

まったのです。あれは大体 3～4 ミリ以上落ちてはいけないのですね。それで私はもうだ

めだと思ったら、松原公平さんという課長さんが「もう 1 日泊まっていきなさい。学校に

は私が電話する。もう１回身体検査を受けて下さい」ということでもう 1 回受けたら、そ

の次の日は 2 ミリぐらいしか落ちなかったのです。それで 5 人受けに来た中の 1 人だけ合

格したのです。ラッキーということで採用されました。実際には、勤労課の加藤とみ子さ

んという方がすごく親切でした。私は 18 歳で来ましたがその時にもう 25 歳ぐらいになっ

て、かなり上の方だったのですけれども、その方が非常に親切ないい方で、こういうすば

らしい工場に入りたいなと、実は選んだのはその女性の印象だったかもわからないですね。

何かすごく清潔ないい感じの方でした。その時から中津川の非常なファンになりましたね。 

●相手もそのことを知っているのですか。 

●吉野 相手は知りません。私の片想いで（笑）。でも、団体同士ではこの辺の山とか滝と

か、今の馬籠とか、妻籠、田立の滝など随分案内していただきましたけれども。 

●松原課長さんが「1 日泊まってもう一度受けて下さい」と言ったのは、何か課長さんが

吉野さんを見て、「これは逸材だ」と思うところがあったのですかね。 
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● 吉野 何かやはり感じていただいたのかもしれませんね。それで 1 日いると 1 日分の 

日当もくれるものですから。三菱の日当は一番よかったですね。私は試験に来て汽車賃か

らみんなもらって、クラスに行って一番儲けてみんなにごちそうさせられて（笑）。やはり

そういう大事にといいますか、何かそういうものがあったのか、やはり何か今日のロスナ

イを作る時を、その松原さんという課長さんは見通していたような気がしますね。 

○最初の配属は検査係－トルク測定装置が最初の発明 

●それで入社されて、最初の配属先はどちらだったのですか。 

●吉野 一番初めの配属は、私は検査係の試験研究というところに入ったのです。これは

すべていろいろな評価をする、いわゆる開発設計してでき上がったものを評価するのです。

ところが私も変わり者で、そこに 10 年間いましたけれども、設計の方がこれを試験して

くださいとモーターとか持ってきますね。そんな試験をしても無駄なものはやらんと。も

しまんじゅうを持ってきたらやってやると。そうしたらその方が本当にまんじゅうを買っ

てきたのです。それで課長に言いつけられて、きつく叱られて、その時は皆さんでまんじ

ゅうを食べてもう腹いっぱいで（笑）。 

 そうこうしているうちに「そんなに文句を言うなら、そんなに試験をやりたがらないの

なら、君は今度まんじゅうを持っていくほうに変わりなさい」と言われ、それで 10 年目

にして試験職場から設計部門に変わったのです。 

検査係での 10 年間のことですが、私は試験の経験といいますのは小さい時からモータ

ー作りとかも続いていますけれども、試験設備、試験方法とかそういうのを考え作りまし

た。当時、まだ風の中津川といっても風圧計のちょっとしたのが一つ、くるくると回る風

車形の風速計が一つあって、あとは何もないわけですね。中央研究所に行きまして、まず

風、空気の勉強を東大の空力を出た明石さんという方から習いました。当時のゲッチンゲ

ン圧力計とか、あるいはオリフィスの差圧によって風量を求めるとか、そういうのをみん

な教えていただいたのです。それで中津川で設備も試験装置も買って、物も作って、それ

で風を、空気を、その絶対量を正確にはかるということから取り掛かりました。 

 その前は、ここは扇風機でも何でもそうですけれどもモーターが基本ですから、モータ

ーの試験法を名古屋製作所（以下、「名電」）に一生懸命通い勉強しました。初めは、五つ、

六つモーターをリュックサックに背負って名電に行きまして、一緒にいろいろ測定器とか

を教えていただきながらやりました。私は、一番初めトルク測定装置というのを発明しま

した。それまでモーターの試験は非常に難しかったのですけれども、私が発明したもので
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ぱっとできるようになったのです。それが私の発明の第 1 号ですね。 

●どんな原理ですか。 

●吉野 普通、モーターの測定装置というのはモーターの軸がありますと、そこに円盤を

つけて、電磁石でブレーキをかけますね。そうするとどんどん回転が落ちてきて、そのブ

レーキにどれだけの力がかかったかを測ります。それが従来の方法ですね。そうしますと

一定の安定した回転のモーターは安定したブレーキがかかってきますけれども、モーター

にはリップルがあって力に変動があります。そうすると安定してブレーキがかからない。

失速してしまったりとか急に止まってしまったりとか、または乱調といって上がったり下

がったりいろいろしまして、なかなかうまく測れない。私の発明は、何かといいますと、

このモーターとここにその 10 倍もあるようなもっと大きなモーターをつけて、これは歯

車でもって、ギアで回転が自由になるわけですね。それを直結するのです。例えば 1000

回転の時にどれだけのトルクがある、すなわち力があるよというのを、こちらの大きな親

モーターの力で 1000 回転に強制的に合わせます。そうしますといや応なしに、被試験用

のモーターは 1000 回転のところでぴたっと合ってしまいます。 

 そこでストレンゲージという原理で、捩れでもって抵抗が変わりますね。それで力を即

座に測る。それでどれだけの回転の時にどれだけの力だというのが非常に正確に簡単に測

れるようになる訳です。それは今でもまだ使っております。それが私の一番初めの発明と

いえば発明ですね。 

●それは、何年ぐらいですか。 

●吉野 会社に入りまして大体 4 年ぐらいたった時ですから、22 歳ぐらいの時だったと思

いますね。 

●1950 年代の後半ぐらいですね。 

●吉野 そうですね。それで随分何台も大中小で作りました。 

●検査、試験のためのものですか。 

●吉野 評価試験のために活躍しております。 

 

６．あこがれの設計部門―ロスナイ開発へ 

○東京オリンピックの年、設計部門へ―最初はファンコイルユニットのモーターの開発 

●それで設計部門というか、それは 10 年たって昭和 39 年、ちょうど東京オリンピックの

ころですか。 
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●吉野 設計部門だということで、今度はあこがれといいますか、やはり新しいものを作

りたいと思って会社に入ってきたわけですから。できたら開発設計をやりたいと思ってい

た。それが夢でしたので、何やかや言いながらも本当に自分の力で物が作れるところに来

たなと思いました。図面どおりに物ができるのだなということで、表面はがっかりしたよ

うな顔をしていましたけれども、内心は大変喜んで設計部門に移った覚えがあります。 

●昭和 39 年から、ロスナイが出るのは昭和 45 年（1970 年）ですから６年ですね。 

●吉野 そうですね、35 歳の時ですから。 

●その時点から、すでにロスナイのことを始められたのですか。 

●吉野 ここの会社は今までのいわゆる扇風機、換気扇はあくまでも風に関係するものを

開発してきたけれども、もう一つファンコイルユニットというものがあるのです。冷暖房

をするファンコイル。あのファンコイルユニットというものに、ちょうど当時かかわり出

したのですね。それはどういう形でかかわったかといいますと、新晃工業さんという会社

がありまして、そこがクライメーターという商品名のいわゆるファンコイルユニットを作

っていました。最初は、そこのモーターを作ることになったわけです。その社長さんがア

メリカに行ってファンコイルユニットというものを知って、それで日本に来て作ったわけ

です。ところが羽根はアメリカのものを真似したりして、飛行機の翼みたいなシロッコの

羽根を作って非常に性能のいいものができました。ところがモーターのいいのがないので

すね。モーターは騒音がものすごくありました。そのモーターの騒音を、どれだけ高くて

もいいから静かなものを作って欲しいと注文がきた。 

 それで私はまずモーターの設計として、日本一あるいは世界一静かに回るモーターを作

ろうと思った。そういうことから入りまして、それは一応目的を達して、そこにいろいろ

なアイデアを組み込んでかなり社長の満足できるようなものまでできたのです。それは中

津川が風の中津川からもう一つ風、プラス冷暖房の中津川、空調の中津川というものに変

わっていったのです。 

○モーターの単体設計から空調の世界へ－風の中津川から空調の中津川への飛躍 

 私はちょうどそのモーターの設計から、今度はモーターだけ作っていたのではつまらな

いと思い、次はシロッコ送風機まで組み立てたもの、組み合わせたものを作ってそれを納

めようと思った。さらには本体（ファンコイルユニット）そのものを作らなければ面白く

ないなということで、本体を三菱リビングマスターという名前で、三菱ファンコイルを作

ったのです。その時から今の空調の世界にずっとどっぷり浸からせていただいて、お手元
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の技報論文の中にもあります空気線図ですね、この空気線図と初めて出会ってくるわけで

す。それで本当の空気の風だけの世界から、空調、冷暖房の中津川ということで、もう一

挙に守備範囲が 1 オーダー広がった感じになってくるわけです。そうしますとどうしても

冷暖房になって、先ほどのこの冷暖房を逃がしてはもったいないと。それでこの疑問符へ

とどんどんのめり込むといいますか、そちらのほうに頭が移行していったわけです。 

○発明はあくまでも個性が成せる技 

●おそらく開発の時には一つの組織体としてある目的を持って開発を指示するケースと、

それからあるシーズ（種）みたいなものを誰かが温めていてやる場合とありまして、いろ

いろな調査をやっていますと大体そういう流れの時は専門家的な方が、上司なんかにいま

すと「君そんなことやったってうまくいかない」とつぶされてしまったりして、あまり専

門家に相談するな、なんていうのが大方の定説なのですが。今回の場合はそうすると、ま

だ組織的に空調、ロスナイの原型みたいなもの、エネルギーをもうちょっと有効利用しよ

うとかそういうものがあるのではなくて……。 

●吉野 まったくなかったですね。 

●吉野さんが新しい分野を開拓されたわけですね。ロスナイの開発に至る経緯についてお

話ください。 

●吉野 当時、世の中は使い捨て美徳の時代ですね。ですから省エネとかそんなことさら

さらないですね。ところが私はやはり、地球というのはお星様の一つだ。それでその時、

先ほどの『成長の限界』という、エネルギー有限説を唱える本が出たのです。 

●ローマクラブのやつですね。 

●吉野 はい、ローマクラブからの報告ということですね。だから私はやはりエネルギー

は絶対大事にしなければいけないと思いました。 

 それからもう一つは、やはり初めは空調換気扇といっていますけれども、空調快適扇と

つけようか。冬回しても寒くない快適な換気扇、快適扇だということで。そういう思いで

省エネと快適な換気扇、寒くない、冷房を損なわない、快適な換気扇。省エネと快適、そ

れが車の両輪のつもりで発明しました。すべて空気は大切だ、空気がごちそうであるとい

うところに結びついているわけです。 

●それは、組織の中で、おれはこんな考えがあるというのは、その時は特に主張はしてい

ないのですか。 

●吉野 私はそんなことを言ってもみんなからきちがい扱いされるだけだとわかっていま
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したから、もうまったく言いませんでした。それと今でも、例えば部下には、「内堀さんね、

あなた、これぞと思って発明した時は、ブレーンストーミングなんかで言ってはだめよ。

汚いようだけど、自分で温めろ」と言っています。大体ブレーンストーミングといっても

いい発明なほど潰されてしまって、みんなも潰してそれで終わりと。自分もがっかりして

終わりと。だからそんな他人の知恵を自分だけのものにするという狭い考えではなくて、

大成させるためにはあるところ、もうあるところまで大きくなったらみんな蜜のようにた

かってくるのですよ。だからその蜜のようにたかってくるまではじっと耐えて我慢して、

とにかく人がたかってくる蜜になるまでは、ねちっこく、泣いても何してもやれと言って

います。そういう思いですね。本当の創造というのは、私はそうだと思います。よく人、

金、物があったら何でもできるといいますが、そうではありません。創造の橋というのは、

人、金、物では渡れません。特に人事の方なんかはこれだけお金をやって、これだけの回

数これだけのトライをやって、経理の方もそうでしょう、できるはずだと。そうじゃない

のです。初めの ＜核＞ というのは、これは ＜個人の個性＞ が作るのです。それがなか

ったら発明はできないでしょうし、創造もないと思っています。 

●ロスナイを 4 年ぐらいですか、ずっと考えていたということで、性格的にはどういう、

物事を深く考えるというか。 

●吉野 物事を深く考えるというのは非常にいいお言葉ですが、私はねちっこいのです。

あまりねちっこくない顔をしていまして、どこか魚屋のオジサンみたいな顔をしています

けれども（笑）。私はねちっこくて、一つロスナイに結びついた発想ということでは、私は

常々空気がごちそうであると考えていることです。大体、普通水ですと日単位ぐらいで死

んでしまうと。食べ物ですと、週単位ぐらいで死んでしまう。10 日とか 15 日とか、月単

位までいかないと思います。ところが空気は５分ないと死んでしまいます。空気は何より

大事で、空気は何よりもいわゆるごちそうだということで、非常に電気と一緒で空気はす

ごいものだと昔から思っておりました。 

○ロスナイ発明の瞬間 

●内心非常にうれしい状態で、どのぐらい隠していたのですか。思いついて、こういうエ

レメントができるまでは少し時間があるでしょうけれども、とにかく先ほど４年ぐらいと

いうことも何かちょっと聞きましたけれども。 

●吉野 私は本当に初めから熱交換器というのはわかっていましたけれども、湿度交換器

が欲しいと。とにかくこれは湿度の問題を解決しないと、本当の省エネになりませんね。
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先ほど申し上げましたけれども、もちろんアルミのもプラスチックのもみんなそれなりに

作りました空気対空気のエネルギー交換を総称してロスナイとしましたけれども、本当の

スタートの時には湿度交換器が欲しい、湿度交換器が欲しいとそればかりだったのです。

それはなぜかというと、省エネ性がすごく高くなるのです。それで 4 年ぐらい考えていま

して、やっと和紙に到達したのです。大体原理とか、湿度交換器というのはこうなるもの

で、それが欲しいという【クエスチョンマーク】の解答はおぼろげながらロスナイという

思想は考えていたのですが、自分でも発明がずっと固まってきていたのですけれども、和

紙のようなもので作るというのは実は長女のヒントです。 

 当時２歳の長女、由紀子といいますけれども、その子が冬の寒い時、日曜日だったです

か、私がまだ寝ていた時に新聞広告のチラシを持ってきて、こうやって（筒状にして）ハ

ーハーとやっていていたのです。2 歳ですけど、何でこうハーハーと。「ぬくぬくぬく」な

んて言っていたのですね。何だろうなと思った。あれ、温かいと。温かいと。これは何だ

と。紙は、ものすごく熱が伝わるじゃないかと。それで次の時にすぐに、窓ガラスは濡れ

るけれども障子はぬれんと。これが湿度だと。これが湿度を通す。それで湿度交換器が欲

しいというところの悲願から、この和紙という素材に結びついていったのです。それで、

和紙で熱交換器を作ろうと決心したのです。 

 その次にどうやって作ろう、どうやって作ろうといったところから、このいわゆる校倉

造の正倉院がずっと頭に浮かんできて、この木型という形に結びついていったわけです。 

●校倉造に結びついたというのは、何かそういう寺院とか、そういうものにすごく興味が

あったのですか。 

●吉野 私はもともと正倉院が好きだったのです。高校時代からこういう建物というか、

何ともいいと。それでその後の調べですけれども、この正倉院は天皇陛下の宝物、所謂御

物ですが、和紙なんかも 2000 年たっても何も変わらないと。和紙というのは寿命も長い

のだと。金属は錆びる、プラチスックは風邪引いて割れる、ところが和紙は 2000 年たっ

ても何でもない。この和紙の力だと。それで私は和紙の勉強を随分いたしました。それで

和紙の中でも特に繊維長の長い和紙こそが湿度をよく通すのだとわかった。ですから初め

に作りましたこのエレメントは、これもポケットマネーで、先ほどの高級画用紙（ケント

紙）を近くの文房具屋で買ってくるのと同時に、一番高い和紙を買ってきました。 

●和紙というのはいろいろなところの産地がありますね。 

●吉野 いや、それはもっと後のことです。中津川に昔、丹羽紙店といういい紙屋さんが
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あったのです。そこに行きまして、そこで紙のいいのを 3 種類か 4 種類買ってきて、それ

で自分でこう小さく 20 センチ角ぐらいに切ってエレメントを手づくりしていったのです。

これは会社の人なんかは誰も知らないですよ。この辺はノウハウではないですけれども、

また精神病行きですから、誰も相手にしませんから自分一人でみんなやったわけです。 

●その紙屋さんはまだあるのですか。 

●吉野 いや、もうありません。それは紙屋さんにただ行って、障子紙の一番いいのを買

ってきただけですから覚えてはいないと思いますけれど。それを買ってきまして作ったの

です。実際にはケント紙も使っておりますが、世界初のオール和紙製の熱交換器だという

ことで。今でも当時の新聞がありますけれども、この世界初めての和紙製熱交換器という

ことでほとんどの新聞に出ました。 

○ロスナイＰＲのエピソード――ＰＲの重要性 

 新製品開発などの初めのパブリシティーというのは、私どもは電通さんとか博報堂さん

とかにお願いしますね。ロスナイを発明した後、私は H 社さんに行って小一時間説明した

のです。そうしたら H 社さんの偉い方がすごく怒りましてね、それでは一流記者を呼べな

いと。そんなものでは、一流記者に失礼に当たる、何かと抱き合わせにしなさいと。それ

で私は抱き合わせじゃつまらないなと思って本社に行きまして、社長室広報部の鈴木秀憲

さんという当時次長の方にお話をして、とにかくマスコミの方を集めてくださいとお願い

しました。それで、三菱電機の呼びかけですから、パブリシティーをやるといったら今と

違ってちゃんと集まってくれたのです。昭和 45 年 3 月 2 日だったですか、その時に大手

町の経団連会館 8 階のスイートホールに集めて 10 時からやってくれるということになり

ました。ところが５分前になっても１人も来ないのです。これはえらいことになったなと、

やはりＨ社さんの偉い方が言ったことは本当だと。そうしたらその 5 分間の間に 60 何名

の方が、だっと集まったんです。あそこは地下１階が記者さんのたまり場になっていて、

そこで待っていて、10 時 5 分前になってエレベーターで 8 階のスイートホールまで上がっ

てきたわけです。そこで一生懸命お話をして、昼から業界紙の方にとかやって 1 日が終わ

りました。 

 その午前の時に、キャプタイヤケーブルにこんな大きなビデオを担いで人の前をだっと

横切る方がいるのです。都会というのはすごいものだなと思いました。話していようが話

してなかろうが、すごいものだなと思いました。実はその方が NHK のカメラマンさんだ

ったのです。それでその翌日の、NHK 朝の TV ニュースの時にも報道してくださったの
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です。会社に来ましたら H 社さんからもすぐお祝いの電話が来ました。それ以来、私に一

流記者は呼べませんと言った方は 8 年間中津川にお見えにならなかったですね。いまだに

ちょっと胸が痛んでいますが。 

○工業製品は量産できて初めて意味を持つ――エレメント量産化の救世主；佐光守蔵氏 

●吉野 私はその次のことをお話しなければいけないですが、ここから先はいま初めてお

話します。今まで長い間お話したことがないのです。私は製造に関することは、本当は一

番苦労しましたけれども、一番苦労して一番自慢（？）したいところは今まで誰にも話し

ていません。これは今になってなぜ話せるかというと、私は三菱電機をやめたからです。

協力工場さんに恩義があって、その方が私の恩人だと言ってもいいだろうと思ったからで

す。本当は協力工場さんに恩義があるなどとは普通申しません。私は退職して初めて今お

話しても許されると思ったのです。 

 実は、資料にも書いてありますが、その文章だけではご理解しにくいかもしれませんの

でお話をしますと、これが本当の私の最大ノウハウなのです。これが大手の競合各社には

聞かせたくないことですが、これはもう今はオープンである程度よろしいと思うのでお話

します。 

 私は、次にメーカーというのは何だということですが。メーカーというのは物を発明・

開発するだけではない。それをいかに量産するのかがメーカーではないかと思います。メ

ーカーとしては物作りが、しかもある程度多量に作らなかったら意味をもたない。ここま

では校倉造から、この木型から手作りでできましたけれども、本当に量産する、5 万台、

10 万台作るには一体どうしたらいいのか。私はその次にひらめいたのはコルゲートなので

す、ダンボールです。これを量産するにはダンボール以外にない、コルゲート技術以外に

はないということで、そのコルゲートメーカーを一生懸命探したのです。 

 それで休みになると中津川駅に行って、ポケットマネーで電車賃を持っていって、昔で

すからまだ電車がなかったか記憶もうすいですが、とにかく昭和４0 何年です。豊橋から

米原ぐらいの東海道沿線にダンボール屋さんがあるのですが、どこがいいかとずっと探し

て歩きましたが、大体全部門前払いです。「そんなものは作れん、そんなもの何するのか」

と。やはりノウハウがありますから、まだ特許も出したか出さないぐらいですからそんな

に詳しいことを言えません。三菱電機の名刺を持っていっても相手にしてくれません。 

 ところが、名古屋に万常さんという紙の問屋さんがあるのです。そこへ入った時に小牧

にクラウンパッケージという会社があって、ここがとてもすばらしいコルゲートを作って
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いるという話を聞いた。それで私はクラウンパッケージさんをお訪ねしたのです。 

 そういたしまして佐光守蔵社長にお会いしてお話をしましたら「吉野さんの言っている

ことはよくわかりません。しかし、何か私に響くものがある、やりましょう！」と言って

くれたのですね。その一番初めのとっつきは、実に佐光社長の男心です。私は実際には三

菱のあのダイヤの協力工場みたいになれば技術研鑽にもなり、大変為になる、私はそう解

釈しつつも、佐光社長のまったくの男心が私にほれてくれたと思うのですよ。それで、よ

しやりましょうということになった。初めて奥さまにお会いした―奥さまというのは後か

らわかったのですよ。通産大臣賞を頂いてお祝いをやってくださった時に初めて栄三枝奥

さまにお会いした―その時に私は何か家内工業みたいなところに連れていかれて「吉野さ

ん、ここで作ってみましょうね」と。それが実際には佐光社長の奥さまだったのですね。

奥さまが手内職みたいな、そこでもって小さな紙の加工をやっていたわけです。そこで作

っていただいている間、私は、坊ちゃんのおしめを換えたり、日曜日になると子守をして

いた。私はその子守をするために通って、そこでエレメントを作ってもらったのです。 

●その奥さんは、器用なのですか。 

●吉野 もう、奥さまは親切で器用なのです。ダンボールというのは、大体やまがダレて

しまいます。私は「とにかくこれを作ってください。熱交換器になるのですから、これを

作ってください。これでは困るのです。あなたのところは精密ダンボール、精密コルゲー

トと言っているじゃないですか、これ、これ」と。もうそればかりの繰り返しで、紙くず

の山のような不良品ばかりができて、もう本当に必死で気が気ではなかったのですが、そ

ういう中で懸命に取り組んで作ってくださった。それが始まりで、今でもまだクラウンパ

ッケージさんには尽力いただいております。 

●内堀 そうですね。 

●吉野 話は逸れますが、今のそういうノウハウの話に併せて営業の春日さんなどが、こ

の後から JIS のお話をしますけれど、この JIS なんかも取る時に彼の尽力もあり、立派な

JIS ができておりますが、これは作成開始以来 18 年もかかっているのです。後からまたお

話をさせていただきますが。皆さん宝物みたいな方が今日はお目付役なもので、私も変な

ことはしゃべれないと緊張しているのですよ（笑）。 

 クラウンパッケージさんの話はもうオープンしていいと思うので申したのですが。そこ

の方々がやってくださって、そこからロスナイの量産が芽生えてきたわけです。 

「吉野さんもあれだけロスナイ、ロスナイでコルゲートが命だというけれども、大変失礼
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ですがクラウンのクの字も出てこない。吉野さんともあろう信義を重んずる方がなぜです

か」と。だけどそれは、協力工場さんをそんな持ち上げたり褒めたりということは現役の

時にできるわけがない。こらえて、もうちょっと待って、私はもうすぐ三菱をやめるから

と。そうしたらどこかで佐光さんの名前を書きますからねと。それでまけてくださいと。

奥さんがそこの取締役なものですから。奥さんはまた、作っていただいた恩人です。クラ

ウンパッケージさんに取り合っていただけなかったらまだ相当遅れて、形も相当変わって

いたと思います。 

○ロスナイは完成技術ではなく、まだまだ進化している 

●何か省エネセンターの賞を取りましたね。 

●内堀 今回の賞は、記念すべき第一回省エネルギーセンター賞（1990 年）に続く二回目

の受賞です。 

●それもロスナイ技術陣がやられて、クラウンパッケージさんに協力いただいた形です

か？ 

●内堀 そうです。すごく薄い紙なので、製造には苦労しました。 

●では完成されたものではなくて、まだまだ技術的将来があるわけですね。 

●吉野 まだまだこれからです。ですから先ほどの世界中への浸透度合いとか普及度合い

もまだ黎明期と申し上げて、まだよちよち歩きで離陸したぐらいで、まだ大空高く、１万

メートルまで行かなければいけませんから。それと、更なる技術的な開発も。 

 今後もロスナイにはすごい潜在技術があって、今テレビでもみんな性能はそんなに違わ

ないと、ほとんど一緒だと思うでしょう。ところがこのロスナイは、各社さんとも作って

いますけれども、この性能はまだ差があるのではと。その差は一体何かと。これは疑問に

思われますが、温度が交換するのはわかるが、湿度が交換するのはどういうことだと。湿

度というのは水です、物質ですと物質がこちらからそちらに移るということは、これは顕

微鏡で見てみると、「ざるじゃないか」ということですが、「ざる」だからこそ移るのです。

では水が移ったら、一酸化炭素だろうが毒ガスだろうが、ホルムアルデヒドだろうがみん

な移ってしまうじゃないかと。ここに初めて、選択透過膜というすごい技術があるのです。

湿度は移るが、一酸化炭素等はほとんど移らない技術です。 

さらに今、この内堀さん達が研究している新しいエレメントは、もっともっと優れたも

のができると考えます。まだ数年かかると思いますけれども期待して下さい。 

●国内の他メーカーがありましたけれども、海外のメーカーはないですか。 
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●吉野 海外のメーカーはいま私どもがこのロスナイを持っていって、真似して中国なん

かでも韓国なんかでも随分作っているようです。アメリカなんかには今まだ中津川で作っ

たエレメントを送って、向こうで製品に組み立てているということです。この静止型全熱

交換器のメーカーは中津川が発祥地ですが、今はもう基本特許の有効期限もすぎ、ある程

度までは各社さんとも作ることが可能なのです。 

●海外では、和紙は調達できますか。 

●吉野 和紙ということですけれども和紙の性質を持った紙で、もちろん純粋な和紙は量

産もできませんし、手漉きですから。ですから和紙の性質を持ったといいますか、湿度交

換の優れたもの、それをいわゆる量産の技術で作っています。でもロスナイは専用の紙と

して漉いていただいているものを使っているのです。普通一般の市販紙では、決して目的

とする性能は得られません。温湿度の交換性能の高さ、難燃性に優れた特性等を備えるの

は、やはり 35 年以上の技術の蓄積により得られた賜物と自負しております。 

○ロスナイのエレメント切断で一苦労－シチベイさんが解決 

 それから忘れないうちに申し上げておきますが、実はこの切断が大変だったのです。初

めにこの丸いノコギリで粗切りをする。それもなかなかできなくて、次に切断をするのに

帯ノコを使いました。ところがやはり 10 個から 15 個ぐらい切ると、このノコギリがばり

ばりになってしまうのです。それでもう鋸の目がボロボロ、切口がものすごく汚くなるの

です。10 個か 15 個切るともうだめになってまた研ぐのです。売り物にならないみたいな。

初めはそういうもので随分苦労して作ったのです。 

 本社の生産技術部に七戸（しちのへ）さんという方がいまして、その方を私はシチベイ

さん、シチベイさんと呼んでいました。当時「水戸黄門」の八兵衛さんという人がいたの

でシチベイさんと呼んで笑っていたのですけれど、その七戸さんという方、これは東京大

学農学部を出た方ですが、「何とかこれを切断できないでしょうか。あなた本社の生産技術

部でしょ。生産技術部というのは加工の神様じゃないですか。考えてください」と言った

わけですよ。そうしましたら一生懸命考えて、ある時その方が地下街を歩いていて食パン

を切るのを見ていたのですよ。こういうふわふわした食パンをね。すっと切ったあのスラ

イサー。これだということで、それで七戸さんが「おい、吉野さん、スライサーだよ。こ

れでやってみようよ」。それでスライサーの回転刃の周りをダイヤモンドの刃にしまして、

ダイヤモンド刃のスライサー。もう今までの苦労がうそのようにすっと切れて、これで本

当のロスナイの製品価値というか商品価値が上がり、量産性も一段と向上しました。 
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○さまざまな人の知恵が結集し製品としての完成度が高まっていった 

そういういろいろな人の知恵が、たったこれだけの製品に、すごく凝縮されているので

す。今のとにかくコルゲートということ、それを一生懸命加工してくれた。それからスラ

イサーとか、それから乾燥の超裏技とか、そういうところがずっとありまして、徐々にこ

ういう形にできてきたということです。 

 当たり前ですけれども、製品というのは何が大切かというと、使っての（存在しての）

ご利益、性能、信頼性等、その完成度が高いということが一番大事だと私は思います。製

品の完成度は終わりがない。「もうこれでもっていいのだ」とよく言う方がいますけれども、

そういう方はすべての発展を阻止してしまいます。 

「あしたは違うのだぞ、完成度がこれで 100 点ということを技術屋でどうして言えるのだ」

ということを申し上げさせていただいて、それで一生懸命になってよりよいものを求めら

れるのです。 

●このレポートの中ではコルゲートの話と高性能カッターの話は 5 行ぐらいにさっと流し

て、それ以上詳しくは言えなかったということですか。ノウハウを守る意味で……。 

○製品開発で、一つ大事なことは評価すること 

●吉野 そうですね。それは一切ノウハウでということで。今でもまだその辺のところは、

随分ありますが実際には言えない部分です。新しいものを作るのは何がもう一つ大事かと

いいますと、ねちっこさとかそんなことではなくて、大事なことはより正しく評価すると

いうことですね。私は初めに評価の仕事を経験しましたが、いわゆる新しいものというの

は、必ず新しい評価法があるはずです。その新しい評価法がなければ、正しい評価ができ

ない。正しい評価ができなければ昨日より今日がどれぐらい良くなって、どう良くなった

というのがわかりませんね。ですからその意味で評価がものすごく大事ということです。

評価装置については、ここにビデオがありますけれども、開発との本当の両輪として大事

だと思います。新しいものを考えれば考えるほど、その新しいそれに直結した評価という

ものが非常に大切だということですね。そういうところを、重要に思うわけです。 

●そうするとその佐光守蔵さんと七戸さんとあと乾燥は？ 

●吉野 乾燥は私です。私の考えたエレメントの乾燥法はロスナイ成功の内助と思います。 

●ご自身ですね。 

●吉野 はい、これは私が開発し、特許も出しました。 

 



 - 341 -

○ロスナイ開発経過中の感動の瞬間 

●そういういろいろな技術にかかわって今まだ完成品ではないとおっしゃいますけれども、

でも一応これで商品化してもう相当長い時間売れているわけですが、自分でこれで本当に

商品になったなという、ほっとしたというか、何か技術として商品になるというのを確認

した時の感動といいますか、それは何時ごろ、どういうタイミングでしたか。 

●吉野 例えば、発明した時にはやはり大感激でしたね。それは夢うつつ、その日のうち

に 10 年先、30 年先を考えてしまってもうそんなのがありました。あとは製品化され、事

業化されても、常に前進する、ステップアップする、その階段を進むようなものです。 

 

７．ロスナイのもう一つの横顔 

● ロスナイは省エネルギー性能のほかに遮音性にも優れていると聞いたのですが。 

● 吉野 ロスナイエレメントの本命は、なんと言っても、地球にやさしい省エネルギー性、 

人にやさしい快適性にあるのですが、おっしゃるように第三の性能（ご利益）があるので

す。それはロスナイエレメントには遮音性能（防音効果）があることです。 

一般に換気扇を設置すると、そこに空気の通り道ができます。その通り道から外の騒音が

侵入します。逆にカラオケボックスのように、中に音源があると外に聴こえてしまい迷惑

になります。 

ロスナイエレメントは、その空気の通り道に置かれる状態となり、それが遮音効果を発揮

するのです 

飛行場周辺の住民をジェット機の騒音から守ったり、新幹線沿線の民家を新幹線騒音から

守るのにも使われております。 

ロスナイエレメントは紙でできていることと、通過する孔が小さいことにより、優れた遮

音効果があります。その遮音数値は、例えば 500 ヘルツで 35 デシベルの遮音特性をもっ

ています。これは音源が 84.4 デシベルあったとすると、実に 49.4 デシベルにまで遮音さ

れることになります。 

これらのことから、ロスナイのことを別名「プライバシー換気扇・換気装置」と呼ぶこと

があります。すなわち換気による内外からの騒音の侵入を和らげ、より快適な生活空間を

提供します。 

ついでと言っては恐縮ですがもう一つ別の横顔です。ロスナイを使うと頭が良くなるので

はないかと思うのです。 
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20 数年前のことです。岡山に川崎医科大学があります。この大学は素晴らしい大学ですが、

医者の国家試験の合格率が 10 位以内に中々なれません。ロスナイで教室等をリニューア

ルしました。三年後には合格率が一位になったのです。子供部屋にロスナイを付けると成

績が 1 ランク（いや 2 ランク）上がるかも知れません。新鮮な空気（酸素）は頭の働きを

良くするのは間違いないようです。 

 

８．吉野氏の将来の夢 

●ロスナイ開発時の 3 つの夢である、世界特許取得、JIS 規格化はほぼ叶えられた訳です

が、今後の夢としては何かございますか。 

●吉野 私の夢としましては、できればこのロスナイを燃料電池システムに応用したいと

か。これは実際にはうちの研究所ではもうやっているのかも？ 燃料電池に役立てばと、こ

れをこの一つのキーパーツとして役立たせたいなということですね。それからこれも夢で

すけれども開発してから 3～4 年たった時に近畿日本鉄道さんの車両に納入したのです。

特急車にこれを積んだのです。その時に、当社長崎製作所で大体 1 台 120 万円ぐらいの冷

房機が六つついていたのです。それで特急車が１両できたのです。私が近畿日本鉄道さん

に行ってお話したのは、その冷房機１台を降ろしてくださいと。この 45 万円のロスナイ

を積めば、それで同じだと。できますよと。だけど営業所の人は、そんな夢物語のような

ことで大丈夫かと言われました。近畿日本鉄道さんは何よりのお客さまだと。それでその

とおりになって納めました。そのかわり三菱電機は 120 万円から 45 万円引いて、75 万円

の売上げ減です。長崎製作所さんは 120 万円減です。中津川は 45 万円売上げ増と、こう

いうことです。だからロスナイはどこに行っても好かれないのでは。大体省エネというの

は、メーカーにとっては孝行息子かどうかです。ロスナイなんて大体好かれる代物ではな

いのでは……（今では時代が省エネの味方です、いい時代です）。 

 車両への搭載でしたら、やはり夢は新幹線ですね。次世代のぞみ号で飛翔し活躍するロ

スナイ、そんなことを夢見ております。 

 もうそんなことでして、ですからまだ本当に緒についたところです。だからこれは本当

に 1 兆円ぐらい売れたら、将来世界中で本当に使うようになったらロスナイというのはノ

ーベル賞も夢じゃないかもしれんと。これは安部山さんという誠実な技術士の方、元中津

川の所長さんが今でも会うとまじめにしょっちゅう持ち上げて、「ご冗談を」と言うと「い

や、本当に本当、私は信じている」と、あの方が所長の時はちょうど 20 周年を行った時



 - 343 -

ですから、そうかもしれませんけれども、そんな感じです。まだまだ、これからだと思い

ます。 

 使い捨ては美徳の時代に、省エネのロスナイを発売した、正しさを求めた、勇気ある三

菱電機です。そのご褒美に女神がさらに微笑んで下さるでしょう。 

○先進国サミットの迎賓会への採用を契機に業務用ロスナイも普及 

●業務用のロスナイがどういうプロセスで浸透していったかというのは、どうなのでしょ

うか。例えば官公庁が先行して入れていったとか、何かそういうのはありますか。 

●吉野 私はとにかく、まず初めのスタートとしては家庭用よりも業務用をやりたかった

のです。プロ向きのものを。家庭用というのも、寒くない換気扇ということでものすごく

いいわけですね。忍術のような換気扇はいいですね。ですから中津川のそういう換気扇と

いう、製作所の中でそこから入りやすかったのですよ。まずパブリシティーの一番初めの

時には空調換気扇ロスナイということで住宅からやりましたが、その次の年に業務用をや

りました。 

 まず、今でいうと迎賓館ですね。迎賓館にサッチャーさんが見えて、東京で先進国サミ

ットがありました。当時 7 カ国だったですね。あの時に新しい建屋を迎賓館の中に建てて、

そこに空調を設備して、そこにロスナイを使ってもらったのです。サッチャーさんにも、

ロスナイを使ったいい空気を吸って気分よく帰っていただくと。そういうところからとに

かく拠点、拠点に納めるのですね。川崎医科大学にも、初期の頃、一生懸命納めました。

ロスナイでもって教室を全部リニューアルしたおかげで、万年大体 10 何番、15 番目ぐら

いの医者の国家試験合格率がロスナイの教室にして 3 年目で医者の国家試験合格率が 1 番

になったのです。これはロスナイを使うと絶対お子さんの頭が 2 ランク上がるのです。こ

れは間違いないですよ。それから富士山頂測候所のロスナイとか、大阪駅前の第三ビルだ

とか、名古屋の明治生命ビルとか、拠点、拠点にとにかくお納めしました。 

○ロスナイ普及を助けた女房役の存在 

そこで資料を作って、試験結果も得て、それを一生懸命になって設計事務所とか大手の

設備会社、建設会社に配るわけですね。 

●その資料を作成されるのは、ここの製作所の方ですか。 

●吉野 当時私は設計課長なんて言っていますけれども橋本芳樹氏という番頭さんという

か、私の女房役の方がおって、私が全国縦断でほとんどこのロスナイを売りに歩いて。お

客さんの意見もいろいろ集めて帰ってきて、こういう資料を作ってくださいと橋本さんに
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言う。それで今度できると「今度の新しいロスナイは、先生のご指導によってできました。

先生が設計者です。」と言って、そうしたら絶対またさらにさらに使って下さいます。そし

て、口コミで、またずっと広めてくださるのです。 

 私はそういうものに王道なんていうものはない。カラーテレビには花がありますよ、こ

れだけ高画質ですと。とにかくロスナイほど売りにくい、わからないものはない。それを

何か足で稼いだ。そういう目玉のところをとにかく PR の題材にして、花火にして、そこ

から一つ一つ広めていった。売るのに王道のない難しい商品はなかったかと思います。 

●都庁に納品されたということですが、あれも売り込んだのですか。 

●吉野 いや、もうあの時は、ほとんどロスナイが技術的にも信用されていました。た 

だし、やはり営業努力というのは大きいです。コンペジターの N 社さん、D 社さん、みん

ないますから。ですからそこらのところはやはりパイオニアという強みを含めて営業陣の

努力とか設計者の努力とかという形で、特にうちはそういうところには必ず設計者と営業

陣とのコンビでお伺いします。技術の優位性を理解していただきます。 

 

９．若者へのメッセージについて 

○開発者の心を知ることが大事だ 

●今、若者、青年の理科離れが問題になっています。それで業績を上げた方のお話を通し

て科学に興味を持ってもらおうとか、そんなようなメッセージを伝えたいというのが、今

回の調査の一つ大きな内容として含まれています。そういう意味で、今お話を伺っていて

我々には伝わっていますけれどもまず若者に対しまして、いろいろな経験を通して、是非

こういうことは伝えておきたいというようなお話がございましたら、何か特にまとめてお

話することがあれば、お願いしたいのですが。 

●吉野 私は今までいろいろお話しましたが、母校に行って 50 周年記念か何かの時に講

演を頼まれて話したことがあります。卒業生として初めてだったそうですけれども。 

●母校というのは、高校の方ですか。 

●吉野 柏崎工業高校です。初めに私が 1 時間半時間をくださいと言ったら、校長先生が、

「吉野さん、今の工業高校生というのは 1 時間もちません。今までどういう有名な先生が

来てお話をしても途中で騒ぎ出して、1 時間ももたない」とのことでした。私は講演のレ

ジメを送っていたものですから、「そんな学問的な話をしてもらったって、5 分もたたない

うちにみんな騒ぎ出すので」ということでした。けれども参りまして、私はそういう話は
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絶対しないのですよと言いました。結局、1 時間が 1 時間半になり、それでもう万雷の拍

手でした。少し手前味噌ですけれども。それで校長先生が「大変失礼なことを前に言って

申し訳なかった」と。私は、やはり若い方の心ですね、心になりたいと、思いました。 

話が飛んで申し訳ないですけれども、私はソニーさんのアイボ（AIBO）を買うと思っ

たのです。アイボを買いたいということで、アイボを買いに秋葉原のヤマギワさんに行っ

たのです。そうしましたら女性の店員さんが「お客様、これはおもちゃじゃないのです」

という訳です。ぽんと投げたら壊れてしまうので、おもちゃじゃないのですから、これは

ロボットなので、お孫さんにはだめだというわけです。「いや、これは私が欲しいので買い

に来た」と言ったら「いや、失礼しました」と言っていましたけれども。 

うちの元常務で、アイボの嫌いな方がいるのです。「何でアイボをあなたは好きなのだ。

1 度昼食を食べながら話を聞かせて欲しい」と。新丸ビルができましたね。あそこの一番

上の皇居の方がものすごく見えるレストランで食事を戴きました。2 年前に胃袋を切って

しまったものでないですからこちらはすし屋さんの方がよかったのですけれども、向こう

の方がステーキ。それでご馳走になりながら、私がその時に言ったのは、「開発者の心が知

りたいからですと。ここまで開発した、ここまでやったという開発者の心が知りたいので

す」と。私は一番初めカラーテレビを買ったのはもちろん三菱カラーテレビを第１号で買

いましたけれども、2 号機はソニーさんを買いました。一番いいと思われるものです。そ

の開発者の心を知りたいと。私はアイボを作った、アイボはいいのですけれどもアイボを

作った開発者の心が知りたいということです。なお、常務には今でもご指導を頂いており

ます。 

○座右の銘、「ロマン・情熱・勇気」 

 私はやはり、今の若い方にはロマンですね、それから情熱、さらに勇気。座右の銘は何

もないですけれども、先ほど申し上げた女神がほほ笑むということと、ロマン・情熱・勇

気と、このことがいつも自分を慰め、励まし、何かパワーを与えてくださったなと。一時

講演なんかを頼まれた時にも、今でも時折頼まれることがありますけれども「広中平祐さ

んでは、余りに立派で大衆の開発は難しい、八代亜紀さんでないと地を這った開発ができ

ない」と言った覚えがあります（亜紀さんも女神の一人でしょうか……笑）。 

●それはどういうことですか。 

●吉野 よく鎌倉製作所、私どもの一番のコンピューター、あそこは脳細胞の権化ですよ。

あそこで、今まで 3 回ほどお話を頼まれて行ったことがあります。その時にまず、「中津
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川が、一番ハイテクなんですよ。よろしいか皆さん。皆さんは少なくともコンピューター

はハイテクと自負されているでしょうが、実は中津川が一番ハイテクなのですと。なぜか、

空気です。空気の奥深さはコンピューターのハイテクなんか比ではない。空気は神様みた

いにハイテクなのです。私はそれを自負しているのです」と、丁寧な形の中でお話します。 

 名古屋大学の大学院生もお見えになった時にお話をしましたけれども、お話というのは

初めに 3 分間眠らないでいただければしめたものです。初めの 3 分間眠らないでいただく

お話をまずするのです。例えば、「今日、私は家の玄関を出てくるのに本当にうれしかった。

今日は本当に孝行息子さんに、あるいは孝行お嬢さんにお会いできると楽しみにしていた。

皆さんほどいわゆる孝行息子であり、孝行お嬢さんはいないと。何せ名古屋帝国大学に入

り、学業ではみんな神童、秀才だと。その皆さんにお会いできる、うれしいですよ」と。

もうそれで 1 時間半のお話の間誰もお休みになりません。 

 中津川は大分前に東工大学長をされていた末松先生の地元です。その方が中学生の全国

の夏休みに、ここで夏休みの林間学校みたいなものを開きます。そこで中津川の工場見学

に見えた全国からの 100 名の中学生を相手に、やはり 1 時間課外授業でお話をしたのです。

そうしましたら授業を終えて、木型とか小道具を片づけていた時、中学 2 年か 3 年の女の

子が 3～4 人来て、もじもじして見ているわけですよ。そこまではいいですけれども「あ

の、質問があるのです。さっきちょっとできなかったのですが」、「何でもいいから聞いて

ちょうだい」と。そうしたら「吉野先生は、お話を聞くとすごいことをされた方なのです

けれども、三菱電機ではどのぐらい偉くて何番目ぐらいの給料をもらっているのですか」

と。「いや、私はちっとも偉くないし、給料なんかも一番安いですけれども、今日もこうや

って全国から集まってきている厳選された 100 人の中学生の皆さんに本当にこうしてお話

ができる、それが喜びなのですよ」と。それは 8 割ぐらい本音ですから。変な顔してね、

「ありがとうございました。」と言いながら（笑）。そんなものなのです。 

 ですから常に物とか、ものづくりとかいいますけれども、私はやはり最後のものは心だ

と思うのです。それと、先ほど言った個性ですね。その個性というものを尊重する、そう

いう形のものを若い方に植えつけていきたい。ですから私はお話をする時に一番うれしい

のは、若い方に聞いていただくのが一番の喜びですね。 

●わかりました。いいお話ですね。 

○本当の大もとは一番簡単なもの 

●吉野 一番の大もとというのは、先ほどの機械を造る機械ではないですけれども手品の



 - 347 -

あれは何だと、本当の大もとはもう一番簡単で単純なのですね。それと私が思いますに、

私が決してそうではありませんが、ソロバンでも何でも遅く見える方、ものすごく神様み

たいに上手な方ほど脇で見ていると遅くみえます。かーといかにもはやそうにやっている

のは一番下手ですよ。パソコンをやる方はうちの会社の中にも、本社にパソコンがものす

ごく上手な女性の方がいます。おそらくご存じかもしれませんが、こうパソコンのキーボ

ードを打つのに、エクセルでもワードでも、すっすっとキーボードをなでて、何もしてい

ないのじゃないかと思うくらい、もう目にも止まらぬ、たったっとされる。何かあんまで

もしているみたいな、なでているのです。それでいてすごく早いのです。 

 小学校の教科書、誰が作ったか。小学校の先生が作るのではないですね。大学の先生が

作るのです。これはやはり小学生には難しいことをいかに易しく理解してもらうか。これ

が本当の大先生といいますか。本当にやはり技を極めるといいますか。左甚五郎なんか彫

るのを本当に見ると、何じゃあれは、あの手つきはとかね。それだけ優美で無駄のない動

作になっているのでしょうけれども。そうしますとぱっと花開く水仙の花ができるとか。

それはみんな心がひとりでに入るのですね。物ではなくて、生き物になる心が入ってくる

のでしょうか。 

 ですからやはり私は、勉強しなさいなどというのは一番下手なやり方だと思います。も

ちろん今は勉強しなさいと言っていないと、絶対東大なんか受からないかも知れませんね。 

●勉強したくなるような雰囲気を作るということですね。 

●吉野 そうですね。東大を出てキャリアになれば一生いい給料をもらえるからそれもい

いのでしょうか。 

●最近は崩れてきているでしょう。 

 

１０．ロスナイ開発の庇護者の存在について 

○ロスナイには多くの恩人がいる――やはり最後は人間の心 

●この中津川製作所というのがすごく自由な雰囲気があるとか、そういう何でもかんでも

自分で作れるとか、そういう開発しやすい風土があるというようなことをおっしゃってい

ましたけれども、それは例えば歴代の所長さんとか上司の方で自由にやらせてくれる庇護

者みたいな、そういう方がずっといらしたのか。その辺の経緯、吉野さんがずっと開発さ

れてきたプロセスの中で、そういう方についてちょっとお話いただけたらと思いますけれ

ども。 
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●吉野 私は直接的な庇護者として、ずっとではないですけれども、お手元の「つれづれ

のメモ」にもありますように神谷さん（神谷昭美元専務）という方がいるのです。また、

進藤さん（進藤貞和元社長、相談役（故人））、大森さん（大森淳夫元常務（故人））、野間

口さん（野間口有現社長）と書いてありますが、こういうのには事実しか書けませんので

書いてあるのですけれども、それぞれの大先輩は会社に大変なご貢献をされました。開発

志向の方で新しいもの志向の方です。やはり最後は私の手前味噌になってしまって申し訳

ないですが、そういう方を味方にするということですね。そういうことで、先ほど例えば

大手建設会社あるいは大手設計事務所、その幹部の方を設計者にしてしまう。この製品は

あなたのご指導の設計によってできましたよと。もうその方は味方になって下さいます。

最後は、人間ですから、いくら優れたものでもいくら秀でたものでも、理解していただか

なければ、進展し難いのではと思います。あの人は本当に虫の好かん嫌いな人だと思った

ら、やはりできるものもできないと思います。私はそんなへつらうとか卑屈になるとかそ

ういうことではなくて、襟を正した形の中でその方たちに全部味方になっていただく。製

品とか、物ではないのです、それは後からついてくる。まず人間的にとにかく味方になっ

ていただく。それでその製品の真のよさとかが理解されてゆくと思うのです。 

 よく仕事をしてからゴマすれ、ゴマすって仕事をするのじゃないと言いますけれども、

それは人間的に好きになるというのはゴマをするみたいですけれどもそうではなくて、人

間的に、例えば、彼は本当に誠実な人だ、彼は信用できる人だとか、また彼はやはり最終

的にはちゃんと上を重んじてマナーのいい男だとか。そういう形の中で、やはり相手にあ

る意味では人間的にファンになっていただく、それが非常に大事だと思います。 

 それと、やはりどんなつらい時でもねちっこい、あきらめないと言いましたけれども、

それをバネにするということですね。それによって自分が奮い立つといいますか、心の中

で勇猛心に変えるとか。ようし、と頑張ろうとする、見返してやるという意味ではないで

すよ。それを本当に、それも一つの勇気みたいな、勇猛心に変えるというあたりのところ、

バネにさせていただくということですね。だからこんなものだめだ、こんなばかみたいな

ものないじゃないかと言われても、それは、そこまで言われるなら男の子だったらやって

やろうじゃないかと。全部そちらのほうに話を自分の心の中で変えていくと。そうします

と、にこにこ笑って。 

●おっしゃるのはよくわかりますけれども、どうやって変えられるかですね。 
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○人間はいついつ何が起こるか生まれた時に決まっている－怖いものは何もない 

●吉野 それは、私はそれを変えるのは簡単なのです。私は小さい時から、物心というわ

けではないですけれども小学生に入った頃から、例えば、いま 70 歳、あと 2 日間にして

70 歳の今の 10 月 13 日、69 歳で 70 歳の 2 日前。この時間の、この時間の、この時間。

この時間は、今こうやってこういう形でもってこういうことをしているのだというのは、

私は生まれた時から決まっていると思っています。そういうふうに思うのです。常にそう

です。だからといって何か棚ぼたみたいな、サボっちゃえみたいなそういうのではなくて、

サボってしまえというのも決まっている、まじめに一生懸命やる、こう一生懸命にすると

いうのも生まれた時から決まっていると。 

 だから私は小さい時からお化け屋敷だとか、よく子供の時に度胸試しがありますね、全

然怖くないです。やはりライオンとかそういうオリの中に入れられたら怖いですけれどね。

所詮はそういう世界の中では怖くない。私は生まれた時から、いついつ何時にはお化け屋

敷に何年生の時に行く、火葬場に行くと決まっていると思うのです。だからどんなことを

言われても何を言われても、これは決まっていると思うのです。またそれをバネにして、

ようし、何くそとやるのも決まっているのだと。全部決まっている。だから楽なのですよ。

決まってしまっているのです。これは宿命とか運命とか、よく運命論者でキリスト教に何

かそういうのがあるらしいですが、私は一切無宗教ですけれどね。決まっていると思えば

何ともないのですね。 

○人間は平等というのが何より好きだ 

 それと私は、はっきり申し上げて変わり者なのです。身分の高いといわれる方より、ト

イレのオバサンの方に「おはようございます」とまず丁寧に言います。必ず私は、トイレ

のオバサンにも「ありがとうございました」、朝会ったら「おはようございます」とね。私

はそういう、人間は平等であるということが何より好きなのです。ですからある意味では、

そういう方は尊敬しますね。総理大臣は尊敬しますけれども人間的にまで本当に尊敬でき

るかです。 

 それから今、大体そんなことはないですけれども、昔私どもがアメリカに行った 30 年、

40 年ぐらい前、あの飛行機に乗って羽田を離陸しますともう外国コンプレックスでみんな

はらはらしている。そうじゃないですね。外国人を尊敬はしますけれども、だから私はカ

リフォルニア大学に行った時に、彼らは教授とかいろいろな人が 9 人ぐらい出てきて、ロ

スナイを全然問題にしていなかった。あの方たちはちょうど省エネルギー時代に差しかか
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って、アメリカのワシントンにあるエネルギー省からの委託を受けて、世界の熱交換器の

研究でカリフォルニア大学の研究室にいたのです。それで何かあったら「教えてやる、何

に興味がある？」と。私は、すべてノーインタレスティング、全然興味ないと。「ビコーズ・

ロスナイ・イズ・ベストワン」とロスナイがすべてだと。「何を」ということで、彼らがそ

ういうものをやって試験をいろいろやった。「もう、これ素晴らしいだろう」と。その時、

私は教授連中に「あなた方のテストは我々が 10 年前に失敗した方法をやっている。こん

なことでは、全熱交換器の試験なんかできない。」と。「何を」と目をむいて、それで私の

話を真剣に聴きだした。 

 その後、何年かして東北大学教授の吉野先生、私と同じ名前の吉野 博先生がアメリカの

カリフォルニア大学に行った時、「何年か前に吉野というすごいやつが来た。あんたと同じ

名字だから 1 度訪ねたらいい」と。その吉野先生は帰国したらすぐ中津川に見えましたか

らね。私の場合にはメクラヘビみたいなものですけれども、やはりそういうことはいい意

味での、相手を尊敬はしますけれども自信も持つと、やはり秘めたるものとか、そういう

形で決して表に出すものではないと思いますけれどね。そう思います。 

○４０年間、一筋に活躍できる環境があってロスナイは成長した 

●吉野さんはどちらかというと工場の中でご苦労をされてアイデアを発想された。例えば、

大きな会社の社長さんでもうエリートコースをずっと歩んでいったというような視点から

すると、吉野さんはかなりご苦労されたというイメージが持たれやすいと思います。それ

で略歴を見させていただくと、逆に例えば吉野さんがこういうような業績をやられていて、

例えば役員になってしまっていたら、あるいは社長になってしまったというと、こういう

成果が果たして出てきたかと私は思います。あるところから自分の信念に沿って自分の思

いでやりたいことをやり遂げるという環境を作ってくれた人がいて、それで今があるとい

う風にちょっと私には解釈できたんです。もし、吉野さんが役員になってしまうと、今度

は命令する立場ですね。そうするとこういうようなロスナイがここまで発展できなかった

のではないかと、私は思ってしまったのです。 

●吉野 よくぞおっしゃってくださいました。大変すばらしいお話です。実は、私はこの

中に断片的には書いてありますけれども、この JIS を作るのに先ほど 18 年かかったと言

いましたが、日本冷凍空調工業会に所属してやっているのですけれども、一般に 60 歳過

ぎたら工業会に所属できないのです。そんなことできるわけがなくて、三菱電機のような

大きな会社から出ている人は 60 歳になったら工業会をやめなければいけないのです。だ
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から私も 60 歳になった時に「今までそんな前例もないし、もう吉野さん、どうかね」と、

本社の小倉さん（小倉元取締役、当時本社業務部長）という昔ここ（中津川製作所）の所

長をされて取締役になった方から本社で言われたのですよ。その時私は、大変口幅ったい

けれども、この JIS というのは、私がいなかったら容易にはできないかも知れないと。ま

してやロスナイの認知も難しい。私がいなかったら JIS 制定はかなり遅れてしまうとの思

いが自分の中に自負心として、生意気ですけれどもありましたので「ただ黙って私にやら

せてください」と。そうしたらその小倉さんという方は、やはり偉い方ですね。「だったら

まあ」と言って、そのままいいともだめとも何も言わないで、「そうですか」と。それで終

わりで、それは、暗黙の了解だろうと思って、それから 10 年間。それでこれ（JIS）がで

きました（2000 年に JIS 規格化、2003 年その拡大化完了）。小倉さんには感謝しており

ます。 

 早稲田大学の田辺新一先生という JIS 作成の委員長になっていただいた方、この先生は

非常に優れた方で、JIS 作成・制定に絶大の尽力をなさいました。先生には 30 年位前から

ご指導をいただいておりますが、いい方で本当にすばらしい先生です。今でも、東京に行

ったら早稲田大学にお会いに行こうと思っています。そういう何か要（かなめ）にいい方

がいっぱいいるというか、先ほどの七戸さんもそうですが、いい方に恵まれております。 

 それで、私には進藤さんがやはり素晴らしい方だったのです。神谷さんは、私の開発の

師匠さんで、開発の考え方は私と多少異なるところがありましたけれども（私が未熟なの

です）、卓越した開発の哲学を持ち、非常にかわいがってくださったのは神谷さんです。そ

の神谷さんが一番尊敬していたのが相談役の進藤貞和さんという方です。ちょうど私が 52

歳の時だったです。吉野さんねと―あの方は若い者を絶対「君」と呼ばないのですよ。「吉

野さんね、あなたはやっぱり、ロスナイというものすごいものがあるので、まだまだ、こ

れからあるので、私が水戸黄門の印籠をあげる」とおっしゃって、取締役人事部長に言っ

て、それでお墨付をくださいました。 

 何のお墨付かといいますと「吉野さんね、今あなた参事だけれども」――私も偉い人に

盾ばかりつくものですから、時の所長ににらまれてちっとも参事になれなかったのですよ。

もちろんできは悪かったですけれど参事に絶対なれない。しかし所長が変わった途端に、

お待たせしましたと参事にしてくれたのですけれどね。それで参事になったのですけれど

も――「参与もいいだろうけれども、まあ参与といっても 58 歳で終わるではつまらん。

これから 60 歳まで昇給させてあげる。特例参事というのを作って、これは天下無敵じゃ、
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60 まで安心して目的に向かって仕事ができるよ」と。普通は大体 57 歳か何かで給料は下

がってしまいますね。B 社員とか何とか。60 まで A 社員というお墨付をくれたのです。

もちろん、所長さんの確認はとってですね。 

 だから、私はそういう意味では安心してこの JIS 作成作業に没頭できたのです。おっし

ゃるとおり部下も何にもない一匹オオカミの専門部長とか、そのかわり部長会議にずっと

出ても好きなことを言えます。もちろんおとなしくて、皆さんを不安にしてもいけません

からあまり憎まれ口も言いませんでしたけれども。それでそういう経営みたいなのにはず

っと関与させていただきながら、一方ではこういうことも、ミクロのこういう開発のこと

も、おっしゃるように自由にできたと思います。そのかわり、はたから見るとあいついつ

までも偉くならないやつやなとか。あれはいつまでたっても平社員の、自動車も持ってい

ない、往復 1 時間も歩いて通って、どこも転勤しない――三菱電機ではどこか転勤しない

と偉くならないのです。三菱電機は転勤すると偉く（？）なるのです。 

 ところが 1 回鎌倉へ転勤する話があったのですよ。その時高橋さんという副所長がいま

して、その方がやめさせたらしいのです。あれはどうも中津川のお稲荷さんやで、お稲荷

さんをそこにやってしまうと、中津川にお稲荷さんがいなくなるとまずいじゃないかとい

うことで、転勤するばかりだったのに転勤がやめになったのです。私も鎌倉に行って憎ま

れ口の講演をしたりして、大体あなた方ノイローゼになるなんていうのは上司の言うとお

りにするからだと。明日から上司を逆にしかりつけなさいなんて、そんな講演をしていた

ものですからね（笑）。 

 結局、そんなことで進藤さんがそういう意味合いでは非常なすばらしい方で、工業会の

進歩賞という、これは金賞ですけれども、それを頂いた時もちょうど工業会の会長さんで

進藤さんが下さった。何かすごく優しくて、何で私を好いてくれたのかよくわからないで

すけれども、ものすごくかわいがってくださったのです。ですから進藤さんや由布さん（元

副社長；ロスナイ海外事業に尽力）にはすごく支援していただきました。 

○ロスナイは「人にやさしい、地球にやさしい」その原点は 

●吉野 180 億年、いや 200 億年以上かも知れません。その 180 億年に一度しか生まれて

こない人間の生命、数々の動植物から人間に生まれてくる稀有にも等しい無限小の確率、

その中で人にやさしい、地球にやさしい仕事に関与できたのは、幸せの会社生活でした。 

 この中津川製作所は換気送風技術、冷暖房（空調）技術、太陽光発電技術等、風と空気

そして水と光を扱いながら、省エネ・快適性を追求した＜ものづくり＞に努力しておりま
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す。ロスナイもその基幹のものと自負しております。 

 ロスナイは今やっと黎明期に差し掛かったところです。年間生産高は 200 億円強、正に

本番はこれからと思います。 

40 年前に発明した当時に抱いた、この地球に一つでも多くのロスナイが使われる夢が、

正夢になることを信じております。 

 「人にやさしい、地球にやさしい、ロスナイ」本道を歩みつづけて欲しいと心より願っ

ております。 

 終わりに、いままで申しましたロスナイの開発ならびにその事業化については、本当に

多くの方々にご尽力いただきました。ここにお名前を紹介することができなかった方をも

併せて、皆様に心より厚く御礼申し上げます。誠に有難うございました。 

●本日は、どうもありがとうございました。 

●吉野 誠にありがとうございました。                  （終了） 
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全体総括 

 

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、聞き取り対象者の数は平成 17 年度調査完

了時点で丁度 100 人に達した。本事業ではこれら先人たちの証言を単に人的産業技術

遺産にとどめることなく、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へと活動の幅を広げて終了しようとしてい

る。 

 調査終了の期を迎えるにあたり、本調査の開始の経緯を再度振り返ることによって、

調査の目的と成果の目標がいかに達成されたかを検証したい。 

 

1.1 調査開始の経緯 

 平成 3 年（1991 年）12 月，通商産業省の棚橋事務次官の懇談会として「産業技術

と歴史を語る懇談会」（以下、単に「懇談会」と称す）が設置された。 

日本は欧米に比して産業技術の保存・維承という面で遅れをとっている。戦後の日

本復興を支えてきたのは産業技術であり、世界一流の経済力を有するに到ったいま、

過去を振り返り、これを保存・継承していくことが重要である。そのことが未来の更

なる発展をもたらす、との意識が棚橋の念頭にはあった。 

 懇談会は半年間にわたって議論した結果、産業技術の保存・維承に向けて 30 の提言

をまとめた。懇談会の事務局を務めた研究産業協会では、これらの提言の実現に向け

て活動を開始したが、その推進機関のひとつとして産業技術維承委員会が組織された。

同委員会の調査研究分科会では、半年間の議論の末、戦後の日本の技術開発史上、顕

著な業績を挙げた研究者に対する聞き取り調査を実施することとした。 

その趣旨は、貴重な技術開発の真相について、「高齢となった関係者が健康なうちに

聞いて記緑しておこう」ということと、もうひとつには、「若者の技術離れ、製造業離

れ対策」の一環として、これら技術開発の先達を通じて技術開発の重要性と面白さを

説いてもらおう、ということにあった。 
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1.2 調査実施の動機 

聞き取り調査を行う動機としては大きく分けて以下の二つのケースが考えられる。 

 一つは、技術史上のある持定のテーマについて研究する際に、文献や一次史料の調

査と並行して行うものであり、これら史料に欠如している情報を得ることを目的とし

ている。聞き取り調査の対象となる事象であれば、時代が古すぎて史料が逸失してい

るというケースは稀であるが、特許、論文等の技術文書以外の文書化は、何か特別の

機会や当事者の問題意識がなければ通常は実現しない、と考えてよい。そのような機

会があったとしても当時の事情により記載が憚られたり、ことの性格上、文書化にそ

ぐわない情報もあり得る。 

しかし、技術開発の歴史を自らの史観に基づいて克明に追求し、そのダイナミクスを

分析し、イノベーションのメカニズムを探ろうとする技術史の研究では、聞き取り調

査から得られる生きた技術史事象の蒐集は貴重なものであり、そこに聞き取り調査の

重要性がある。 

 二つは、技術史上、画期的業績を挙げた現存する特定の人物に焦点を当てて、その

技術者としての一代記を綴ろうとするものである。第一のケースが調査対象の歴史事

象の事実関係を中心に聞き取りが行われるのに対して、この場合は、対象者について

その事績やそれを生み出したときの状況についてはもちろんのこと、出自や生い立ち、

家庭環境、教育環境から、研究者としてスタートしてからの人間関係、その人の思想

や人生観、趣味といったことまで、できるだけそのトータルの人格が浮かび上がるよ

うなインタビューとなる。結果として、識見、人格共に衆に優れた一個の秀峰の凝縮

形を得ることができる。研究産業協会が十年余に亘って実施した「生き証人からの聞

き取り調査」はまさにこの趣旨に沿って実施されたものである。  

 

1.3 聞き取り調査の意義 

 聞き取り調査が技術史研究のひとつの手法に位置づけられる以上、その意義は技術

史研究のそれを問うことに通じる側面があり、それ自体としても大きな意味を持って

いる。以下にいくつかの観点からその意義を記すが、水俣病やポリオワクチンなど政

治課題に密接する技術開発の場合は行政の裏面史もうかがい知れ、「生き証人からの聞

き取り調査」ならではの特徴的意義も存在している。 

(1) 技術史研究の有力史料の提供 
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 聞き取り調査からは特許・論文の類からは得られない情報を得ることができる。特

に当該事象について文書化されたものが少ないときは極めて有効な史料蒐集の方法と

なる。特許、論文といった科学技術文献では、結果のみが全ての無駄を省いた整然と

した形式で記される。そこに到るまでの挫折や試行錯誤の苦闘、ブレイクスルーの瞬

間、成功したときの感動といったものが記述されることはない。 

 聞き取り調査は、研究開発に関して、そのプロセスに必然的に起こるこれらの要素

の具体例を教えてくれるだけでなく、自然が偶然という形を借りてときおり示してく

れるヒントを如何に的確に把握して成功に結びつけるかが要諦のひとつであり、また、

多彩な人間模様が織り成す感動のドラマであることも示してくれる。 

(2) 研究開発・研究開発管理上のノウハウ 

 上記のような技術史研究上の有効な手法であるに留まらず、聞き取り調査は研究開

発を遂行するに当たってのノウハウや、管理者としてのあり方についてのヒントを多

く与えてくれる。歴史に残る仕事を成し遂げた人々であるだけに、その研究の方法論

はしばしばユニークであり、マネジメントの面で見るべきものが多い。いずれの面に

おいても現役の研究者や研究管理者が師表とするに足る内容を含んでいる。いくつか

の具体例について後述する。  

(3) 次代の研究技術者の育成 

 21 世紀に技術立国を以って生きようとするわが国にとって、研究開発に従事する人

材の育成は必須の課題であり、昨今の若者の理科離れ、技術離れを思えば、これに対

する具体的措置は焦眉の急にあると言ってよい。現代の技術はブラックボックス化が

進み、技術を肌で感じる機会が失われ、理解が難しくなっており、これが科学・技術

に対する無関心を引き起こす要因のひとつとなっている。 

 若い世代にこのような、技術に対する理解と興味を増進せしめる上で、聞き取り調

査は恰好の材料を提供すると考える。世のため、人のためというヒューマニズムと、

自然との対話の中で新しいものを創造していくという知的興奮に動かされて、苦難と

闘いながら進む姿が、ひとつの仕事を成し遂げた人の口から躍動感を以って語られる

ときに、若い人の胸に魂の共感を呼ぶことが期待できるのである。 

  

２． 調査研究の基本的考え方 

本調査は開始時の平成 6 年度から毎年度 10 人を聞き取り調査の対象として選定し、
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平成 14 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 5 人に半減させ、平成 17 年度までに総数 100 人の聞き取りを終了した。 

以下の各節は通年の報告書を総括する視点から、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。「誰でも知っている商品、誰も知らない生い立ち」のキ

ャッチコピーが示すように本調査の狙いは技術者であり、しかも業界では業績があっ

て有名であるが一般には知られていない技術者が選定されている。雑誌やメディアで

一般の人からよく知られる著名人は外した。また現在わが国を代表する輸出商品とな

った自動車ついては、（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。 

 具体的には以下の基準により委員会方式で選定した。 

(1)戦後の日本の技術開発史上で顕著な業績を挙げている技術者であること。具体的に

は以下の要件のいずれかを満たすこととした。 

 �当該技術が世界的に見てオリジナリティがある。 

 �基本技術は欧米にあったにせよ、異分野の製品に応用して世界初の製品を出した。 

 �製品概念は既にあったが、従来製品を著しく超える性能を有するものを開発した。 

 �当該製品が世の中に時代を劃する大きなインパクトを与えた。 

(2)理論の導出やコンセプトの提案に留まらず、｢もの｣の形で世に送り出し、世を稗益

するところが大きかった。 

(3)上記｢技術｣の範囲は狭義のものに留め、各種｢管理技術｣は含めないこととする。 

(4)できるだけ高齢者を対象とする。 

(5)マスコミやジャーナリズムで取り上げられ、その事蹟が既に世に顕れている技術者

は対象としない。 

 以上の基準の下に各委員が数人の候補者を選び、調査資料を添えて委員会に提出し、

委員会ではそれぞれの候補者について上記の基準、とくに(1) に照らして適否を議論す

る。委員会の賛同が得られればそのまま対象者となるが、いくつかの疑問点が出され
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た場合、推薦者は次回委員会までに再調査して報告する。 

 このような選定のための委員会を数回開いた後に当該年度の聞き取り対象者が確定

する。対象者の数は委員長を除く委員の数に等しくなるようにする。 

 

2.2 選定した対象者と代表的業績

年 

度 

対象者 

（敬称略） 

代表的業績 

相沢進 クオーツ腕時計の開発 

明石雅夫 通信用高性能磁性材料（フェライト）の開発 

上村雅之 ファミコンの開発 

指田年生 超音波モータの開発 

武祐一郎 電気絶縁紙の開発 

田中光二 パイプレス化学工場のコンセプトの開発 

秦藤樹 抗生物質ロイコマイシン（キタマイシン）、マイトマイシンの研究開発 

松平精 鉄道車両の蛇行動の解明とその防止法の確立 

6 

森健一 日本語ワードプロセッサの開発 

浦田孝延 蓄積撮像管の開発 

菊井敬三 外洋航行用バージインテグレータの開発 

島文雄 ＹＳ－１１の開発 

高田秋一 ヒートポンプと冷凍機の開発 

只野文哉 電子顕微鏡の開発 

千畑一郎 固定化酵素法による天然型Ｌ－アミノ酸の製造 

中島敏 電熱媒体油の開発 

野瀬正儀 黒部第四ダムの建設 

穂坂衛 座席オンラインリアルタイムシステムの開発 

美坂佳助 圧延機、塑性加工の研究並びに hot strip mill の計算機制御の開発 

7 

森田正典 マイクロ波通信方式の開発およびそれらの事業化 

伊澤達夫 光ファイバーＶＡＤ法の開発 

石田名香雄 ＩＡＰ（免疫抑制酸性蛋白）の発見とＩＡＰプレートの開発 

佐々木秀雄 爆発圧接法の開発 

高篠静雄 ウォークマンの開発・商品化 

丹波繁 合成紙の開発 

深海正治 胃カメラの開発 

増田房義 高吸水性樹脂の工業化 

持田豊 青函トンネルの建設 

8 

百瀬孝夫 大容量凍結乾燥装置と応用食品の開発 

今村修武 光磁気ディスクの有用性実証 

梶原利幸 金属薄板圧延における高性能形状制御圧延機の開発 

京谷好泰 超伝導磁気浮上方式鉄道の開発 

9 

桜田司 低温溶射技術を利用したセラミックス複合材料の開発 
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9 島正博 コンピュータ制御式による横編機の開発 

専田禎 日本の直流送電を拓く 

成田仁 舶用インテツレイテッドダクトプロペラの開発 

林雅一 自動車用超小型ターボチャージャーの開発 

日高秀昌 フラクトオリゴ糖の開発 

吉田庄一郎 半導体製造装置ステッパの開発と半導体産業の国際競争力向上への寄与 

 

吉田進 トリニトロンカラーテレビの開発 

江藤輝一 高分解能透過型電子顕微鏡の開発 

海老原浩一 新幹線運行管理システム（コムトラック）の開発 

大浜博 イオン交換膜法「食塩電解技術」の開発 

佐藤公彦 イオン交換膜法「食塩電解技術」の開発 

鹿井信雄 トランジスタ・ラジオの開発 

国枝正春 免震・制振装置の開発 

小林義隆 微量迅速分析器の開発 

澤崎憲一 ヘリカルスキャン方式ＶＴＲの開発 

林厳雄 半導体レーザの開発 

10 

渡辺静男 炭素繊維の開発と工業化 

厚川麻須美 湿式石灰石膏法による排煙脱硫技術の開発 

薄葉久 アサヒ・スーパードライの開発 

内田康男 カメラの自動化の開発 

小塚忠 自動糸切りミシンの開発 

小林昭夫 球形ガスホルダー及びＬＮＧ地下タンクの開発 

鮫島政義 医薬品のマイクロカプセル化技術の開発 

高嶋優 ササニシキの開発 

馬田三夫 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌を応用した発酵乳製品の製造 

三木忠直 高速電車の開発 

山元正明 焼酎用優良種麹及び自動製麹装置の開発 

11 

吉田巌 長大橋の建設 

岩尾熈 真空押出成形法による磁器の製造開発 

岡本三宜 超極細繊維の世界を拓いたスエード調人工皮革エクセーヌの研究開発 

鏡才吉 東京タワーの建設 

菊池勇 小型モータ軸受の開発 

中坪寿雄 医療用ファイバースコープの開発 

林虎彦 食品自動成型装置の開発 

藤谷尭 SPB 方式 LNG 船の開発 

船田文明 電卓用液晶表示装置の開発 

真鍋宏 建設用クライミングクレーン 

12 

山田宰 BS ディジタル放送の開発 

池田太郎 霞ヶ関ビルの建設 

小泉健 高密度波長分割多重方式(DWDM)ブロードバンド時代を支える基礎技術の開発 

杉本八郎 アルツハイマー病治療薬“アリセプト”の開発 

高山武弘 捕鯨技術の開発 

塚本哲男 トランジスタの実用化開発 

13 

長谷川由雄 コンブ養殖技術の開発 
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13 三枝文夫 電子楽器（シンセサイザー）の開発 

村山登 ファクシミリにおける画像データの高能率圧縮方式の開発 
 

山中忠義 電気車の誘導電動機駆動システムの開発 

安東弘光 ＧＤＩエンジンの開発 

佐川眞人 世界最強のＮdＦeＢ磁石の発明とその工業化 

橋爪壮 ワクチンの研究開発（ポリオワクチンの国産化） 

保坂一夫 シャドウマスクの開発 

14 

山崎弘郎 渦流測量の開発 

飯塚信博 国産自動販売機第１号の開発 

大池昶威 “信州みそ”の生産プロセス開発 

沖栄治郎 マイクロテレビの開発 

金丸齊 レーザディスクの開発 

15 

早川勇夫 抗菌薬“タリビッド・クラビット”の開発 

川名喜之 シリコントランジスタ実用化開発 

田島重信 塩ビモノマー重合技術の開発 

田中健治郎 コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発 

16 

中村正和 高炉とコークスの狭間で四半世紀 

柏典夫 ポリプロピレンの重合触媒の開発 

小中敏康 ＮＭＲ(核磁気共鳴装置)の開発 

中西幹育 曲面印刷プロセスの開発 

松尾勝一 コリスチンおよびコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムの開発 

松田弘人 バブルジェットプリンタの開発 

17 

吉野昌孝 透過式全熱交換器（ロスナイ）の開発 

 

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 
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� ブレイクスルーのポイント、そのポイントを開発したプロセス、成功の感動 

� ブレイクスルーを可能にした過去の蓄積とその蓄積の状況 

� 庇護者、支援者の存在 

� 「ものづくり」、技術者・研究者についての信条／フィロソフィー 

� 活力ある「ものづくり」への提言 

� 若者へのメッセージ 

 

３． 調査結果の概要 

  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 12

年に及ぶ本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。 

 多くの担当者が介在する本調査は、聞き取り内容の不整合が最も嫌われるところであり、

あらかじめ慎重に検討されたマニュアルに基づいて実施された。調査結果は総括において

以下に示す｢テーマ設定｣、｢研究開発の姿勢｣、「技術の評価」、「教育者・庇護者」、「フィ

ロソフィー」、「若者に贈る言葉」の 6 項目に分類して整理・記録した。 

 100 人の技術者の事跡は百人百様であるが、そこには多くの共通点があり、これを体系

化、普遍化して表すことが出きれば技術史の研究のみならず後進への生きた教材としても

極めて有意義である。しかし項目によってはそうすることが困難なものもあり、具体的内

容については100人目の調査対象者として最終回を飾った中西幹育氏の事例を紹介して全

体を代表することとした。 

 

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）」が最も重要なことは論を待たない。貴

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

者なら誰もが願う。それにも拘わらず現実の研究開発の場で最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最も重要なこととなる。 
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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 

テーマの設定は研究開発において最も重要な行為であり、事業のみならず社会の仕組み

を変える力すら有している。 

かつて物資が不足し、プロダクトアウトの時代においては「行政からの要請」、「社会か

らの要請」、さらには「企業ニーズに基づくトップからの要請」が主であり、開発者にと

っては恵まれた環境であった。しかし次第に消費者志向すなわちマーケットインの時代に

なると「技術進歩の要請」ないしは「独創による挑戦」という範疇のテーマ開発が多くな

っている。本調査では中西幹育のケースについて次のように紹介している。 

「こんなに凸凹していては柄はつきませんよね」： 

中西幹育は下関工業高校で重量挙げの主将を務め、監督の期待に応えて明治大学工学部

電気工学科に進学した。３年生でミドル級の全日本学生チャンピオンになり、４年生にな

ったときは、一階級下げてライト級でもチャンピオンになった。そのときに何事も他人の

倍やれば人並み以上になれることを覚えた。 

オリンピックの１次候補に挙がり、ローマに行けるかどうかの最中、「どうしても行き

たい」という無理がたたり、練習中に脊髄をずらす大怪我に見舞われ選手生命を断った。

しかし重量挙げで身に着けた「一瞬の集中力」がその後の中西の大きな財産となった。 

1960 年に大学を卒業すると、外車販売の“太平洋自動車”を皮切りに“東洋通信”、ついで

第２のソニーといわれた“東京トランジスタ工業”など当時の先端企業で電子工学技術を駆

使し、開発担当として実績を上げた。その後さらに人材銀行からスカウトされて世界中に

警察用トランシーバを輸出していた“東海通信機”に移り、そこで技術開発と企画を担当し

た。 

1968 年には奥さんの実家の事情で“小林染料店”の経営を任されると、“生研化学”の江森

章一社長に師事して化学薬品事業を徹底的に学び、自店の経営を立て直すと同時に企業体

質改善のために新規事業の開発に取り掛かった。 

 これからはプラスチックの時代と読んで将来構想を検討している最中、“大日本印刷”の
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営業課長から「プラスチックは、量産技術が出来ていて軽くて強い。それに量産技術が出

来ているから安くなる。ただ、難点は、色だ。色は、単色なら付くが、模様をつけること

が出来ない。これができたらノーベル賞ものだよ」という個人的意見とも願望とも言える

話を耳にした。 

奇しくも直後のテレビ特集番組で「プラスチック文明到来」が放映され、その番組の最

後の３秒くらいのところで、アナウンサーが次のように喋るのを聞いた。「こういう造形

も自由なんだけれど、でも、こんなに凸凹していては柄はつきませんよね。」 

アナウンサーの声が前日に聞いた言葉と反響しあって中西の脳天に鳴り響いた。 

 

3.3 研究開発の姿勢 

研究開発の成果物としての商品はまさにテーマの具現物ということができる。いかなる

研究でも開発者は周囲の軋轢を受け、組織の中での葛藤を経験する。研究者として立つ以

上、備えておくべき心構え、覚悟といったものがある。ある意味で研究者の資格ともいう

べきもので、中にはこれなくしては結局一流の研究者にはなれないといった者もいる。 

 「独創性」、「好奇心・探究心」、「粘り強さ」及び「チャレンジ精神」が成功した研究開 

発者に共通した資質である。本調査では中西幹育のケースについて次のようにに紹介して 

いる。 

「提案型営業」： 

中西は奥さんの実家の事情で群馬県の伊勢崎にあった“小林染料店”の経営を任された。

伊勢崎は銘仙の産地としても有名であったが、産業としては下り坂であった。今までの遺

産を生かすとすれば、化学工業品に出るしかない。大学卒業後の 8 年間を電気技術者とし

て生きてきたが、酸やアルカリを手掛けることにした。 

しかし、田舎の中小企業のメッキ屋さんに御用聞きで回るくらいではどうにもならない。

大手にアプローチするためにどうするか。丁度その頃、中西は化学の権威であった生研化

学の江森章一社長に出会った。江森は偉い人だったが謙虚で人柄もよく、親切に手をとっ

て教えてくれ、人生の生き方まで教えてくれた。 

江森先生は化粧品や健康食品の中間体や、特に金属の表面用の処理剤や添加剤が専門で、

北関東ではメッキ処理法の指導をしながら企業を回っており、中西は成功を収めた現在に

至るまで師匠として付き合いを続けているという。 

中西は門前の小僧だったが、自前の研究所を作って、ハルセル試験器や分析器も購入し
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て、昼間解らなかったところは夜帰ってから、試験片でメッキをしてデータを採って分析

した。どの位の電流密度で、どの位電流を流すと、お宅のメッキ溶液では、どんな表面の

仕上がりになり、この添加剤をこの位入れるとこうなる、とデータを持って行くようにし

た。それは、単なる御用聞きではなく、今で言う「提案型営業」そのものであった。 

 

3.4 技術の評価 

 ものづくりにおける技術の評価は成果物である商品の価値によって決められる。しか

し研究開発者にとっての技術の評価は、その成果物を構成する「原理・原則」はもとより、

技術思考である「特許・ノウハウ」、「技術供与・移転」、「報奨金」などを含み、「学会発

表」など学術や文化とのかかわりにも関心が及んでいる。本調査では中西幹育のケースに

ついて次のように紹介している 

「墨流し塗り」： 

中西はまず、凸凹表面の印刷技術について特許を調べようと考えた。特許は、トランジ

スタ関連の仕事をやっていた頃から、その重要性は理解していた。伊勢崎市の図書館には

特許広報があった。次の日から、そこに通って特許を調べた。毎日毎日調べたが、3 次元

曲面をもったものに印刷する特許は見つからなかった。ただ、東京の国会図書館に行けば

もっと詳しいものがあることを知り、東京まで通ったが 4 ヶ月かかっても見つからなかっ

た。 

ある日疲れて、日本橋の三越デパートを覗いていたら、会津の展示即売会をやっていた。

そこに、会津塗りのお椀があって、その 3 次元の外側に模様があった。すぐ、その主任に

頼んで、会津の製造元を訪ねて行った。そこでは、“墨流し塗り”という技法でやっていた。

水面の上に風で油性インクをばらっとまいて、墨を流し、また風でスッと引掻いて送って、

ポシャとやると、あたかも木目調のものができた。しかし、これでは模様に再現性がない。

自由にデザインされた柄や模様が、何回でも再現出来なくてはならない。 

世界中の特許を千数百件調べたが、あまり根を詰めて真剣にやり過ぎ、胃痙攣になって

寝込んでしまった。寝ていたとき、胃薬で“熊の胆”を飲んだ。ひと欠片でもものすごく苦

かった。それをオブラートに包んで飲んだとき、考えた。「なぜ、オブラートに包むと苦

くないのか？」。「それは、胃の中に届くまで、溶けないからだ」。そこで、はっと気が着

いた。「そうだ。溶ける物だ」。 

すぐ、起き上がって、灰皿に水を入れて、そこにオブラートを置いた。オブラートには、
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不滅インクで“回覧”と判で押しておいた。ズーと見ていたら、オブラートが静かに広がっ

た。そこに、白い消しゴムを静かに押し込んだ。ゆっくり引き上げて、オブラートを水に

流してみると、そこには、“回覧”の文字がくっきりと写っていた。 

それが、曲面印刷に関する世界的な基本特許の原点となった瞬間だった。それまでの全

ての努力で得た知識や、表面加飾や、少年時代を過ごした武久海岸の経験など、もろもろ

のイメージが中西の脳裏をよぎり、ブレークスルーした者だけに許される歓喜を味わった。 

 

3.5 教育者・庇護者 

 本調査で最も印象に残ることは、大学の卒業年次の古い人ほど教育者としての恩師の影

響を語り、庇護者については創業者との深い交わりについて述懐している点である。 

嘗て大学に進める者は限られ、師弟の関係が単に教育の場だけでなく人生の幾多の場面

で深く交わっていたのに対し、現在は教育が産業化し、大学が単なる知識の供給所に形骸

化しているのではないかと思われる。国立大学の独立行政法人化が進んでいる現在、大学

教育に全人格的な師弟関係を求めることは困難だが、このような聞き取り調査の中に時と

して理想とすべき教育の姿を窺うことが出来る。 

一方現在の若者は大半が完成した大企業に就職するが、本調査の対象者の大半は当時起

業したばかりのベンチャー企業に入社し、創業社長の厳しい指導と援助を受けて世界的な

技術開発に挑戦し、成果を収めている。庇護という言葉に内在する厳しさが現在の日本を

作り上げたことに強い感銘を受ける。本調査では中西幹育のケースについて次のように紹

介している。 

「情熱に負けた。やってやろう。」： 

曲面印刷のコーティング膜は当初オブラートで実用化されたが、量産が難しく強度を出す

ことが出来ないため、複雑な印刷を大量に処理にすることに適さないことが分かった。 

 そこで、大阪にある“日本合成化学工業”の門をたたき、ポリビニール膜の開発を提案す

ると、そんなのが量産できるわけはないといって、けんもほろろだった。当時ナプキンな

どの吸湿性を持った紙の開発等があり、面倒なスペックを要求する材料の開発には躊躇し

たのだ。しかし中西はしつこく粘って、これは絶対にすばらしい事業に育つんだから協力

してくれといって粘りに粘った。当時の役員の寺尾が、ポリビニールにそういう使い方も

あったのかと非常に感心して、自社でやってみようということで号令をかけてくれた。中

西はそれに備えてポリビニール・アルコールを徹底的に勉強した。 
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 日本合成化学工業は、大阪と高槻の間に研究所があって、そこで曲面印刷専用の組成の

フィルムの開発を始めた。材料はポリビニール・アルコールとしたが、スペックに合った

組成を見つけるのが大変だった。温度を固定して、また伸び率を固定し、膨張率や強度な

ど試作に試作を重ね、スペックを追い詰めていった。最後は、水溶性物質の添加剤を入れ、

希望のスペックを出していった。そんな細かいスペックを要求するような面倒なフィルム

がものになるのか、世界を制覇するといっても、本当だろうか。社内でも議論が百出した。

しかし、寺尾は「情熱に負けた。やってやろう。」と会社を説得して中西を援護してくれ

た。 

 

3.6 自らを育てる（フィロソフィー） 

 本調査で対象者が最も気遣いながら、しかし最も情熱を込めて語るのが自身の研究開発

者としての思想である。大半が自身の体験から掴んだ成功と失敗の要因を確実に把握・分

析し、次代に役立つメッセージとして発言している。本調査で中西幹育は次のように述べ

ている。 

「曲面印刷の技術が人々の生活を豊かなものにする」： 

世界中のどの民族も、美しいものに憧れ、美しい物を欲しいと思う。これが基礎にあっ

て、そして個性的なものを追求したいと思っている。機能が同じであれば、より美しく、

より個性的で、流行に合った物を欲しくなる。そのためには、今日、製品のデザインを変

えようとすれば、明日、それを変えられるようにする。 

日本でのもの造りは、機能だけでは絶対に成功しない。機能とともにおしゃれでなくて

はならない。従来家具はブラウングッズと呼ばれ、天然の木材が使われてきた。しかし、

金属やプラスチックが日常の身辺で使われるようになって、それが本物になるには、こう

した表面が持つ質や形状や模様などの情報が、重要な価値を持つのです。それによって曲

面印刷の技術が人々の生活を豊かなものにすることに貢献できました。 

 

3.7 若者に贈る言葉 

 古今東西、先人が若者に贈る言葉は常に厳しい。これを真に受ければ既に地球は壊滅し

つくされているはずであり、あくまでも自戒のための思いやりと受け止めるべきかと思わ

れる。 

 対象者の言葉は重く温かい。自身の成功体験のみに立脚するのではなく、技術開発の全
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プロセスにおける若者との交流の中で掴んだ信念を忌憚なく述べている。本調査で中西幹

育は次のように述べている。 

「一回、手を汚してみろよ」： 

今の時代は、純粋な科学だけでなく、進歩性・新規性を訴えて、世界に通用する技術ま

で昇華しなきゃいけない。それを事業化するときには、やっぱり大勢の違った企業のハイ

ブリッド化によって、初めて成功という二字をつかみ取ることができるのではないか、こ

ういうふうに思います。 

 だから若い人に言いたいのは、今の若い人って賢過ぎるんですよ。頭の中でああだこう

だと考えて、頭の中で結論を出す性格が今の若い人の中にはある。そうじゃないんだと。 

現場、要するに現実を目の前に置いて、一回、手を汚してみろよと。それが仮に失敗し

ても、その手の汚れた分だけは、そこに何かノウハウが残るわけです。また、微妙な変化

もつかみ取れるようなセンスが磨かれる。なぜ失敗したのか。ここに大きい、非常に重要

な勉強の場があるのに、チャレンジしないからそこまで到達できないと思うので、やっぱ

りあるレベルでチャレンジできるような環境をつくってあげることが必要です。 

賢くというのは、世の中の基準が違っているんです。勉強がよくできるから、記憶力が

いいからではないのです。これからの賢いというのは、理解力がどこまであるか、理解し

た上でどれだけ使えるか、これが基準でなければいけないと思います。 

 

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を伝承・保存するた

め、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、若者に関わる最大の課題が

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。 

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・
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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、新時代に即応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

を育くんでいくことが重要である。 

本調査において実施された聞き取り内容について述べれば、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格好の

事例である。それに引き換え、現在の若者は物的な豊かさと技術の利便に慣れ親しむ生活

の中でメディアミックスな疑似体験に満足し、現地体験を経た者だけが知る苦労も真の歓

びも知らない。それ故にここに集う 100 人の技術者たちの技術開発を完成するまでの営為

は、青少年に対して人生を送る上で何が大切であり、どのように生きるべきかを教えてお

り、大変意義深いものとなっている。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。 

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。 

本調査の成果は高く評価され、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。また関係者の要望に

応えて「誰でも知っている商品、誰も知らない生い立ち」に再編され、好評を博した。 
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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

ドが紹介されたが、同番組では本調査と同じ題材のプログラムを 19 本発表しており、改

めて「生き証人からの聞き取り調査」の有意性を確認することとなった。 

またこの間、初等中等教育における産業技術革新記録の有功活用に関する調査研究を実

施し、成果物をデジタルコンテンツ教材に活用する研究を進め、教育関係者の参加を得て

デジタルコンテンツ教材“12 Engineers”のモデル化を行った。さらに最終年度にはデジタ

ルコンテンツ教材の 3 年間の実績を評価・発展させ、“28 Engineers”に再編・充実し、将

来の広範の実用化に備えた。 

本調査は 12 年の歳月を経て本年度を最後に終了するが、調査を単なる取材保存にとど

めることは無意味であり、平成 14 年度以降、成果物をデジタルコンテンツ教材化し、初

等中等教育の現場でその有功活用を調査研究してきた。この活動は聞き取り調査の対象と

なられた先生が直接教壇に立って実施したものであり、現場では極めて高く評価されてい

るが、講師の高齢化を考えると永続的な活動は困難である。 

 今後は聞き取り調査の対象となった100人の技術者とその技術並びに開発のプロセスを

科学的に解析し、技術開発の成功事例に共通する思考、行動、組織、プロセスなどの摘出

と普遍化をはかり、初中等教育のみならず大学ＭＯＴ教育や産業界での活用を目指すべき

である。既にこうした構想のデータベースとしての活用法が提案されており、「生き証人

聞き取り調査」として蓄えられた 100 人の技術者の営為が、後日イノベーションテクノロ

ジーに統合されて著されることが期待される。 

 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」の最も効果的な対策となるよう努力したい。 

 12 年間にわたる「生き証人からの聞き取り調査」の成果を総括するにあたり、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、本調査を献身的にリー

ドし軌道に乗せた永田前委員長、並びに繁忙な業務の合間を厭わず聞き取り調査し、報告

書に纏め上げた委員の皆様、そして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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添付資料 

参考資料１ 聞き取り調査一覧 

参考資料２ 事業運営組織 

参考資料３ 技術革新の要因について 

参考資料４ デジタルコンテンツ実践授業実施校 
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○ 6 相沢進 クオーツ腕時計の開発 鈴木（一）、唐澤

○ ② ○ 6 明石雅夫 通信用高性能磁性材料（フェライト）の開発 篠原、新免、永田

6 上村雅之 ファミコンの開発 長井、垣田

6 指田年生 超音波モータの開発 宮本、長井、永田

6 武祐一郎 電気絶縁紙の開発 新免、永田、榎本

6 田中光二 パイプレス化学工場のコンセプトの開発 村田、垣田

6 秦藤樹 抗生物質ロイコマイシン（キタマイシン）、
マイトマイシンの研究開発

松尾、村田

○ 6 松平精 鉄道車両の蛇行動の解明とその防止法の確立 垣田、宮本

○ 6 森健一 日本語ワードプロセッサの開発 宇野、篠原、鈴木（一）

7 浦田孝延 蓄積撮像管の開発 宮本、新免、永田

7 菊井敬三 外洋航行用バージインテグレータの開発 村田、永田

③ ○ 7 島文雄 ＹＳ－１１の開発 垣田、黒木、宮本

◎ ③ 7 高田秋一 ヒートポンプと冷凍機の開発 篠原、長井、永田

○ ① ○ 7 只野文哉 電子顕微鏡の開発 新免、黒木、松尾

7 千畑一郎 固定化酵素法による天然型Ｌ－アミノ酸の製造 松尾、深沢

7 中島敏 電熱媒体油の開発 宇野、松尾、片柳

① ○ 7 野瀬正儀 黒部第四ダムの建設 黒木、長井、松尾

② ○ 7 穂坂衛 座席オンラインリアルタイムシステムの開発 深沢、長井、宮本

○ ○
7 美坂佳助 圧延機、塑性加工の研究並びにhot strip mill

 の計算機制御の開発
長井、篠原

○
7 森田正典 マイクロ波通信方式の開発およびそれらの

事業化
森屋、長井、新免、永田

② 8 伊澤達夫 光ファイバーＶＡＤ法の開発 長井、黒木、宮本、永田

8 石田名香雄 ＩＡＰ（免疫抑制酸性蛋白）の発見とＩＡＰプレー
ト

松尾、深沢、永田

8 佐々木秀雄 爆発圧接法の開発 黒木、篠原、永田

8 高篠静雄 ウォークマンの開発・商品化 宇野、長井、唐澤

8 丹波繁 合成紙の開発 篠原、宮本、黒木、永田

○ ① ○ ○ 8 深海正治 胃カメラの開発 唐澤、松尾、永田

② 8 増田房義 高吸水性樹脂の工業化 村田、長井、永田

○ ② ○ ○ 8 持田豊 青函トンネルの建設 宮本、黒木、松尾、永田

○ 8 百瀬孝夫 大容量凍結乾燥装置と応用食品の開発 深沢、松尾、永田

③ 9 今村修武 光磁気ディスクの有用性実証 宇野、深沢、中村、永田

○ ○
9 梶原利幸 金属薄板圧延における高性能形状制御圧延機

の開発
黒木、長井、永田

③ 9 京谷好泰 超伝導磁気浮上方式鉄道の開発 鈴木、黒木、中村、長井、永田

9 桜田司 低温溶射技術を利用したセラミックス複合材料
の開発

長井、松尾、黒木、永田

◎ ③ ○ 9 島正博 コンピュータ制御式による横編機の開発 松尾、長井、永田

9 専田禎 日本の直流送電を拓く 中村、長井、永田

9 成田仁 舶用インテツレイテッドダクトプロペラの開発 村田、森永、深沢、永田

○ ③ ○ 9 林雅一 自動車用超小型ターボチャージャーの開発 森永、鈴木、永田

○ ○ 9 日高秀昌 フラクトオリゴ糖の開発 松尾、大熊、永田

○ ○
9 吉田庄一郎 半導体製造装置ステッパの開発と半導体産業

の国際競争力向上への寄与
大熊、宇野、鈴木、永田

○ 9 吉田進 トリニトロンカラーテレビの開発 唐澤、黒木、長井、永田

② 10 江藤輝一 高分解能透過型電子顕微鏡の開発 長井、唐澤、宇野、永田

10 海老原浩一 新幹線運行管理システム（コムトラック）の開発 鈴木、深沢、渡辺、永田

10 大浜博 イオン交換膜法「食塩電解技術」の開発 黒木、唐澤、関根、永田

10 佐藤公彦 イオン交換膜法「食塩電解技術」の開発 黒木、唐澤、関根、永田

○ 10 鹿井信雄 トランジスタ・ラジオの開発 唐澤、宇野、森永、永田

① ○ 10 国枝正春 免震・制振装置の開発 関根、森永、鈴木、永田

10 小林義隆 微量迅速分析器の開発 松尾、深沢、関根
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② 10 澤崎憲一 ヘリカルスキャン方式ＶＴＲの開発 森永、唐澤、松尾、永田

② 10 林厳雄 半導体レーザの開発 宇野、関根、大熊、永田

◎ ② 10 渡辺静男 炭素繊維の開発と工業化 渡辺、黒木、大熊、永田

11 厚川麻須美 湿式石灰石膏法による排煙脱硫技術の開発 黒木、永田

11 薄葉久 アサヒ・スーパードライの開発 長井、黒木、関根、永田

◎ ① ○ 11 内田康男 カメラの自動化の開発 森永、田島、永田

◎ ○ ○ 11 小塚忠 自動糸切りミシンの開発 唐澤、佐瀬、永田

11 小林昭夫 球形ガスホルダー及びＬＮＧ地下タンクの開発 関根、黒木、唐澤、永田

① 11 鮫島政義 医薬品のマイクロカプセル化技術の開発 松尾、唐澤、佐々木、永田

11 高嶋優 ササニシキの開発 佐々木、松尾、唐澤、永田

◎ 11 馬田三夫 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌を応用した発酵乳製品の製造 佐瀬、松尾、森永

○ 11 三木忠直 高速電車の開発 小野田、大熊、佐々木、永田

11 山元正明 焼酎用優良種麹及び自動製麹装置の開発 大熊、長井、森永、永田

③ ○ ○ 11 吉田巌 長大橋の建設 田島、小野田、永田

12 岩尾熈 真空押出成形法による磁器の製造開発 松尾、森永、永田

○ ① ○
12 岡本三宜 超極細繊維の世界を拓いたスエード調

人工皮革エクセーヌの研究開発
大熊、黒木、永田

○ 12 鏡才吉 東京タワーの建設 小野田、田島、永田

① 12 菊池勇 小型モータ軸受の開発 井坂、森永、永田

③ 12 中坪寿雄 医療用ファイバースコープの開発 田島、佐々木、永田

◎ 12 林虎彦 食品自動成型装置の開発 佐々木、松尾、永田

12 藤谷尭 SPB方式LNG船の開発 黒木、関根、永田

◎ ○ 12 船田文明 電卓用液晶表示装置の開発 唐澤、永田

12 真鍋宏 建設用クライミングクレーン 関根、黒木、小野田、永田

③ 12 山田宰 BSディジタル放送の開発 長井、大熊、永田

○ 13 池田太郎 霞ヶ関ビルの建設 小野田、永田

13 小泉健 高密度波長分割多重方式(DWDM)ブロード
バンド時代を支える基礎技術の開発

大熊、永田、唐澤

◎ 13 杉本八郎 アルツハイマー病治療薬“アリセプト”の開発 佐々木、永田、松尾

13 高山武弘 捕鯨技術の開発 黒木、永田、田島

① 13 塚本哲男 トランジスタの実用化開発 唐澤、永田、黒木

13 長谷川由雄 コンブ養殖技術の開発 佐々木、永田、長井

◎ ① 13 三枝文夫 電子楽器（シンセサイザー）の開発 井坂、永田、森永

13 村山登 ファクシミリにおける画像データの高能率
圧縮方式の開発

長井、永田、松尾

13 山中忠義 電気車の誘導電動機駆動システムの開発 田島、永田、小野田

14 安東弘光 ＧＤＩエンジンの開発 村井、森永,黒木

◎ 14 佐川眞人 世界最強のＮdＦeＢ磁石の発明とその工業化 大熊、唐澤、黒木

14 橋爪壮 ワクチンの研究開発（ポリオワクチンの国産化） 松尾、永田、長井、黒木

14 保坂一夫 シャドウマスクの開発 長井、志村、唐澤、黒木

14 山崎弘郎 渦流測量計の開発 森永、井坂、志村、黒木

◎ 15 飯塚信博 国産自動販売機第１号の開発 大熊、志村、黒木

◎ 15 大池昶威 “信州みそ”の生産プロセス開発 村井、森永、松尾、黒木

15 沖栄治郎 マイクロテレビの開発 唐澤、長井、森永、永田、黒木

◎ 15 金丸齊 レーザディスクの開発 長井、村井、唐澤、黒木

15 早川勇夫 抗菌薬“タリビッド・クラビット”の開発 松尾、永田、長井、黒木

16 川名喜之 シリコントランジスタ実用化開発 唐澤、永田、黒木

16 田島重信 塩ビモノマー重合技術の開発 小林、黒木

◎
16 田中健治郎 コンクリート構造物の革新的品質向上技術

の開発
大熊、小林、村井、黒木

16 中村正和 高炉とコークスの狭間で四半世紀 永田、黒木

17 柏典夫 ポリプロピレンの重合触媒の開発 小林、大熊、黒木

17 小中敏康 ＮＭＲ(核磁気共鳴装置)の開発 宇野、唐澤、黒木

17 中西幹育 曲面印刷プロセスの開発 唐澤、志村、黒木

17 松尾勝一 コリスチンおよびコリスチンメタンスルホン酸
ナトリウムの開発

森永、永田、黒木
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ｼﾞｪｸ
ﾄX他

R&D
ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ
誌

調査
年度 対象者

（敬称略）
テーマ（代表的業績） 調査担当委員

(敬称、名前略）

17 松田弘人 バブルジェットプリンタの開発 志村、唐澤、黒木

17 吉野昌孝 透過式全熱交換器（ロスナイ）の開発 大熊、田中、黒木

（注） １．「ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ化」欄、○はＨ１４年度、◎はＨ１７年度にデジタルコンテンツ化

２．「匠たちの挑戦」欄丸数字は掲載巻数を表す。
３．「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX他」欄はＮＨＫ「プロジェクトＸ」あるいは「生活ホットモーニング」で取り上げられたテーマ
４．「R&Dﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ誌」欄○は同誌掲載テーマ
５．「調査担当委員」欄、先頭はインタビュー取りまとめ責任者、氏名・役職等は「事業運営組織」参照下さい。
６．H6年度～H13年度は永田氏が委員長として、H14年度～H17年度は黒木氏が委員長として特段の支障がない限り
　　全てのｲﾝﾀﾋﾞｭｰに出席。
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参考資料２ 

各年度事業運営組織 
 
平成 6年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長 日本電気（株） 技術企画部技術調査部長 永田宇征 
委 員   （株）荏原製作所 企画調査室主任 篠原 衛 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株） ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ研究所長 唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 車両研究部長 宮本昌幸 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 技術企画部副部長 鈴木一成 
委 員  日本ｴﾌﾃﾞｨ（株） 研究所室 研究部長 松尾勝一  
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 常務理事 垣田行雄 
委 員  日本電子（株） 経営戦略室部長 宇野隆幸  
委 員  （株）ﾌｼﾞｸﾗ 開発企画部長 新免 徹 
委 員  三井造船（株） 技術総括部部長 村田逞詮   
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長 榎本奎介 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰ調査課長 中村利尊 
 
平成 7年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 技術企画部技術調査部長 永田宇征 
委 員   （株）荏原製作所 環境事業本部企画調査室主任 篠原 衛 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株） R&D 管理室 R&D 渉外担当部長 森屋隆介 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 基礎研究部研究主幹 宮本昌幸 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 技術企画部担当部長 黒木正章 
委 員  日本ｴﾌﾃﾞｨ（株） 研究所 研究部長 松尾勝一  
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 専務理事 垣田行雄 
委 員  日本電子（株） 分析機器技術本部副本部長 宇野隆幸  
委 員  （株）ﾌｼﾞｸﾗ 開発企画部長 新免徹 
委 員  三井造船（株） 技術総括部部長 村田逞詮   
委 員   明治製菓（株） 薬品開発管理部担当部長 深沢良彦 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長 片柳 蓊 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰ調査課長 中村利尊 
 
平成 8年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 技術企画部技術調査部長 永田宇征 
委 員   （株）荏原製作所 環境事業本部企画調査室主任 篠原衛 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株）ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ研究所所長 唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 基礎研究部研究主幹 宮本昌幸 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 技術企画部担当部長 黒木正章 
委 員  日本ｴﾌﾃﾞｨ（株）研究所 研究部長 松尾勝一  
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 専務理事 垣田行雄 
委 員  日本電子（株） 分析機器技術本部副本部長 宇野隆幸  
委 員  三井造船（株） 技術総括部部長 村田逞詮   
委 員   明治製菓（株）薬品総合研究所管理部部長 深沢良彦 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長 片柳 蓊 
 
平成 9年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 技術企画部技術調査部長 永田宇征 
委 員   （株）荏原製作所 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部企画調査室副部長 森永順一郎 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株）ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ研究所所長 唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 基礎研究部研究室長 鈴木康文 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 技術企画部担当部長 黒木正章 
委 員  東京電力（株）総合研修ｾﾝﾀｰ総合研修部史料調査 GM  中村正昭 
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委 員  日本ｴﾌﾃﾞｨ（株）研究所 研究部長 松尾勝一  
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 研究部技術開発研究室室長 大熊謙治 
委 員  日本電子（株） 分析機器技術本部副本部長 宇野隆幸  
委 員  三井造船（株） 技術本部技術総括部主査 村田逞詮   
委 員   明治製菓（株） 薬品総合研究所管理部部長 深沢良彦 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰ 片柳 蓊 
 
平成 10 年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 技術企画部ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 永田宇征 
委 員   石川島播磨重工業（株） 技術本部管理部技企 G課長 関根和雄 
委 員   （株）荏原製作所 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部企画調査室副部長 森永順一郎 
委 員    (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株）ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ研究所所長 唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 基礎研究部車両振動研究室長 鈴木康文 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 技術企画部部長 黒木正章 
委 員  東京電力（株）企画部史料調査 GM  法貴慶一 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
委 員   日本電子（株）分析機器技術本部 副本部長 宇野隆幸 
委 員   明治製菓（株）薬品総合研究所管理部部長 深沢良彦 
事務局  （社）研究産業協会 産業技術継承ｾﾝﾀｰ長補佐 小金澤英夫 
 
平成 11 年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 技術企画部ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 永田宇征 
委 員   石川島播磨重工業（株） 技術開発本部技企部課長 関根和雄 
委 員  （株）荏原製作所 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部企画調査室副部長 森永順一郎 
委 員   (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ（株）ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ研究所所長 唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合技術研究所 技術支援部技術情報ｾﾝﾀｰ主任技師 小野田滋 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 研究開発部部長 黒木正章 
委 員  東京電力（株）企画部史料調査 G 副長 田島豊三 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
委 員  日本電子（株） 技術統括本部技術管理部総括部長 佐瀬 聰一 
委 員   明治製菓（株）薬品総合研究所研究推進部研究情報 G次席研究員 佐々木斎 
事務局 （社）研究産業協会 調査部長 小金澤英夫 
 
平成 12 年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査 WG」 
委員長   日本電気（株） 知的財産部企画部技術ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 永田宇征 
委 員   石川島播磨重工業（株） 技術開発本部技企部課長 関根和雄 
委 員   （株）荏原製作所 羽田工場総務部長 森永順一郎 
委 員    (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ･ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ（株） ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合研究所 情報・国際部主査 小野田滋 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 研究開発部 黒木正章 
委 員  東京電力（株）企画部史料調査 G 副長 田島豊三 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
委 員   明治製菓（株）薬品総合研究所研究推進部研究情報 G次席研究員 佐々木斎 
事務局  （社）研究産業協会 調査部長 小金澤英夫 
 
平成 13 年度事業運営組織「先達からの聞き取り調査委員会」 
委員長   日本電気（株） 知的財産部企画部技術ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 永田宇征 
委 員   石川島播磨重工業（株） 技術開発本部技術企画部技術研修所長 剣持庸一 
委 員   （株）荏原製作所 羽田工場総務部長 森永順一郎 
委 員  （株）荏原製作所 管理本部研究開発部長 井坂信一 
委 員   (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
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委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員  ｿﾆｰ･ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ（株） ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  唐澤英安 
委  員  （財）鉄道総合研究所 小野田滋 
委  員  東京ｶﾞｽ（株） 研究開発部 黒木正章 
委 員  東京電力（株） 武蔵野工務所副所長 田島豊三 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
委 員   明治製菓（株）薬品総合研究所研究推進部研究情報 G次席研究員 佐々木斎 
事務局  （社）研究産業協会 調査部長 小金澤英夫 
 
平成 14 年度事業運営組織「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出環境整備調査委員会」 
委員長  東京ｶﾞｽ（株） R&D 企画部 黒木正章 
委 員   石川島播磨重工業（株） 総務部環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長 剣持庸一 
委 員   （株）荏原製作所 羽田工場総務部長 森永順一郎 
委 員   （株）荏原製作所 経営企画室部長 井坂信一 
委 員   (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員   清水建設（株） 技術本部主査 中島徳治 
委 員  ｿﾆｰ･ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ（株） ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  唐澤英安 
委 員  大日本印刷（株） ICC 本部次長 志村耕一 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
委 員  国立科学博物館 産業技術史資料情報ｾﾝﾀｰ主任調査員 永田宇征 
委 員  （株）博報堂 営業統括局愛知万博推進室長 矢野紘太郎 
委 員   三菱重工業（株） 技術本部技術企画部主席部員 村井豊 
事務局  （社）研究産業協会 ｼﾆｱﾏﾈ-ｼﾞｬ 小金澤英夫 
 
平成 15 年度事業運営組織「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出環境整備調査委員会」 
委員長 （有）都市ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所 代表取締役 黒木正章 
委 員  （株）荏原製作所 羽田工場総務部長 森永順一郎 
委 員   (株)おむすびころりん本舗 研究所研究部長 松尾勝一 
委 員   ｼｽﾃﾑ工学（株） 代表取締役社長 長井剛一郎 
委 員   清水建設（株） 技術本部主査 中島徳治 
委 員  ﾃﾞｰﾀ･ｹｰｷﾍﾞｰｶ（株） 代表取締役  唐澤英安 
委 員  大日本印刷（株） ICC 本部企画開発室ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 志村耕一 
委 員  （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 技術開発研究室長 大熊謙治 
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参考資料３ 
 

本論文は、平成６年度～平成１３年度調査事業において、事業運営組織「先達からの聞

き取り調査委員会」委員長を務めた元日本電気（株）、現国立科学博物館産業技術史資料セ

ンター主任調査員の永田宇征委員が、平成１５年度調査事業の一環としてまとめたもので

あるが、それまでの調査の結果を学術的観点から分析・評価・総括した貴重な文献である

ため、以下に再掲するものである。 

 
技術革新創出の要因について 

 
１．はじめに 
 技術革新、イノベーションは経済の浮揚に苦心するわが国にとって魅力的な響きを感じ

させる言葉である。しかし、これはひとりわが国のみでなく世界の経済をリードする米国

においても同様であり、イノベーションに対する希求は強く、次代のイノベーションの担

い手たるべき子供をして科学技術への興味を喚起させるための熱心な取り組みが各所で進

められている。 
 技術革新とは何であるか。シュンペーターのいうところでは、新製品の開発のみを指す

のでなく、流通革命や市場の開発と言ったものも含む広い概念をもつものである。そうす

ると、技術革新･イノベーションとは過去にはない新しいもの（それは必ずしも物理的実体

のみでなくコンセプトやシステムを含むものであるが）を創り出すことであるということ

になるが、それには、人間の生活に利便性を齎すと同時に経済を拡大し、生活を豊かにす

る、という条件を当然のことながら伴う。 
このように、技術革新という概念は広く、したがってその創出の要因も極めて多岐に亙

ることになるが、本稿では技術開発が土台になっている部品、装置といった新製品による

技術革新を念頭に置いた議論を展開することとする。分析の素材となるのは過去 10 年に

及ぶ当協会の聞き取り調査記録である。昨年度にも同様の分析を試みており、昨年度報告

書と一部重複するところもあるが、現在の筆者の考えをまとめる上で再掲を厭わないこと

とする。 
 

２．技術革新創出要因の抽出について 
2.1 技術革新学の確立 
 技術革新を創出する要因が何であるかを把握することは、今後の技術開発の推進に有力

な情報をあたえるものであり、今後あらゆる側面から研究していく必要がある。昨年の報

告書で触れた技術革新学は、この研究領域を含む新しい学問領域であると考えるが、未だ

一定数の研究者に共有される明確な概念を付与されておらず、自らを技術革新学の研究者
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として自認する研究者の数も極めて少ない。 
 技術革新学は昨年度の報告書でも触れたように、多くの従来型 discipline の総合の上に

なる学問である。しかし、大きく分けると経済学からのアプローチと工学からのそれがあ

るが、われわれとしては当然のことながら工学サイドから迫ることになる。とはいえ、こ

れとても広範な知識に基づく幅広い研究を要する壮大な学問体系である。技術革新学の全

体系に関しては、なお詳細な議論が必要であり他日を期したい。ここでは技術発展のメカ

ニズムの解明の部分に焦点を当て、筆者の考えを、昨年度報告書を一部引用しながら以下

に整理してみたい。 
ひとくちに“技術”といってもその広がりは大きく、十把一絡げで一律に論じるのは当

を得ない。技術の性格ごとに分類し、各分類について細かく見ていかなければならない。

たとえば、ソフトとハードでは取り組み方が異なるであろうし、部品とシステムではその

需給関係が技術開発促進に大きな影響を与えるであろう。建築、鉄鋼、自動車、半導体、

例を挙げればきりがないが、これら技術はそれぞれ固有の市場や、他の産業との相互関連

を有しており、技術開発に当たって基礎となる知識や情報も著しく異なる。これらそれぞ

れについて技術体系の構造を把握し、技術と製品の関係について分析しなければならない。

また、科学と技術の相互作用についての知見を深めることも求められる。技術を対象とす

る議論を展開しようとする以上、科学、工学に属する伝統的な discipline についての知識

が欠かせないことは当然である。 
このような言わば大きな構想力を要請される分野の研究は、今まで日本はどちらかとい

うと苦手としてきた。しかし、世界の経済の構造や、その主体をなす商品も大きく変わり

つつある今日、世界の経済をリードし国民の生活を豊かにするためには、技術革新による

新しい製品と市場の開拓が不可欠であり、それを齎す要因について研究する技術革新学が

学問としての市民権を与えられ、まとまった数の研究者集団が形成され、研究が活発にな

ることを期待したい。そのためには、技術開発経験者、特に長年企業で技術開発に骨身を

削って技術開発に挺身した OB 技術者の豊富な経験の活用がひとつの鍵になる。このよう

な技術者の有効な活用を促進する環境を整えることも当協会のひとつの課題であると考え

る。 

 
2.2 技術発展の要因 
 技術発展の要因として、昨年度報告書では時代の要請、周辺技術の整備、人を３要素と

して挙げた。これらの要素が技術発展を促進する要因であることには変わりはない。これ

らについて後段の記述とも関連するので、復習しておきたい。 
(1)時代の要請 

技術は時代の要請を受けて発展する。ひとたび目標が定められ、テーマが決定されれば、

研究や開発に携わる人の好奇心と意志を推進力として自律的に発展していくということは
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ある。しかし、目標やテーマ設定は時代の要請を色濃く反映するし、開発に当てられるリ

ソースも要請の強さに依存する。 
典型的な例は軍需技術であり、敵国に対して優位を保つ、或いは戦争に勝つという極め

て明確で緊迫した要請のために莫大なリソースが投入される。マンハッタン計画を見れば

そのことを端的に知ることができる。 近の技術に例をとればインターネットに関連する

技術がある。インターネットの出現によって世の中の仕組みはすっかり変わってしまった

が、セキュリティ対策やワクチンなどという技術はいまや市民生活に重要な影響を与える

技術になっており、これなくして安全な社会は考えられなくなっている。そういえばイン

ターネットそのものが、時代の要請と半導体や通信、コンピュータといった要素技術の発

展によって出現した技術ではある。このようなデマンド・プルタイプの製品のみならず、

供給側が積極的に世に出す新製品も時代に則したものでなければ受け入れられず結局は失

敗する。 
以上のことを逆の面から見ると、時代の要請のないところには新しい技術は育ちにくい

ということになる。早すぎたがために実らなかったという例は多い。時代の潮流を的確に

捉えることが開発では重要である。 
(2)周辺技術の充実 
 周辺技術という言い方が適当であるかどうかは議論のあるところであろう。すべての技

術はもろもろの技術の総合の上に成り立つものであり、これが主で彼が従とは決しかねる

ものである。それぞれが相互に支えあい、あるときは因となり、あるときは果となる唇歯

輔車の関係にある。個々の技術をとってみればいずれもそれなくしては全体の製品・シス

テムが成立し得ない主役の座を占めているのである。しかしここではある特定の技術･製品

に注目して、その成立条件を議論していることを際立たせる意味もあって、それ以外の技

術を周辺技術と呼ぶことにする。 
 折角の卓抜なアイディアも秀抜な技術も、これを実現するに不可欠な周辺技術や製品が

未成熟である場合には日の目を見ることはない。アイディアのみ早くからあったが、それ

が実現されたのは要素技術や周辺技術が整備される数十年も後のことであったという例も

ある。 
(3)人 
 何と言ってもことを為すは人である。特に技術開発のように新しいことに挑戦して壁を

切り開いていくという仕事は、知力、意志力共に備わった人材でなければならない。また、

技術開発は、一般には多くの人が関与することから、これらの人々の緊密な連携が条件で

あり、それだけに壮大なドラマでもある。主役はもちろん当該技術の開発を進める技術者

であるが、彼らのみではことを達成することはできない。研究・開発の環境を整えてくれ

る庇護者、管理・指導してくれる人、支援者、部品供給業者等、種々の人々の援助を得て

始めて可能となるものである。これらの人々の果たすべき役割については、後により詳細
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に述べることとする。 
 以上３項の他に付け加えるならば文化･気質、風土といったものがある。これらは当該

国・民族の固有のものであり、技術革新要因と言うよりも資源と言うべきものかもしれな

いが、ここでは要因のひとつとしてまとめることとする。 
(4)文化・気質 
 国、人民の持つ文化や気質といったものは長い歴史の上に築かれたもので、他の国や民

族がまねのできない貴重な資産である。その一例として、我が国には顧客の要請を絶対の

こととして受け入れる文化がある。一見して、とても無理と思われる要請を、とにかく受

けてそれを達成してしまう、この企業文化は他国に例を見ないもので、大きな技術革新要

因となっている。これについても後に例を引きながら述べることとする。 
(5)自然環境 
 気候･風土や地形、これらもある特定の技術開発には得がたい推進要因となる。例えば高

温多湿のわが国でなければ繁殖し得ない特異な微生物がある。これが日本でしか得られな

い特殊な麹菌となり、繊細な香りと味を醸し出す焼酎の生産に不可欠なものとなる。同じ

製法を中国で行っても旨く行かない、わが国固有の資源なのである。また、国土の７割が

山であると言う地形は否応なくトンネル建設を要求することとなり、これがトンネル建設

技術を押し上げることとなった。いまや英仏海峡をはじめ、世界のトンネル建設を指導す

るまでになった。気候や地形といった自然環境は、人間の生活にとって必ずしも愉快なも

のばかりではないが、技術開発という観点から見るときに、その有力な促進要因となり得

るという例である。 
 
３．技術革新創出の要因－聞き取り調査に見る具体的事例 
 技術革新創出の要因について、過去の聞き取り調査記録の中から拾ってみた。ここでは、

直接的な要因のみでなく、技術革新の基となる技術開発の促進要因についても記すことと

する。さらには、技術の本質に関わる事項や技術開発とはいかなるものかといったことに

対する理解も技術開発促進の間接的要因となり得るので、これらについても言及すること

とした。 
3.1 研究テーマの選定 
 どのような研究テーマを選定するかは、どのような商品を狙うかとことにもつながる。

研究テーマ選定の良否は市場での勝敗に直結するといってもよい。このため、 新の市場

の情報が求められる。磁器の真空押し出し成型法を開発した技術者は、月に一度、市場開

発会議とか、新製品会議を取締役出席のもとに開き、関係者が全員集まってテーマ設定を

している。この際に、各営業マンが市場を回りながら集めた顧客の提案やヒントを基に検

討する。 
 医療用ファイバースコープの開発者は「テーマの選定に当たっては、筋のいい技術か、
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筋の悪い技術か、その見定めをすることがマネジメントをする人間にとっては一番重要で

あり、いくら一生懸命やっても 終的にあまり大きな実りのないのは筋の悪い技術で、こ

れは捨てるべきである。この技術をきちんと確立しておくと、商品としての広がりが期待

できる、骨太の技術ともいうべき、そういうものを手がけて欲しい。」と言っている。この

ような観点から見ると、液晶はダーティでソリッド･ステート･デバイスではない、有機材

のような汚いものはＲＣＡの体質に合わないとして(液晶表示装置の開発者談)液晶を捨て

去ったＲＣＡは技術の本質を見誤ったというべきであろう。 

 合成紙の開発者は、新しいものを開発ということになると当然グローバルニッチ商品を

狙うという。理想的なのは、何に使っているか分からないながら、世界の８割くらいのシ

ェアを取れる商品で、そのような企業は結構あるのだという。「あそこは世界の８割を握っ

ている、すごいぞ」と評判にならないような用途で、しかしながら技術的にまねができな

い、そのような領域を狙うべきだということである。 

 
3.2 研究・技術開発とはどのようなものか 
 研究とか、技術開発といった行為はどのような性格を持つものか、そのプロセスでどの

ようなことが起こるのかについてまとめてみた。 
3.2.1 着手時点が肝要 
 技術開発は着手時点が重要で、もっとも苦しいというのは日本語ワープロの開発者と胃

カメラの開発者である。 
前者はコンセプトをつくるところが苦しみであるという。商品に欲しい機能はいくつで

もあげることができる。しかし、その中から３つだけ選べと言われたらこれは難しい。自

分が何ができるかも分からない段階で、ユーザーの立場から、あるいは社会の発展の動向

から考えて、何が必要かを読み尽くさないとコンセプトは出てこない。しかし、これがで

きれば、ハウツーのアイディアを出し合って一歩一歩進んでいくわけであるから、コンセ

プトの創出に比べると楽である。また、この先達は研究の過程では８合目が一番苦しい、

も急峻になる、これを過ぎると視界が開けてくる、とも言っている。 
胃カメラの開発者はスタートのときに大体の構想がまとまっていなければ開発はでき

ないという。構想があればあとは、詰めていくだけ、改善の繰り返しで過ごしていけると

いう。 
3.2.2 実践あるのみ 
 技術開発でコンセプトや構想を作ることが重要であることは上述の通りである。しかし、

その検討はあくまでどのようなものを作るかの、目標を定めるためのもので、着手するか

どうかの迷いのための時間ではない。とにかく、着手、実践が重要であることを説く先達

の話２例を記述する。 
 高吸収性樹脂の開発者は、人が成功するかどうかは、それをチャンスと思うか思わない
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か、それにトライするかしないかの違いであるという。この開発者自らいうところによる

と、「私がやったことは実に簡単なことで、化学をやっている人間なら誰でも思いつくよう

なことである。意外に簡単なことが見逃されている」ということになる。 
 日本の電子顕微鏡開発草創のころの先達の語ったところによると、電子顕微鏡の可能性

について議論されていた当時、電子顕微鏡で大腸菌をみようとしても電子ビームで焼け焦

げてしまうので見ることができないという意見があった。このような中でルスカは、とに

かくやってみなければ分からない、と挑戦して成功し、電子顕微鏡の発明者としての名声

とノーベル賞を手にすることができた。この先達はこのようなときに、やって診なければ

分からないという人と、黒焦げになるからやめて置こうと言う二派に分かれる。後者のよ

うな「先の見えすぎ症候群」の人は研究には向かないと言っている。 
3.2.3 ものづくりに完全解はない 
 イオン交換膜食塩電解技術の開発者は、ものづくりに完全解はないという。その当時に

どのような材料が、どのような技術があったか、そのものづくりをいつまでに間に合わせ

なければならないか、といったことに制約されて、それらの組み合わせで出来上がってい

る。したがって、どのような技術でも必ず限界というものがある。一方で社会はどんどん

変わっていく、それに伴ってニーズが変わってきて、従来のもの、技術の限界が顕在化し

てくる。そのようなときに発明者は、新しいものの出現を予測する感性を持つべきである。 
3.2.4 偶然性の介在 
 この聞き取り調査のシリーズで、実験の失敗とか実験環境の不備、あるいは目的とする

実験の中で偶然に観測された新しい現象など、実験者自身は意図しない偶然が介在して大

きく飛躍した事例をいくつも聞くことができた。実際に科学技術史上でも偶然から大発明

大発見に至ったケースは、数多くある。Ｘ線然り、ベクレル線また然りである。しかし、

このような偶然をものにできるかどうかは、観測者の周到な準備、これを見逃さない鋭い

感覚、それを追求する勇気、解析力といったものを持ち合わせているか否かにかかってお

り、これらは日常の研鑽の中で涵養されるものである。 
 半導体レーザの開発者は、電子とホールを効率よく再結合させる半導体表面を得ようと

努力していた。このころ、ペアを組んだ相手から GaAs の上に成長させた GaAlAs の中に

どの程度 Al が入っているかフォトルミネッセンスで調べるよう依頼されて実験を行って

いたときに、突然強い光が出る領域があることに気がついた。調べてみた結果、２種類の

半導体の境界面が欠陥の少ないきれいな表面になっていることを発見したのである。この

ことがブレイクスルーのきっかけとなり、ついに半導体レーザの常温直流発振へと道を拓

くことになった。 
 エクセーヌの開発者は 後の段階で行き詰まっていた。折角開発した布が染まらないの

である。試行錯誤の時間が過ぎていった。あるときたまたま染色の実験で火を消し忘れて

煮詰まってしまったことがあった。実験としては失敗のはずであるが、布はきれいに染ま
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っていたのである。このことがヒントとなって、当時常識とされていた 10 倍以上の染料

を使うことで問題が解決できることが分かった。ただでさえ高い染料をそれほど多く使う

ということには考えが及ばなかったのであるが、偶然の介在でこのことに気づいたのであ

る。 
 小型モーター軸受けの開発者は青銅(銅と錫の合金)を焼結しているときに、冷却ゾーン

から出てきた製品が黄銅色になっていることに気づいた。不審に思って分析してみると亜

鉛が入っており、銅－錫－亜鉛の三元合金ができていることが分かった。原因は離形剤に

酸化アルミナを使用したはずが、業者のミスで酸化亜鉛が納入されており、両者の区別が

できない初心者がそのまま使ったことによって亜鉛が混入したものであった。この偶然か

ら、青銅材を酸化亜鉛の中で還元焼結すると亜鉛が青銅材に吸着合金化して銅－錫－亜鉛

の三元合金ができるという、新しい焼結法を開発することができた。 
3.2.5 ブレイクスルーの瞬間 
 従来の技術の延長線上を超えるブレイクスルーはどのようにして起こるのか。これは個

人により、状況により異なるであろうが、以下にいくつかの例を挙げる。 

 ヘリカルスキャン方式ＶＴＲの開発者は、記録方式についていい方式が見つからず苦心

していた。１～２年の模索の時が続いた。午前１時とか２時まで思索することもまれでは

なかった。あるとき、会議に引っぱり出されたが、あまり興味のない会議だったので、Ｖ

ＴＲのことばかり考えていた。すると、突然、いままでのレコーディングは普通の音のテ

ープレコーダーのように直線にいれていた、面積を使っていれたらどうだろうとの考えが

閃いた。テレビ画面が面積で出ているのだから、直線ではなく面積でやればいいのではな

いかというわけである。この方式によれば、テープを高速で走らせることに起因する、時

間的なスピードの変化で画面が揺れるという、ＲＣＡで一番苦労している問題も解決でき

ると思い、ＶＴＲはもうこれでできるとの直感を得た。その間に要した時間は３０分もな

かったという。 
カメラの自動化を達成した先達は、「閃きの構造」という言葉を使う。この構造を考え

るに、閃くためには、必要条件と十分条件がある。必要条件というのは、固有の技術を長

い間、十分追いつめてきたことの結果として、関連のデータが頭の中に入っているという

ことであり、十分条件というのは、意志の力で自分を追い込んでいくことである。人から

追い込まれると、萎縮してしまう。 

自動糸きりミシンの開発者は、アイディアの出る瞬間を次のように描写する。行き詰ま

ったときの新しいアイデアは、歩いていたり、電車に乗って景色を見たとき、あるいは夢

を見ているときなどに浮かんでくる。漠然としたものであるが、感覚的に閃き、それを基

に理詰めに考え、整理していくとまとまった構想に仕上がっていく。人間の頭は、没頭し

てひとつの考え方に集中すると、緻密にはなるけれど、その考えにとらわれてしまって、

別の角度から見直すことができなくなってしまう。しかし、没頭できなければ、新しいア
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イデアも浮かんで来ない。 

3.2.6 支援企業の協力が不可欠 
 なにごとによらず、自分の力だけで成し遂げられることはほとんどないと言ってよい。

その技術がコアテクノロジーでない場合は、その技術を専門とするところに依頼する方が

得策である｡ 

イオン交換膜食塩電解技術の開発者から以下のような話を聞いた。イオン交換膜をつく

るのに膜の機械的強度を高めるために膜中に織布を装填するが、この織布の品質規格は非

常に厳しいものである。日本の繊維産業の高い製織技術と品質管理技術がこれを支えてく

れている。また、ガスケットに使用するゴムはゴム加工メーカーに作ってもらっているが、

一定の厚みプラス・マイナスに入るよう要求した。それまでのゴム屋の常識は「相手のば

らつきを丸呑みして吸収するのがゴム」というものであったが、見事に要求に応えてくれ

た。イオン交換膜食塩電解技術はわれわれだけの力で確立できたのではない、とこの開発

者はいう。 

  いまひとりのイオン交換膜食塩電解技術の開発者で、当時上述の技術者とライバル関係

にあった先達は、開発当初キロ数千円したキレート樹脂を、樹脂メーカーの努力で極めて

短期間に性能改良して、プロセス屋から見てもペイする値段にしてもらった、という経験

を持っている。 

トランジスタラジオの開発者の場合は、他企業の協力はもっともっと緊要であった。自

分が出した仕様に合う部品を部品メーカーに作ってもらえるかどうかが成否の鍵を握って

いた。プリント基板、バリコン、ボリューム、抵抗、コイル、アンテナ用のフェライト、

スイッチ、といったような部品１７～１８点について全部小さくすると同時に品質保証も

求める、ということを行った。小さくすること故の諸々の問題が惹起したが、それを部品

メーカーと協力してひとつひとつ解決して行った。そのために「歩きに歩いた」とこの先

達は語っている。この先達の厳しい要求に部品メーカーがよく応えてくれたことによって、

トランジスタラジオは完成するわけであるが、一方、この要求によく耐えた部品メーカー

はいずれもその後大きく成長しているとのことである。似たようなことは上述のイオン交

換膜食塩電解技術開発者も言っている。協力してくれたゴム加工メーカーが、初めて寸法

規格のきちんとしたものを作ることができるようになったとこの先達に感謝したとのこと

である。 

エクセーヌの開発者は、口金やミクロンオーダーでコントロールされた針の製作を、専

門企業に依頼している｡いずれも、この研究には不可欠のものであるが、この先達の企業に

はその技術がなく、また同社のコアテクノロジーではない。依頼された企業にしても専門

とはいえ初めての経験であったが、いずれも全力を挙げてやってくれた、と同氏は感謝し

ている。 

医療用ファイバースコープの開発者は、ファイバースコープの研究に際して、貴金属メ
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ーカーに白金坩堝の製作を依頼した。金属イオンができるだけ溶出しなくて変形し難い坩

堝、しかもガラスの流れがスムーズに行くもの、という難しい注文をよく引き受けて実現

してくれた。 

 
3.3 技術の本質 
 技術開発を効率的に進める上で、技術というものがどのようものか、どのような発展形

態を辿るのかといった、技術の本質･特質といったことを把握しておくことが肝要である。

関連する事項を以下に記述する。 
3.3.1 技術の発展はスパイラル 
 技術がスパイラルの形をとって発展していくことは指摘されているが、電子顕微鏡の開

発者も同様のことを言っている。仕事は 10 年で一区切り、といった感じである。例えば

分解能を例にとると、ある程度のレベルまで上がるのに 10 年かかる。しかし、次に既に

別の課題が控えていてこれを解決しなければならない。これを解決すると次の課題、とい

うように課題は尽きない。そうして 10 年位たつとまた、分解能に関してさらに高いレベ

ルでの課題が生じる。このように技術的にはより高度な課題が次々と生じて研究のタネが

尽きることはない。 
3.3.2 波及効果 
 技術開発ではときとして、本来の開発過程で生じた技術が思わぬ発展を遂げる場合があ

る。このような波及効果をものにできるか否かは技術の本質を見抜く力が備わっているか

どうかに掛かっている。 

 合成紙の開発者の談によると、この先達のライバル会社のひとつは当初スチレンで合成

紙を作ろうとしていたが、印刷性もよくなく、紙らしいものをつくることができなかった。

しかし、途中で方針を転換してクッション材の方に進出し、聞き取り当時では業績も好調

であるとのことであった。 

 大容量凍結乾燥装置の開発者は青森ヒバの間伐剤から、天然殺菌剤ヒノキチオールの結

晶を抽出する研究を行っていた。この結晶は乾溜液の 2%しかとれず、残りの液は捨ててい

た。しかし、この廃液をもう一度よく調べて研究を重ねるうちに、その芳香成分に殺虫力

があることを見出した。しかも金属腐食性の強いヒノキチオールがふくまれていないこと

から、錆びない清拭剤を得ることができた。 

3.3.3 技術開発の同時性 

 同じ発見や同じ技術の開発が同じ時期に全く別のところでなされる、ということは科学

史・技術史上に少なからず見ることができるし、本稿で取り上げた「イオン交換膜食塩電

解技術の開発」がそうである。国内のライバル企業が方法には違いがあるもののまったく

同じ時期に同じものを開発していたのである。この技術以外にも下記のような例を挙げる

ことができる。 
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 ヘリカルスキャン方式ＶＴＲ開発者のインタビューに同席して補足説明をしてくれた技

術者は、この先達と同時期にＶＴＲに関する類似の技術を開発した米国人を引き合いに出

して、「時代要請があるものについては、発想が違っても同じ様なときに同じようなものが

出てくる」と思った、と往時を回顧している。 

 半導体レーザの開発者がヘテロ構造による半導体レーザに見通しをつけたころ、競争相

手のＲＣＡもヘテロ構造に独自に気付いて研究を開始していたし、ソ連でも同じ研究をし

ていた。また、日本でも独自にガリウムヒ素とアルミニウムヒ素のヘテロ構造に着目して

いた研究者がいた。 

 

3.4 研究開発の方法論 

 研究開発の過程でとる手法は、個人により、状況により、研究の対象によって異なるの

で一律に論じるわけにはいかない。聞き取り調査の中でもなるほどと思われるやり方が数

多く出てきたし、それらについていちいち記載することはできない。ここでは以下の数例

を挙げるに止めるが、同じ技術開発に志を立てる人には何らかの参考となろう。 

3.4.1 仮説による試行錯誤 
 合成紙の開発者は仮説による試行錯誤という方法を自らも取ってきたし、部下にも要求

している。たとえばボタンが６つあったとする。１から順番に６個のボタンを押して正解

は３というやり方はだめである。 初に徹底的に考えて、このボタンが絶対正解だと 初

に３を押すことが大事である。もちろん 2 を押してもそれはそれでかまわないが、 初に

徹底的に考えて仮説を立てていればなぜ間違えたかの反省ができる。 
3.4.2 “ニーシーズ指向” 

 高吸収性樹脂の開発者の企業は研究戦略として“ニーシーズ指向”をとっている。たと

えばここにひとつのニーズがあるとする。それに応じて製品を作る。その間にちょっとし

た技術ができる。この技術と従前持っている技術を使って別のニーズにまた応えていく、

これが連鎖反応を起こしていく。すると、技術がたくさん派生してくる。そして、ある技

術とある技術を使うと、このニーズに対応できる、という具合に連鎖がいっぱいに広がっ

ていく。 

3.4.3 見落としのチェック 
 胃カメラの開発者は、自分の見落としはないか、考え違いはないか、と常に繰り返しチ

ェックしていた。その中で、「ああしまった、こういうことを忘れていたのか」とか、「こ

れに気がつかなかったのか」ということがポッ浮かび上がってきたときに、ひとつの壁を

越えられる。何かコツはあるかとよく聞かれるが別にない。繰り返し繰り返しやる以外に

ない。 
3.4.4 代替技術の用意 

 イオン交換膜食塩電解技術の開発者は研究開発では、必ず代替技術も同時に手がけるべ
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きであると主張する。ひとつの技術に賭けることの危険性を避けることももちろんである

が、もう一つには、別の技術を並行して開発することにより、異なる観点から技術を見つ

めることができるという利点がある。他の考えとの競合の中で自分たちの技術を客観的に

見直す機会になるという。急がば回れで、忙しいときほどその方法を採っておかないと、

とんでもないことになる虞があるという。 

3.4.5 既存技術から類推 

 既存の技術からの類推により新しい技術が拓かれる場合もある。 

霞ヶ関ビルの建設を指揮した技術者は、高層建築という新しい分野で定められた工期内

に完成させるために、作業工程の革新を行った。それは従来あった流れ作業に想を得たも

のであった。すなわち、流れ作業は、人がとまっていて品物が順々に移ってくる。それで

単純な作業で済んで、能率が上がって大量生産ができる。超高層もその理論が使えるので

はないかと考えて、人間が上がっていく、という方法を導入した。この方法によれば、作

業員が一定のピッチで自分の担当の仕事を仕上げながら上がっていくので、同じ仕事の繰

り返しで仕事になれてくる、ということで、能率が上がる、つまり流れ作業そのものにな

るのである。 

通信用光ファイバーの開発者は、光ファイバーに屈折率分布を与えるという課題の解決

に、従来板ガラスの強化に適用していたイオン交換法を採用して成功した。もちろん、板

ガラスとファイバーでは全く物理特性が異なるために、実際にはことがスムーズに運んだ

わけではなく、均質化をはじめとしてたいへんな苦労があった。 

3.4.6 自分の手で 

 自らの五感で事物や現象に直接触れる機会をできるだけ持たなければならない。どれだ

け実験器具が高度化しようと、コンピュータの導入が進もうと、その精神はいつの時代に

も持ちつづけたいものである。そうしないと、ものごとを肌で捉える物理感覚が麻痺し、

偶然が齎すめぐみに遭遇する可能性も少なくなる。  

コンブ養殖技術の開発者は若い時分には海を這い回って、海藻の観察を行った。余市か

ら日高に行って、夕方に着いて、夕食後潮の退く頃を見計らって海に出かける、ヘッドラ

イトの下で午前１時くらいまで観察し、宿に戻って仮眠し、翌朝車で余市に帰るといった

ことをいつもしていた。その中で漁民とのコミュニケーションが生まれ、そこからまた現

場の新しい情報を得ることができた。今の研究員は白衣を着てコンピュータの前に座って

データ処理ばかりやっている、水産の研究者は試験調査船にも乗らないという状態である。

学生の卒論も部屋の中の水槽で、ちょこちょこっと培養したりして、海に採集に行くこと

はしない。 

電子楽器の開発者は音色を合成する際に、自分の五感をフルに活用している。たとえば

三味線の音をつくろうと思ったら、まずは実際に三味線をみて、どういったバチさばきを

するのかというのを考えながら、弦や胴やさわりの部分で何が起こっているのか、時間を
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追って考えた。肌で音を感じた。精度の高い計測器があれば、全部波形をとってしまって、

後から分析するという方法もあるが、どこが大事かは、実際の三味線に触れたり三味線の

曲を聞いたりしないと分からない、と同氏は言う。このような試行錯誤の中から、音色を

合成する上で大切なことは時間とともに波形が変わってくることだということが、何とな

く自分でもわかってきた。 

以上の二氏は、何かをつかむために自分の手足、目、耳、頭を駆使して現象を追究した

のであるが、そのほかにも少し内容は異なるものの、やはり自分で確かめることの重要性

を指摘した例があった。 

電気車の誘導電動機駆動システムの開発者は、鉄道車両は多数の乗客を乗せて高速で走

る、すなわち多数の人命を預かる機関であり、事業者として新しい技術の採用が絶対に安

全であることを保証しなければならない、この判断ができるためには、世の中の動きや新

しい技術に関心を持ち、自らの目で見なければならない、決して、メーカーの言うことを

鵜呑みにしてはならない、といっている。 

3.4.7 自然との対話の中で 

 自然の営みにはなお人智をはるかに越える奥深いものがある。この事実をよく知り、自

然と相談しながら、自然の許す範囲内での開発・改良に目を向けている研究者もいる。 

 アサヒ・スーパードライの開発者は、ビールの発酵は、酵母という生き物でやっている

ので、酵母の機嫌がいいとか悪いとか言うのは、本当は見ないといけない、発酵している

泡の状態を見ないといけない、と言っている。 

 ササニシキの開発者は自然の摂理によるコントロールを旨く説明した。草とか藁を堆肥

にして入れると、稲がよく生育する温度の高いときは、堆肥も分解し易くて養分を沢山出

すし、稲の吸収が少なくなる温度が低いときは堆肥も分解しにくくなって、自然に調節し

てくれる。化学肥料というのは、その辺はもう一定で、自然の調節がない。 

 自動製麹装置の開発者は、私は保存料だとか、酸化防止剤といったものは使わない、自

然の恵みである農産物を発酵という自然加工でつくり、自然食品として提供する、賞味期

限は短かくなるが、それでも構わない、と現在の食品製造のあり方に警告を発している。 

3.4.8 産学協同 

 大学は 高の知的集団であるといってよい。今後わが国が技術立国を目指す上で、産学

協同はキーワードのひとつである。真空押出成形法の開発者のように、古くから多くの大

学と協同を行ってきて実績を上げている人もいるが、わが国においてはまだ活発とはいえ

ない。大学の使命とは何であるか、ということの議論も絡んでくるだけに軽々に論ずる

ことはできないが、「日本はまだ本当の産学協同になっていないし、過去もなっていなか

ったと思う。今のアメリカの状態はどうかというと、産学一体である。中国、アメリカと

競争しようとすると開発のスピードを相当上げなくてはならない」と、指摘する声もある。 
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3.5 究開発のマネジメント 

 研究･技術開発の推進と同様、研究開発のマネジメントも個人により、相手により、局面

により、さまざまであろう。相手が人間であり、社会であるだけに判断の根拠とする要因

が多く、複雑で、研究開発自体とは異なる難しさがある。 
3.5.1 経営者の投資判断 
 特定の研究を実施するかどうかは研究所長のレベルで決められるが、研究として一応の

成果の出たものを事業化するかどうか、つまりある程度の規模の投資をするかどうかは経

営陣の判断である。判断を誤ると巨額の負債を生じたり、折角のチャンスを逃したりする。

しかし、現在の日本の萎縮した状態を脱却するには徹底した状況分析に基づく果敢な攻め

の投資も必要であろう。もちろんただ投資をすればそれでいいのではなく、その後の事態

の変化に基づく臨機応変の対応により、投資を成功させるよう 善の手を打っていく、こ

のことが求められる。 

3.5.2 やる気を起こさせる 

 電子顕微鏡の開発者が管理者となって後のことであるが、弱体であったＭＥ部門を立て

直すのに人は動かさず、やる気を起こさせることに専心した。研究資金は充分に与え、巡

回を欠かさず、ここが勝負の秋だと檄を飛ばした。問題点がたくさん出てきたが、問題点

があることはいいことではないか、それを直せば良いのだから、問題点が全然ないという

のが一番困る、と逆に力づけた。このようにして、みごとにＭＥ部門を再生した。 

3.5.3 組織間の反目回避 

 イオン交換膜食塩電解技術の開発者が一番心を砕いたのが膜のグループと電解槽開発、

電解グループとのコーディネーションであった。これらのグループは組織も異なるし、ロ

ケーションも離れていた。開発が旨く進まないときは相手側を非難し始める。この解決策

として、実証試験計画委員会なる仕掛けを作った。ここで一元的に計画を検討、決定し、

予算配分も決めた。その後は二つのグループ間の信頼感も生まれた。 
3.5.4 大きな方針の提示、あとは見守るだけ 

 半導体レーザの開発者がベル研で半導体レーザの研究に従事したときにジョン・ゴルト

というディレクターがいた。彼は通信の将来は光を使うのが一番いいだろう、それを実現

させるには発光素子として半導体のレーザが一番いいと見当をつけた。それで、この先達

らに現在の半導体レーザが、なぜ室温で発振できないかを調べるよう指示した。その後は、

「ときどきのぞきに来る程度で」黙って彼らの研究の進行を見守るだけであった。この先

達は、できるかできないか分からないことに挑戦させたゴルト氏の研究管理者としての度

量に今に到るも敬意を払っている。 

3.5.5 人の育成 

 合成紙の開発者は、本当に責任を与えて「お前でなければダメだ」ということを言い続

けると、その技術者は精魂を傾けてやると思う、と言っている。否定語を使わないで、ほ



 392

めるだけ、管理者としては難しいことであるが、その方が人は育つという。また、この先

達は次のような注目すべき意見も聞かせてくれた。自らの反省も含めて言うのだが、と前

置きして、育っている人は育っている。育っていない人は育っていない。育ったなと思う

人は 30 年前にも育つなと感じた人である。30 年前に見て育たないなと思った人は育って

いない。なぜかというと育たない人を育てていないのではないか。育つ人は放っておいて

も育つ、ほうっておくと育たない人を育てなければならない。私の非常な心残りである。 

 
3.6 日本の強み 
 80 年代の輝ける日本の今日の低迷は、当時は予測しにくいものであった。韓国、中国を

はじめとするポストジャパン各国の追い上げを受けて、技術開発において今後の道を模索

しなければならなくなっている。諸外国がまねのできない日本独自の強みを生かした技術

開発を指向しなければならない。この問題は非常に大きなものであり、別の場で研究され

るべきものであるが、ここでは聞き取り調査で得られた、日本の強みと思えるものについ

て記述する。 
3.6.1 顧客の無理な要求を受け入れる文化 
 第２章で触れたことと関連するが、「お客様は神様」という考え方が日本企業には行き渡

っている。特に中小の支援企業にこの傾向が強い。これが日本の製造業を支えてきたので

はないか。大企業から課される無理な要求をとにかく引き受けて、納期までになんとか仕

上げてしまう。この技術力と誠意と精神力、これは他国にはまねのできないものである。

以下は、中小企業の話ではないが、やはりお客様絶対考え方の基に仕事を進めてきた先達

の実例である。 
 爆発圧接法の開発者は、顧客の無理な要求こそ技術発展の源泉と捉え、これに応えるこ

とを実践してきた。営業担当者には他所が断ったできるだけ難しい注文をとってこい、と

要求し、事実どのような注文に対しても逃げることをせずに立ち向かう姿勢をとった。こ

のことが、同氏が類まれな溶接技術者として名声を馳せた源泉となり、同氏が所属する企

業の溶接技術のレベルを引き上げた。 
 電子顕微鏡の開発者は外国の学者から、出張先のホテルで無理と思える仕様の電子顕微

鏡を作るよう夜中まで説得された。しかも、正式な注文によるものではなく、とにかくつ

くれ、うまくできたら金を払ってやる、といった一方的なものであった。 終的に同氏は

これを引き受けて、要求された仕様を実現した。あのときから自信がついて、海外に販路

を広げた。今日あるはあの要求にこたえることができたから、といっている。 
3.6.2 商品へのこだわり 
 日本の消費者の要求には過度のものがある。「車のドアに鵜の毛で刷いたようなキズがあ

っても引き取らない」と聞いたことがある。このような、国民の性向もある面では技術開

発の促進要因のひとつになっているのであろうが、それは、これに応えようとする生産側
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の姿勢があってこそのことである。 
 ウォークマンの開発者は、ふたを閉じたときに出る音にこだわった。どこかでゴキッと

いう音が出る。分解して鑢をかけて再度組み立てると別のところがゴキッという。これが

気に入らなくて徹底して直した。 終的にカチッという音がでるようになった。ところが

量産ラインに流すとこの音が出るものができない。ちょうどその時に、モリブデンをコー

ティングした金属を使うと旨くいくことがわかった。われわれはそこまでこだわった、あ

のカチッというロック感が、非常に商品として価値がある、単に機能を充足させるだけで

なく、質感、感触を満足させることにこだわるという。 
 金属の高性能形状制御圧延機の開発者は一流を目指すのではだめだ、世界一を目指せ、

という。世界一のものを作る、それが、自分が開発した商品に対する愛情であると言い切

っている。 
 
４．おわりに－聞き取り調査について－ 
 技術革新を創出する要因について、過去の聞き取り調査記録を素材としていくつかの切

り口から分析してきた。終えて感じることは、聞き取り調査はまことに貴重な史料の宝庫

であるということである。10 人いれば 10 の、100 人いれば 100 の異なる事跡があり、異

なる開発記録、異なる体験がある。これらはいずれも第一級の技術史資料足りえるもので

ある。 
このような技術開発の記録としては、論文や特許といったものが も一般的なものであ

り、形式も整っている。しかし、そこには思考の 終結果が、すべての無駄が省かれた無

機質然とした形で、秩序正しく記されるのみである。これは自らの成果を世に問うものと

しては適切なものであるが、技術史のように、往時の技術開発の状況をできるだけ忠実に

現在に映し出し、技術開発の歴史的意義や開発のプロセス、そこに関わった人びとの位置

づけといったことについて研究しようとする場合の一次史料としては、必ずしも十分なも

のではない。聞き取り調査は、開発プロセスの細かい情報のほかに、開発に携わった関係

者の心の交流や人間関係の力学、予想だにしなかった秘話といった情報を与え、開発現場

の状況をビビッドに伝えるものである。これらは論文等に書かれることのない、当事者だ

けしか知りえない情報であり、技術開発が決して知力のみの所為ではなく、その営為の本

質の何たるかを教えてくれるものである。 
 ただ、10 年前に当協会において聞き取り調査をスタートさせたときは、バブル崩壊の直

後であり、また若者の価値観も変化して理工系離れ、製造業離れが喧伝されるときであっ

た。われわれの聞き取り調査の動機も、これら若者に技術開発の夢とロマン、先人の情熱

を伝え、彼らをしてものづくりの道を選ばせる一助としたいというところにあった。した

がってインタビューの項目も、この意図を反映したものになっている。もちろん、このこ

との意義は現在においても些かも減じているわけではなく、今後とも継続していくことが
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望ましい。しかし、技術史資料の収集、その技術革新学への応用ということを視野に入れ

ると、これに適合する事項をも意識して聞かなければならない。 
 聞き取り調査の動機としては二つのケースが考えられる。ひとつは、技術史上画期的な

成果を上げた、現存する特定の人物に焦点を当てて、その技術者としての一代記を綴ろう

とするものである。上述のケースが調査対象の歴史事象の事実関係を中心に聞き取りが行

われるのに対して、この場合は、対象者について、その事跡やそれを生み出したときの状

況についてはもちろんのこと、出自や生い立ち、家庭環境、教育環境から、研究者として

スタートを切ったときからの人間関係、その人の思想や人生観、趣味といったことまで、

できるだけそのトータルの人格が浮かび上がるインタビューとなる。当協会が 10 年間行

ってきた聞き取り調査は、この後者のタイプである。 
いまひとつは、技術史上のある特定のテーマについて研究する際に、文献や一次資料の

調査と並行して行うものであり、これらの資料に欠如している情報を得ることも目的とし

ている。技術開発の先達が開発当時に、後の技術史研究家のために役立つように意識して

文書を作るなどと言うことは殆ど期待できない。やはり、技術史研究家の方で自分が必要

とする情報を聞き出していかなければならない。技術開発の歴史を自らの史観に基づいて

克明に追求し、そのダイナミクスを分析し、イノベーションのメカニズムを探ろうとする

技術史の研究では、聞き取り調査から得られる生きた技術史事象の蒐集は貴重なものであ

る。  
 米国ではすでに 1960 年代から、多くの機関で聞き取り調査が実施されており、

OHA(Oral History Association)なる機関を設置して、聞き取り調査を技術史研究の重要な

手法の一つとして活用している。先ごろ米国調査の機会を得て、短期間ながら彼地の状況

を垣間見ることができたが、スミソニアン協会、コンピュータ歴史博物館、インテル、ど

こでも聞き取り調査を重要なアクティビティに位置づけている。OHA では 17 ページもの

聞き取りのマニュアルを整備している。 
 わが国においても聞き取り調査を技術史研究の手法の一つとして組織的に行い、これを

記録し、保存・活用する方策を講ずべきときであろう。研究産業協会は過去 10 年間に亙

って聞き取り調査を行い、貴重な記録を蓄積してきた。筆者が知る限り、わが国において

これほどの多くの聞き取り記録を保持しているところは他にはない。今までに蓄積した記

録とノウハウを生かし、技術革新創出の要因を剔抉することを視野に置いた技術史研究に

役立てるための聞き取り調査、というものをここで改めて検討すべきである。 

 
（文責 永田宇征） 
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参考資料４ 
 

デジタルコンテンツ適用実践授業実施校一覧 
 
１．埼玉県入間郡大井町立西原小学校 
【所在】埼玉県入間郡大井町武蔵野１３２２－４ 
【日時】平成１５年１０月１７日（金）１４：００～１５：００ 
【テーマ】「食物と健康－私たちは何故毎日ごはんを食べなくてはならないか－」 
【特別講師】松谷化学工業（株） 顧問 農学博士 日高秀昌 氏 
２．早稲田大学高等学院 
【所在】東京都練馬区上石神井３－３１－１ 
【日時】（１）平成１６年２月３日（火）１１：３０～１２：２０ 

（２）平成１６年２月１０日（火）１１：３０～１２：２０ 
【テーマ】「創造的な能力を高めるための目的を持った情報の収集」 
【特別講師】東麗繊維研究所（中国）有限公司 董事長 工学博士 岡本三宜 氏 

東京農工大学総合情報メディアセンター助教授 辰己丈夫 先生 
３．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 
【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】（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 

４．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 
【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”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 百瀬孝夫 氏 
５．埼玉県立いずみ高等学校 
【所在】埼玉県さいたま市中央区円阿弥７－４－１ 
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【日時】①平成１７年１２月１３日（火）１０：００～１２：００ 
②平成１８年  １月１６日（月）１３：００～１５：００ 

【テーマ】①「何故の思考と目的意識を持つ人生」 
②「みそづくりについて」 

【講師】①元株式会社ヤクルト 農学博士 馬田三夫 氏 
②社団法人中央味噌研究所 理事 大池昶威 氏 

６．埼玉県ふじみ野市立西原小学校 
【所在】埼玉県ふじみ野市大井武蔵野１３２２－４ 
【日時】平成１８年２月８日（水）１４：００～１５：２０ 
【テーマ】「技術っておもしろい」 
【講師】株式会社 パイオニア 専務取締役 技術開発本部長 工学博士 山田 宰 氏 
 

以  上 



 

 

 
 
 
 
 
 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

 
非 売 品 

禁無断転載 

 

 

平成１７年度 

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報告書 

 

―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編― 

 

 

発  行   平成１８年３月 

発行者      社団法人 日本機械工業連合会 

〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目５番８号 

電 話  ０３－３４３４－５３８４ 

 

社団法人  研 究 産 業 協 会 

〒113-0034 東京都文京区湯島三丁目３１番６号 

電 話  ０３－５６８８－１２９１ 
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