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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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１．調査の趣旨 

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

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

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

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

インタビューを行い、その言葉を記録し、伝え残すことによって、技術開発に心身を削った先

人の情熱と息吹を若者に伝え、その魂に感動を呼び起こすことを狙いとして来た。 

この聞き取り調査の対象となった方々は本年度で１００名となり、その記録は産業技術革新

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

極めて貴重な資料となっている。 

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

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

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

比、分析、考察することが可能である。 

（社）研究産業協会は平成１４年度に、この蓄積と特徴を活用し、調査研究の当初の目的の

一つであった、若者たちが科学技術や産業技術に対して夢と希望を感じ、技術開発に対して関

心と憧れを抱くようになるための教育ツールとして活用すべく、マトリックス構造を持つ、独

自の、初等中等教育用デジタルコンテンツプロトタイプモデル「１２ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」を

取りまとめた。 

また、平成１５～１６年度においては、このプロトタイプモデルを実際の教育現場に適用す

ることと併せ、平成１５年度には小学生向けに、より平易なイラスト入りのプロトタイプモデ

ル「Ｅｎｇｉｎｅｅｒ‘ｓ Ｓｐｉｒｉｔ・日本を変えた技術者たち」を編集した。 

本年度は、これら両プロトタイプモデルを実際の教育現場に適用することと併せ、平成１４

年度に取りまとめた「１２ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」を「２８ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ」へと発展させ

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

ンツ教材と授業構成の要件を明らかにすべく調査研究を行った。 

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

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

行っていきたいと考えている。 

 

２．実践授業 

２．１ 実践授業の概要 

2.1.1 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 

【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 
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【対象学年】①生物サイエンス科３年生 定員３５名 

②生物資源化学科２年生 定員３７名 

【指導教諭】①教諭 飯野直道 先生、教諭 阿讃坊竜也 先生 

②教諭 和久井洋助 先生 

【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 

（１）実践授業の準備 

各講師氏の授業に先立ち、予め、指導教諭が初等中等教育用デジタルコンテンツプロトタ

イプモデル「１２Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ」の拡充モデルを用いて、講師の業績を中心に予備

学習を実施した。 

（２）実践授業 

授業当日、馬田三夫氏は予め準備したスライドを基に、大池昶威氏は配布したレジュメを

基に、技術の内容や技術者としての心構えなどについて講義を行い、後日、生徒に授業の

感想文を書かせ授業の取りまとめを行った。 

2.1.2 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 

【対象学年】６年生２クラス 定員４１名 

【指導教諭】教諭 山本朋子 先生、教諭 市川啓 先生 

【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 

【授業の方法】 

（１）実践授業の準備 

山田宰氏の授業に先立ち、予め、指導教諭が小学生向けに作成したイラスト入りの平易な

初等中等教育用デジタルコンテンツプロトタイプモデル「Ｅｎｇｉｎｅｅｒ‘ｓ Ｓｐｉ

ｒｉｔ・日本を変えた技術者たち」の拡充モデルを用いて、デジタル放送について予備学

習を実施すると共に、講師への質問項目の取りまとめを行った。 

（２）実践授業 

２月８日午後、５～６時間目に山田宰氏による授業「技術っておもしろい」を実施、後日、

児童に授業の感想文を書かせ授業の取りまとめを行った。 
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２．２ 実践授業記録 

 

2.2.1 埼玉県立いずみ高等学校１ 

「何故の思考と目的意識を持つ人生」講義要約 

 農学博士 馬田三夫 氏 

 

私は、これまで大変多くの方々と一緒に仕事をしてきました。そのような中で私が感じ

ましたのは、人の能力にはそんなに大きな差はないのではないかということでした。 

若し、差があるとすれば、それは恐らくその人が「目的意識」を持ってこれまでの人生

を送ってきたかどうかということによる差ではないかと思いました。 

私たちだれでもが、「目的意識」を持ちますと、それを達成しようとする執念が生まれ

てきます。この執念こそが、私たちの能力の限界を超えさせる大きな原動力となるのです。

そのような原動力によって目的が達成されますと、それが大きな自信となります。この自

信こそが私たちの人生を大きく飛躍させ、そして財産となって蓄えられることになるので

す。私は自分の人生を振り返ってみますと、そのような「目的意識」を持って生活してき

たことが、自分の人生を大変豊かにしたとの思いが強いので、本日はこのようなタイトル

でお話することになったのです。 

 さて、私は九州の田舎で三男坊として生まれました。皆さんよりまだ若い中学生のころ

は、大東亜戦争の真っただ中で、長男は既に戦死をして、次男も兵隊に行っていました。

そのようなことから、私の家族は両親と３人で細々と農業を営んでいました。私も両親に

連れられて日曜日には田んぼに出かけていました。ところが、当時は現在のように機械化

されていなかったので、各農家では牛や馬を飼って、それらによって田んぼを耕したり、

収穫したものを家に運んでいたという時代でありました。また当時は、現在のように化学

肥料がなかったので、各農家ではそのような動物の糞が唯一の肥料として使われていまし

た。そのため、畑の隅にはそのような糞が山のように積まれていて、私はいつもそのよう

な光景を眺めながら、両親に連れられて田んぼに出かけていたのです。 

 ところがある日の夜、大雨が降りました。ちょうど翌日が日曜日だったので、私は「明

日はこの雨で田んぼに行かなくてもいいんだな」というような思いを込めて床につきまし

た。翌朝夜が明けてみると、全く青空になっていましたので、いつもどおり両親に連れら

れて田んぼに出かけていきました。ところがその日に限って、今まで見たことのないよう

な風景に出会ったのです。 

 その風景というのは、山のように積まれていた糞から煙のようなものが上がっていたの

です。恐らく、昨夜は雨が降ったので、だれかが寒さしのぎに火でもたいたのではないか

と思って近寄ってみたところ、そういったような火をたいた跡がありませんでした。それ

にもかかわらず、糞から煙が上がっていたというのはどういうことだろうかと思って、そ

れとなく糞に手を触れてみたところ大変温かく感じました。それで、私は大変不思議に思
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い、火の気のないところになぜ煙が上がるのだろうかということが疑問になりました。恐

らく、そのことについては両親にも尋ねたと思いますが、何分にもまだ中学校の低学年で

したので、私がそれを理解して納得していなかったと思います。 

 それから数年後、私が通っていたのは農業学校で、学校を出たら農業の跡を継いでいく

ということで両親は私を農業学校に入れ、私もそのつもりでいました。その学校では、高

学年になると、学校で飼っていた牛や馬の当番がありました。私がたまたまその当番のと

きに、係の先生が指導にこられたので、牛の糞を指して、実は今まで見たことはなかった

けれど、たまたま夜に雨が降ったせいか知りませんが、その糞が大変温かくなって煙が上

がっていました。これはどういうことでしょうか、と先生に尋ねてみたところ、「糞の中に

は、私たちの肉眼では見えない微生物がたくさん住んでいて、その微生物が増殖するとき

に熱を出します。その熱のことを通常は発酵熱といっています。君が今話したように、前

夜に雨が降ったので、糞の中に含まれていた水分が発酵熱によって水蒸気となって上がっ

ていたのを、君はたまたま煙のように見たのではないでしょうか」と説明されました。 

 その話を聞いて、私は目に見えないような微生物にそのような熱を出す力があるのかと

大変驚きました。私は卒業したらそのまま農業をする予定でありましたが、どうしてもも

う少し微生物について勉強したいという思いから大学へ進学することになったのです。そ

の時は大東亜戦争も終わって、次男の兄も復員して農業をしていましたので、父にもその

ことを認めてもらいました。 

 そのようなことで、本来は農業をする予定だった私が、たまたまそのような糞との出会

いによって人生が大きく変わったのです。大学に入学してからは、主としてそのような微

生物に関係のある勉強をしてきましたので、就職するときは、大学で習った微生物を実際

に仕事場で使えるようなところに就職したいという思いから、私はヤクルトという会社に

就職することにしました。 

ヤクルトに就職してから、一番最

初にお会いしてヤクルトのお話を伺

ったのが左の写真の方です。この方

が、ここにも書いてありますように

ヤクルト創業者の代田稔という先生

です。この方は、若いときは京都大

学医学部の小児科の先生をされてい

ました。そのときに、子供のおなかの中に住んでいる乳酸菌についていろいろと調べてい

たところ、その乳酸菌の中に、私たちの健康に大変役に立っている菌があることを見出さ

れ、そこで先生は、この乳酸菌を用いて私たちの健康に役立つようなものをつくってみた

いという思いから、ヤクルトという製品を製造するに至ったということでした。 

 先生のお部屋を訪ねますと、その壁に、「健腸長寿」ということが書いてありました。こ

れはどういう意味かと申しますと、私たちのお腹の中には悪い働きをする菌がいて、その
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中には大腸ガンを発生させるような物質をつくりだす菌もいます。そういうような菌がい

ないようにするのが腸を健康にすることであって、その結果病気にならなくて長生きでき

る。つまり、「健腸長寿」というのは、お腹の中を健康に保つことによって病気にならなく

て長生きできるということです。このような先生の信念がこのヤクルトという製品につな

がったのです。そのヤクルトに使われた乳酸菌が、ラクトバチルスカゼイという乳酸菌で、

カゼイ菌の中でもこの菌が特にそのような健康に役立つ働きが強いということで先生の名

前をつけて、「Ｌ．カゼイシロタ株」という名前で、現在のヤクルトにこの菌が使われてい

るのです。 

私はヤクルトへ入社してから、仕事のストレスを解消するため、近くの山に登りました。

その山道を歩いていたところ、その周辺にキノコが生えているのに出会いました。そのキ

ノコの周辺には、落葉した木の葉がいっぱい落ちていました。その木の葉をよく観察しま

すと、いずれの木の葉も病気に侵され、そして害虫に食べられていましたが、キノコだけ

がみずみずしいような姿で、そのような病気や害虫に食べられたものが全く見られません

でした。私はそれを見て、「何故、キノコはこんなにみずみずしくしていてそのような病虫

害に全く侵されていないのは、このキノコにはそれらを予防するようなものを出している

のではないか」というような思いがあって、その周囲にあったキノコを採取して会社に持

ち帰りました。 

この写真が、その山から採取してき

たキノコの一部です。このキノコをア

ルコールできれいに消毒してから、切

片を寒天培地の上に乗せて 30℃ぐら

いの温度で１週間前後培養しますと、

その切片から、カビのような白い菌糸

がこのようにいっぱいに広がりました。

もしかしたら、この菌糸はいろいろな

有害菌の発育を抑制する物質を出しているのではないかという思いから、いろいろな実験

に取り組んでいきました。その結果、これらの菌糸から有害菌の発育を抑制する物質が生

成されていることがわかりました。最初は、恐らく抗生物質であろうと思っていろいろと

調べたところ、この物質は抗生物質ではなくて酵素であることがわかりました。抗生物質

と酵素の違いは、酵素には基質特異性があって、ある成分に対してそれが作用するという

のが一番大きな特徴です。また、作用する場合には至適ｐＨというものがあります。これ

を調べてみますと、ｐＨが４～５ぐらいのところでよく働いて、そのｐＨから離れてしま

うと全く作用しない、これも酵素の特徴の一つです。 
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このスライドは、このＡが、酵母を作用

する前の生きた生細胞です。この生細胞に

酵素を作用させて、時間の経過を見ながら

顕微鏡写真を撮っていきました。最初のＣ

というのが、10 分、Ｄが 15 分、Ｅが 20 分

というように経過を追っていきました。こ

の写真はごらんのように、細胞壁を構成し

ているグルカンという成分の一部が溶解さ

れたために、その溶解された部分から細胞

質が飛び出しています。この写真は本当に

タイミングよくその様子が撮れました。こ

のようにして飛び出したものが、一番上の

Ｂの写真です。このようにして、細胞壁が

全くなくなって細胞質だけになったものを

プロトプラストと呼んでいるのです。その

後には、細胞壁だけが残っています。そして、その細胞壁の切れ目がある部分がグルカン

という成分で、その部分が溶解されてこのようなプロトプラストができ上がったというこ

とです。 

 これは、大変珍しい研究だったので、私はこれを英国で出版されている、ある科学雑誌

に投稿してみたところ、世界中の専門の学者の方々から驚きの言葉が返ってきました。実

は、酵素というものにはいろいろな種類の酵素がありました。特に、酵母に対しては、加

熱処理した酵母に対しては、それを溶解する酵素が既に発見されていたのですが、この酵

素のように生きた酵母に作用する酵素はこれまで世界的にも全く発見されていませんでし

た。 

 そのようなことから、私は、これまでの研究成果を 250 ページぐらいの一冊の論文にま

とめました。この研究成果が認められて、農学博士という学位をいただきました。 

私が農学博士の学位をいただいたころは、通常は、大学を卒業して研究員などでそこに

残って、何年も何年も教授の先生からご指導を受けてようやく学位論文が書けて学位がい

ただけるというような時代でした。私がお話をした、山に登ってキノコを見て、「これはな

ぜだろう？」と思ったことは、普通、皆さんがキノコを見て思うのは、「これは毒キノコか

な、食べられるキノコかな、もし食べられるキノコだったら家に持ち帰って食べようか」

ということで終わるでしょう。私の「なぜだろう」という一つの思いから、思いもよらぬ

研究に発展して、その研究によって学位をいただいたということです。 

 皆さんのこれからの長い人生において、このような「なぜだろう」と思うようなことに

遭遇することが沢山あるかと思います。それをただ単に見過ごすかどうか、それは皆さん

がいま学校で習っているような知識、あるいはこれから大学で習う専門的な知識、そのよ
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うな知識が役立つことになります。ある現象を観察して、「自分はいろいろなことを勉強し

ていたけれども、それがわからない」なぜだろう。このような疑問になるのは、それに関

してある程度の知識があったからです。皆さんもこのような意識をもってこれからの長い

人生を送っていただきたいと思います。 

学位をいただいて、私は東京の中央

研究所に勤務することになりました。

この研究所での研究はヤクルト企業の

発展につながるようなテーマでなけれ

ばならないと考えていろいろと調べま

した。研究所の図書館に備えられてい

た学術雑誌や研究雑誌を見ていた中で、

ある雑誌に示された次の表に大変注目

しました。なぜ注目したかと申します

と、私は農業学校のときから牛乳に接

し、また大学でも牛乳に接する機会が

あったので、牛乳の加工製品、特に育

児用の調製粉乳についても勉強してい

ました。この表を見て、母乳と人工乳で育てた赤ちゃんの病気になる割合や死亡率につい

て、これ程大きな差があるのに驚きました。つまり、母乳で育てた赤ちゃんが病気で亡く

なる割合を１とした場合、母乳と人工乳の混合乳、それから人工乳で育てた赤ちゃんは病

気になる割合が大変多く、特に人工乳では呼吸器関係で死亡したのが 2.7 倍、下痢にかか

ったのが９倍というべらぼうな数のふえ方でした。 

 育児用の粉乳を調製する場合は、母乳にあって牛乳に欠けている栄養素についてはそれ

を添加して調整していましたので、栄養的には少なくても母乳にまさるとも劣るようなこ

とはないと思っていました。なぜ、このような病気で亡くなる赤ちゃんが多いのだろうか

ということが、第一の疑問でした。 

 さらに、その研究をした人たちの論

文を調べていった結果、右の図のよう

に、母乳栄養児の糞便の中にはビフィ

ズス菌が 92％、ほぼ 100％に近く含ま

れていました。一方、人工乳で育てた

赤ちゃんの糞便の中にはビフィズス菌

は約 20％しか含まれていなくて、それ

以外の約 80％というのは、赤ちゃんの

体に対してはあまりよくない働きをす

る菌でありました。このような違いが母乳栄養児と比べて人工栄養児の死亡する割合が多
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くなった原因であることが、これらの論文でも指摘されていました。私は乳児の栄養法に

よって、糞便中のビフィズス菌数に違いのあることが第二の疑問でした。そこで、私はこ

れらの研究をなされた方々に直接お会いして、そのことについてお尋ねしました。 

その先生方が言われるのには、赤ちゃんというのは生まれたときは病気に対する抵抗力が

ほとんどなく、その抵抗力をつけてくるのがこのビフィズス菌であります。ところが、人

工乳児ではこのビフィズス菌が少ないので、病気に対する抵抗力が弱く、病気にかかる割

合、あるいはその病気で亡くなることが多い理由だということをお聞きしました。私は次

の研究テーマはこのビフィズス菌にフォーカスを合わせてやっていきたいとの思いが強く

なりました。 

 そこで私は、ビフィズス菌をより多く集めたいと思いました。ところが、ビフィズス菌

は私たちのおなかの中にいるので、その中から取り出すことはできないので、やむを得ず、

そのおなかの中から排出された便を集めて、便の中からビフィズス菌を集めました。その

ため、赤ちゃんの便、青年の便、あるいは年寄りの便を集めてそれらの中から、できるだ

け多くのビフィズス菌を集める作業に取りかかりました。 

そのような苦労を何とか乗り越えて、多数の糞便の中から数千億という莫大なビフィズ

ス菌を集めることに成功しました。これら

の中から、大変苦労して酸素耐性ビフィズ

ス菌を作出しました。この表は、種の同定

を行って作出した酸素耐性菌を一定濃度の

酸素の入った中で、２４時間保存した時の

生存率を示したものです。 

種類別に調べた結果、酸素に対して最も耐

性のあるものは「Ｂ．ブレーベ」でありま

した。 Ｂ．というのは、ビフィドバクテリ

ウムという属名で、その中の一つの種類として示したものです。酸素耐性菌の中で、この

Ｂ．ブレーベは他の菌種や同じ菌種のブレーベと比べて耐性が高いことから「Ｂ．ブレー

ベ ヤクルト株」と称することにしました。ところが、酸素耐性がついたこの菌を用いて

製品化すると、この菌を飲用することになります。飲んだものは胃の中で一定時間滞留す

ることになります。胃には胃酸があるので、その胃酸によって食べたものの中に含まれて

いた微生物は全て殺菌されます。このような胃酸の機能によって、酸素耐性のついたビフ

ィズス菌でも殺菌されることになります。 

 そのため、先ほど酸素耐性をつけた時にお話したのと同じような方法で「Ｂ．ブレーベ 

ヤクルト株」に人工胃液に対する耐性をつけました。 
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 この図に示したように、耐性をつけ

た「Ｂ．ブレーベ ヤクルト株」は、

その下に示したＢ．ブレーベ株と比べ

て耐性に違いのあることがわかります。

そのため、この「Ｂ．ブレーベ ヤク

ルト株」を飲用すると糞便からの回収

率も高くなりました。 

次は、この菌株を用いて製品化研究を

行いました。製品化研究の第一歩は、この菌を牛乳の中で増殖させることです。もし、こ

の菌が牛乳中で増殖することができなければ、製品化することができなくなります。そこ

で、牛乳培地を用いて培養を行ったところ、この菌は牛乳中では全く増殖することができ

ませんでした。これまで、何年もかかってようやく実用菌株として取り上げたＢ．ブレー

ベ ヤクルト株が牛乳中で増殖することができなければ製品化することができないことに

なります。そこで、私が考えたのが徴生物の共生関係を利用することでした。皆さんもこ

れから微生物について勉強されると、共生関係について興味を持たれると思います。微生

物が自然界に存在する場合、多くの微生物は共生関係を維持しながら生存しています。こ

の共生関係について一言申しますと、単独では生存できない微生物でも複数存在すると、

お互いが協力し合って増殖できるようになります。これを共生関係といいます。つまり、

お互いの欠陥を直し合って共存していくことです。そこで、私がこれまで採取したビフィ

ズス菌とこの実用菌株との間に共生関係があるかどうかについて、いろいろと調べました。

その結果、採取したヒフィズス菌のある菌種と共生関係のあることがわかりました。この

共生関係を利用して純粋な牛乳中で、実用菌株を増殖させることに成功しました。 

 そのような共生関係によって、まずミル

ミルという製品をつくりました。これは赤

ちゃん用につくりました。それからビフィ

ールはお年寄り向けに、それから成人と青

年層の方にミルミルＥと、この３種類の製

品をつくりました。特に、この最初にミル

ミルという製品を発売したとき、病院の小

児科の先生、あるいはビフィズス菌につい

てのいろいろな研究をされておられた方な

どから非常に歓迎され、そうして注目されました。 

 ビフィズス菌は偏性嫌気性菌ということで、ヨーロッパ諸国でもこれまで人間の手に及

ばないものであったものが、わが国で初めてこういう形で商品として発売できたというこ

とから、平成３年度に「我が国の科学技術の発展」に大きく寄与したということで、科学

技術長官賞をいただきました。さらに翌年の平成４年度には、「食品産業の製造技術の発展」
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に大きく寄与したということで、農林水産大臣賞をいただきました。製品化するまでには

大変な苦労はありましたが、一つの商品に対して、二人の大臣からこのような栄えある賞

をいただき、大変光栄に思っています。製品化するまでの研究を振り返ってみると、キノ

コの時と同じように研究所ではじめて見た論文で、人工栄養児が母乳栄養児と比べて病気

なる割合や死亡率が高いのは「なぜだろう」との思いからこのビフィズス菌に辿り着きま

した。また、ビフィズス菌を集めるのに糞便を集め、その臭いでご飯がおいしく食べられ

ないような日もありました。 

 そのような苦労が乗り越えられたのは、世界に先駆けてビフィズス菌を利用した製品を

作りたいとの「目的意識」があったからです。このような「目的意識」がなかったならば、

おそらく糞便を集めたところで「もう嫌だ」といって逃げだしています。しかしながら、

自分で求めた「目的意識」があったから、どれほど困難な仕事でもそれを乗り越えること

ができたのです。このようなことを一つずつ乗り越えていきますと、これが先ほどから申

し上げましたような自信となるのです。この自信こそが、皆さんのこれからの人生を大変

豊かにするのです。 

 本日はキノコとビフィズス菌について、私がこれまでに行ってきたことを皆さんに具体

的に説明して「目的意識」を持って生活することの大切さを少しても理解していただけれ

ばと思ってお話したのであります。 
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2.2.2 埼玉県立いずみ高等学校２ 

「みそづくりについて」講義レジュメ 

(社)中央味噌研究所 理事 大池 昶威 氏 

 

1 はじめに 

◎ 酵素、微生物、植物、動植物の成分、機能に関する知識 

＝人の健康に直接関わる基本 

人生を健康に過ごすための必要なもの 

 

 

 

◎ 知識と体験 

実際に手で触れて(つぶして，つかんで等々)，色をみて，香りをみて，食べ

てみて････ 色々なものを経験し，区別ができる．食品，料理の違いが区別

できる． 

そうなることにより，更に興味が湧いてくる． 

好みの食品が増える. 

（そばの手打ちに挑戦） 

 

 

 

 

 

味噌(または醸造全般)についての情報は， 

全国味噌工業協同組合連合会(TEL03-3551-7161) 

(http://www.miso.or.jp)    (社)中央味噌研究所 

  長野県味噌工業協同組合連合会(TEL026-228-1221) 

      (http://www.icon.pref.nagano.jp/usr/shokuhin/shinshumiso/) 信州味噌研究所 

  『味噌の醸造技術』 中野政弘 編著 (財)日本醸造協会 

  月刊専門誌  『味噌の科学と技術』 全国味噌技術会会員に配布 

  醤油  『醤油醸造の 新の技術と研究』 中浜敏雄 著 (財)日本醸造協会 

  清酒  『清酒製造技術』 (財)日本醸造協会 
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2 味噌の種類と内容 

 

味噌のルーツは中国の豉(し)で，日本各地の原料，環境条件により多様に変化して現在

に至っています． 

 

各地のみそ紹介 

みそあっての日本． 

全国各地にお国自慢のみそがあります． 

 
米みそ|豆みそ|麦みそ|北海道みそ|仙台みそ(宮城)|秋田みそ|津軽みそ(青森) 

江戸甘みそ(東京)|会津みそ(福島)|越後みそ･佐渡みそ(新潟)|関西白みそ 

信州みそ(長野)|加賀みそ(石川)|御膳みそ(徳島)|讃岐みそ(香川)|府中みそ(広島) 

東海豆みそ(愛知,三重,岐阜)|瀬戸内麦みそ(愛媛,山口,広島)|九州麦みそ 

 

http://www.miso.or.jp/dictionary/local/local.html 
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みその製造 Q&A 
 

産地によるみその特徴は？ 

  みその好みは，生まれ育った土地で造られるみそによって左右されるといってもよいで

しょう．それほど，日本のみそは地方ごとに異なっています． 

 

  味と色とでみその文化を示したのが 下のみその地域分布図です．実際にはこのように明

確に割り切れた区分ではなく，二種以上のタイプのみそが混在しています． 

 

  主として北関東から東北，北海道地方では赤褐色の辛口米みそが造られ，好まれていま

す．一方，どちらかといえば淡色の米みそで辛口みそを好むのが，信州，北陸，中国地方

の日本海側です．愛知，三重，岐阜では豆みそが，京都を中心とする近畿地方および瀬戸

内海沿岸地域には白甘みそが好まれ，九州･四国では甘口の麦みそや米みそが好まれていま

す． 

 

この分布図は，製造されるみその種類を単純に割り切って表すとともに，そこに暮らす

人たちの嗜好性を示すものです．実際には一地方で 2 種類以上のみそを造っているところ

が多くあります．また合わせみその目安にもなります． 

 

 

     http://www.miso.or.jp/dictionary/q_a/qa02/13.html 
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分類法 

原料割合  麹歩合＝でんぷん質/大豆(重量比) 

地域による原料の違い(大豆のみ，大豆と米または，麦) 

色(原料割合 澱粉質が多いほど淡色 熟成期間長いほど濃色) 

塩分濃度(でんぷん質が多いほど低塩) 

 

表  みその分類(みそ技術ハンドブック  全国味噌技術会) 

原料によ 味や色に 麹歩合(％) 塩分(％) 

る分類 よる分類 範囲 (一般例) 範囲 (一般例)

産  地 

白 15～30 (20) 5～7 ( 5.5) 近畿各府県と岡山，広島，山口，香川 

甘 み そ 

赤 15～20 (15) 5～7 ( 5.5) 東京 

淡色  8～15 (12) 7～12 ( 7.0) 静岡，九州地方 

甘口みそ 

赤 10～15 (14) 11～13 (12.0) 徳島，その他 

淡色  5～10 ( 6) 11～13 (12.0) 関東甲信越，北陸その他全国的に分布 

米 み そ 

辛口みそ 

赤  5～10 ( 6) 11～13 (12.5) 関東甲信越,東北,北海道その他ほぼ全国各地

甘口みそ  15～25 (17)  9～11 (10.5) 九州，四国，中国地方 

麦 み そ 

辛口みそ   8～15 (10) 11～13 (12.0) 九州，四国，中国，関東地方 

豆 み そ   (全量)   10～12 (11.0) 中京地方(愛知，三重，岐阜) 

 

味噌の原料の関係について 

N

(麹歩合＝10×

(食塩)=
S(大豆)－R(米)

10

R/S 塩切り歩合＝10×N/R)

(重量の関係) 全国のみそがこの関係式に当てはまる．

 

今回実習で仕込むのは 淡色 米麹 辛口 味噌 

大豆 11 ㎏，米麹 8 ㎏(米の 10％増し)，塩 4.4 ㎏，麹歩合 6.6 割 みそ中の塩分 12.8％ 
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3 味噌熟成中の変化 

味，香り，色の生成，テクスチャーの変化 

蛋白質→ペプチド→アミノ酸(プロテアーゼ，ペプチダーゼ) 

でんぷん→糖(アミラ－ゼ)  糖→アルコール→エステル(酵母) 

糖→乳酸(乳酸菌) 

脂質→脂肪酸＋グリセリン(リパーゼ) 

色＝アミノ酸＋糖(メイラード反応) 

◎ 他の醸造物と比較した味噌の特徴 

(1)  仕込後の操作がほとんどない(温度管理，天地返し等は必要)． 

(2)  製品までにろ過，火入(加熱殺菌)がない．微生物，酵素がそのまま残る． 

製品化後も変化(酵母はエタノーで静菌)．インスタント味噌(核酸系調味料) 

(3)  蛋白質の分解が完全でない 窒素の分解率約 20％ 水溶性 N 約 50％． 

 

4 味噌製造の要点 

◎ 怪我，火傷をしないように全員で注意する 

(冷たい，水を使う，蒸気を使う、みそが粘る･･･)． 

特に機械類の安全確認をしっかり行う． 

作業開始前 手元スイッチの OFFを確認→元スイッチを ON→手元スイッチの ON 

作業終了時 手元スイッチの OFF→元スイッチを OFF 

(1) いつ仕込むか 天然仕込み 梅の咲く頃，熟成期間中で 28℃が必要．秋は不可． 

(2) 味噌のタイプ(麹歩合，食塩％)の決定 

(3) 仕込み重量の決定 大豆は煮る/蒸すことにより約 2 倍に重量増加，米麹は約 1.1

倍に重量増加 

食塩量＝(煮/蒸大豆の冷却後の重量＋麹重量)×
100－目標食塩％*

目標食塩％

 

＊ 目標食塩％が 13％の場合，13/(100－13)＝13/87＝0.1494 

種水(水分調節，微生物培養液等も使用する) 目標食塩％に塩水を調製後，添加． 

(4) 仕込み容器 

仕込み重量の約 1.2 倍以上の容量が必要，清潔にし乾燥する(重石も準備する)． 

(5) 製麹 も難しい工程で，デリケートな管理が必要(温度管理) 

ア 重量測定→水洗→浸漬(一夜)→水切り(米表面の水分除去)→蒸し器の予熱→蒸し

(抜け掛け，均一に蒸すため)，米全体に蒸気が通ってから 40～60 分蒸す．芯がな

い＝ひねり餅にしてみる．→掘り出し→冷却(ほぐしながら表面水分の除去)，手で

触れられるようになるまで→種麹接種(できるだけ全体の蒸米に＝増量剤[ビーン

フラワー等]利用，やや多めに)→引込み(全体が均一に．32～36℃)．外硬内軟の蒸

米，米と米が付着しない，全体に均一な温度を目標とする．製麹室はあらかじめ暖

めておくことが望ましい． 
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イ 引込み後は保温，保湿を徹底する(床)． 

ウ 引込み後 20 時間前後から麹菌の増殖により発熱．36～38℃を目安に麹蓋(こうじぶ

た)に盛り込む．その後 35℃を目標に積替え，麹層の厚さ調節，手入れを行い 40～

42 時間で出麹(冷却，塩切り)とする．長時間になると黄色の胞子が出るので良くな

い．出麹の重量測定を行う． 

◎ 市販の麹を利用することが簡便であるが，市販の麹は，甘酒用の麹(アミラーゼ主

体)が多い．味噌製造業者から味噌用の麹を入手することが望ましい． 

(6) 大豆の処理 新穀で，できるだけ大粒で，形状，色の揃い，かつ異物を含まない 

         ものが望ましい． 

ア 重量測定→撰別→洗浄→浸漬(一夜)，大豆を割ってみて子葉間に空間のなくなるま

で(約 2.2 倍に増量)→水切り→張り込み→煮(親指と小指でつぶすことができるま

で)→冷却(室温近くまで)→重量測定(約 2 倍)→擂砕(らいさい) 

(7) 食塩量の決定，方法 前記出麹重量と冷却後大豆重量により計算.固まりの無い

ように粉砕．並塩は塩化ナトリウム純度 100％．自然塩は純度に注意．塩切り後，

混合仕込みをするのが望ましい． 

(8) 酵母添加 市販酵母(味噌用)を味噌 1g あたり 105 個になるよう添加する． 

ア 種水  必要に応じて，目標食塩濃度の塩水を調製して添加． 

イ 仕込み できるだけ均一に混合し，空気が混入しないように仕込む．極端に練るこ

とは禁物(発酵不良の原因になる)． 

ウ 上部表面をビニ－ルで覆い(味噌と密着させる)かつ木蓋などし，重石を載せる(味

噌重量の 10～20％)．上部全体をビニ－ル等で覆い結束する． 

エ 熟成管理 仕込み温度は室温．直射日光，西日等による急激な温度上昇は避ける． 

溜まりの管理＝重石の加減．上部に少しある状況にする．産膜酵母の影響を排除．

熟成温度は仕込み後，徐々に上昇し，30℃近くを数週間経過し，その後，徐々に低

下することが望ましい． 

オ 天地返し(味噌を他の容器に移す)＝発酵を促進．くすみ(味噌の色の変化)が起きや

すい(酵母添加では不要)． 

(9) 製品化 好みで時期を決定． 

味噌漉し(こし)機(チョッパー)を利用する(漉さずに，粒味噌での利用もある)． 

(10) 保存方法 密閉包装するときは，エタノール添加混合(2％前後)．できるだけ空気に

触れないよう，できるだけ低温で． 
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2.2.3 埼玉県ふじみ野市立西原小学校 

「技術っておもしろい」講義録概要 

パイオニア（株） 専務取締役技術開発本部長 工学博士 山田 宰 氏 

 

私は技術屋です。いまパイオニアに勤めていますけれども、その前はＮＨＫにいまして、

テレビの研究を３０年以上やっていました。ＢＳ（衛星放送）のデジタル放送や地上のデ

ジタル放送です。なぜそういうことに興味があったかといいますと、私の父親が技術屋で、

当時テレビはないですから、ラジオを自分で組み立てたり、直したりしていました。それ

を小学生のときに見ていて、自分も技術屋になりたいなと思ったのです。 

今日は技術の話をしますけれども、日本がもっともっとほかの国と共に栄えていくため

には、技術が非常に重要な要素になります。皆さんも技術が好きな人は、ぜひ技術屋さん

になってください。技術といってもいろいろあります。電気もあるし、お医者さん、土木

関係といろいろあります。私は国語は苦手で、算数や理科は大好きでした。それで技術屋

になったのです。 

今日はここに書いてあるように、「技術

っておもしろい！」ということについて

お話したいと思います。本当にこれはお

もしろいですよ。下にパイオニアと書い

てあります。パイオニアって知っていま

すか。聞いたことがないですか。パイオ

ニアというのは、新しいことをやるとい

うことです。新しいことをやる人をパイ

オニアと言います。パイオニアは会社の

名前ですけれども、この会社は常に他社

にない新しいことをずっとやってきました。これからもやっていきます。他がやる前に新

しいことをやるひとを英語でパイオニアと言います。 

今日はテレビのお話をします。今日の内容は、「テレビはどうなっているの？」、「デジ

タル放送って何？」、「小学生の皆さんへ」と「その他」です。テレビを知っている人はい

ますか。知っていると言っても原理を知っている人です。テレビをいつも見ていますね。

どうして色が出ているか知っている人はいますか。 

○○ 赤と緑と青の光が・・・ 

すごいですね。三原色のことを良く知っていますね。これから話そうと思っていたこと

です。 

それでは、テレビはどうなっているか知っていますか。理科で勉強しましたか。 
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「テレビってどうなってるのかな？」左の

写真は日本で最初のテレビです。日本でテレ

ビ放送が始まったのは１９５３年です。テレ

ビが作られたのは１９５２年です。ラジオみ

たいなテレビですね。７インチというと、こ

んなに小さいテレビです。多分、薄く丸くな

っているところがスピーカーで音が出るので

しょう。最初はこんなテレビだったのです。

これは今ＮＨＫの放送博物館に置いてありま

す。ＮＨＫの放送博物館に行ったことがありますか。愛宕山にあるＮＨＫ放送博物館には、

昔からの放送の歴史がずっと展示されていて、説明もあります。そこにある５４年前の一

番古いテレビです。 

 

上の写真は渋谷の駅前にあるテレビです。渋谷の駅とか、立川の駅とか、大きなビルに

よくありますね。 

右の写真は電車の中です。山手線の中にありますね。これもテレビです。いろんな形の

テレビがいま世の中に出ていて、皆さんはこれを見て楽しんでいます。昔はこういうもの

はなかったのですから、遠くのものがこうやってすぐ見られるというは大変な技術の進歩

だったわけです。でも今では、それがもう普通にできるようになっています。 

それでは、「テレビはどうして見えるの？」かいうと、先ほど光の三原色の説明があり

ましたけれども、テレビの色は絵の具とは違います。絵の具はまぜていくと、どんどん黒

くなって暗くなってしまいますが、けれど、光は逆にだんだん白っぽくなっていくのです。

光の色をまぜると、どんどん明るくなっていきます。絵の具はどんどん暗くなっていきま

すね。光の三原色と絵の具の三原色とは違うということです。 

実験してみましょう。 
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赤と青をまぜると何色になりますか。 

○○ 紫。 

よく知っていますね。赤と青をまぜると紫です。それでは、赤と緑は何色になりますか。 

  

○○ 黄色。 

そう、黄色です。赤と緑を合わせると黄色になります。いいですか。それでは、青と緑

は何色になりますか。 

 ○○ わかりません。 

 その洋服と同じ色です。 

 ○○ 水色？ 

 青と緑は水色になります。想像がつかないわけです。赤と緑も想像がつかないですね。

赤と緑で黄色になるというのは、なかなか難しい。それでは、これを全部まぜると何色に

なりますか。 

 ○○ わかりません。 

 赤と青と緑、三つ全部合わせると何色になるのでしょうか。絵の具だと真っ黒になる。

赤と青と緑をまぜると何色になりますか。 

 ○○ 白。 

 そう、正解です。全部まぜると白になります。絵の具だったら真っ黒になってしまいま

すが、光は白です。 

 

それでは次にテレビの絵を見てみましょう。 

 

上の写真は東京駅の新幹線です。普通のテレビには右端の写真のように出ます。これは、

さっき言った赤と青と緑でできているのです。この中で、赤は左端です。青は２番目です

が暗くてよくわりません。青は明るさからいうと一番暗くて、ちょっとわかりにくのです。

３番目が緑です。これを全部別々にカメラで撮って、それを合わせると右端の絵のように
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なります。わかりますか。ＲＧＢという赤と緑と青に分解して、テレビは送られているの

です。 

さて、プラズマテレビの画面を次々に拡大して

いきますと、どうなっていくでしょうか。白く見

えるところを、近づいて細かく見ると、左のよう

に赤と青と緑になっています。これは小さい粒々

の光の点がまざっているのと同じです。これを離

れて遠くから見ると、先ほどの三原色の原理で白

く見えるのです。わかりましたか。テレビはこう

いうふうになっているのです。テレビを近くで見

たことがありますか。家へ帰って、画面を虫眼鏡で見ると分かると思います。 

次は、テレビの走査線（そうさせん）という

難しい言葉が出ていますけれども、テレビはど

うやって送られているのでしょうか。テレビの

絵は、実際には線で送られています。赤、青、

緑でじゅんぐりに送られているわけです。これ

はわかりやすく大きく書いてありますが、実際

はもっと細かい絵や写真が速い速度で送られて

きて、それで１枚のテレビの絵ができるのです。

そして、こういう絵が１秒間に６０枚送られてきて、その絵が一つずつ少し違うので、そ

れで動いて見えるのがテレビです。 

 

次はハイビジョン放送です。ハイビジョンを知っている人はいますか。聞いたことはあ

りますか？ 

○○ 聞いたことはあるけど……。 

 

普通のテレビは走査線が５２５本です。５２５本送って絵を作りますが、ハイビジョン
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は１１２５本です。倍ぐらいあります。ですから、細かくてきれいな絵を送ることができ

るのです。普通のテレビはこれに比べると粗いですね。いまハイビジョンの大きいテレビ

が電気屋さんのお店にたくさん並んでいますね。 

 

それから、もう一つ、従来テレビとハイビジョンでは縦と横の比が違います。今までの

テレビは４対３で、ちょっと横が長いけれども、ハイビジョンは１６対９の横長です。こ

れはいろいろな実験をして、人間が見るのは１６対９が一番いいとわかったのです。なぜ

かというと、人間の目は縦についていません。大体６センチはなれて横に二つついている

ので、テレビは横長のほうが見やすいのです。 

 

ハイビジョンは非常にきめ細かくて、ハイビジョンの５０インチは普通のテレビの２０

インチと同じ細かさです。普通のテレビを近くで見ると、粗いから目がチカチカしますけ

れども、ハイビジョンは近くで見ても細かい線でできているのでチカチカしません。画面

の高さの３倍のところで見ると一番きれいに見えます。これはいろいろ実験してわかって

います。普通のテレビは、高さの３倍のところで見たらザラザラ見えてしまいます。です

から、今までのテレビは離れて見ないときれいに見えないのですけれども、ハイビジョン

は近くできれいな絵が見られます。 
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まとめです。光の三原色を勉強しました。赤

と青と緑をまぜると白になります。それから二

つずつまぜると、赤と緑で黄色になります。こ

ういう色の組み合わせですべてのテレビの色が

あらわされているのです。それから２番目の図

ですが、テレビの画面を虫眼鏡で見てみると、

白いところは青と赤と緑が光っています。遠く

で見ると、これが白く見えるのです。それから

３番目です。今、ハイビジョンを勉強しました。

走査線が１１２５本で、普通のテレビよりも近くできれいな絵が見られます。 

 

 次にデジタル放送です。 

デジタル放送って知っていますか。聞いたことがないですか。今までの放送はアナログ

放送でしたが、最近デジタル放送が世界じゅうで始まっています。日本の衛星のデジタル

放送は地球から３万キロのところの空に静止衛星が浮いていて、そこから電波が日本に届

きます。 

それから地上のデジタル放送は東京タワーか

らです。東京タワーは知っていますね。３３０

メートルあって、上にアンテナがついています。

このアンテナから電波が出て、関東一円をサー

ビスしています。アナログ放送も今までここか

ら出ていました。デジタル放送は２００３年１

２月からここから出ています。衛星デジタル放

送は２０００年からです。衛星放送も東京タワ

ーも、両方とも長い間アナログ放送はやっていました。特に地上のアナログ放送は長い間

東京タワーから電波が出ていましたが、２００３年からはさらにデジタル放送の電波がこ

こから出て、今きれいな絵が見られるようになっているのです。 

これがデジタル放送のスケジュールです。現

在のアナログ放送は２０１１年で終わりになり

ます。今、東京タワーから出ているアナログ電

波も２０１１年に終わり、普通のテレビは見ら

れなくなります。ですから、いまアナログのテ

レビを買うと損をしてしまいます。ＰＲしてい

るわけではないですが、２０１１年には見られ

なくなってしまいます。デジタル放送の受かる

テレビを買わないと本当の画面はずっと見られないままです。 
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それから、空から降ってくる衛星についてもアナログ放送は２０１１年にはやめてしま

います。ですから衛星放送が見られるテレビもデジタル放送つきでないと、受信できなく

なってしまいます。 

これが日本の地上のデジタル放送開始

のスケジュールで、いまちょうど真ん中辺

り、日本の半分以上の地域の人たちには、

デジタル放送が見られるようになっていま

す。一番難しいのは最後のあたりですが、

ここは電波が混んでいるのです。デジタル

放送用に使える電波がないので後ろのほう

になっていますけれども、２００６年度中

には全国で見られるようになります。 

 

 

ハイビジョンとアナログの放送では、一つずつのドット数で見るとアナログは３５万個、

ハイビジョンは２００万個あります。それからデジタル放送になると、コンピューターと

同じことができるようになります。絵を送るだけではなくて文字の信号も送れるわけです。

ですから新聞に出ている番組表も送ることができます。今までのテレビと全く違う新しい

機能がいろいろとついています。 

それから５．１ｃｈサラウンドといって、

スピーカーを左の図のように置いて、非常に

きれいな音を聞くことができるような放送も

いま出ています。 
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それからワンセグと言っているのですが、

携帯電話でもこれからテレビが見られるよう

になります。携帯電話でテレビが見られるよ

うになります。今は見られないですけれども、

今年の４月１日から地上デジタル放送が携帯

でも見られるようになります。もう既に何社

かから電話機が出ています。 

 

 

 

皆さんは学校で何をやっていますか。 

○○ 勉強。 

遊びもやっているし、勉強もやっている。小学生ではいろんな勉強をしていますね。得

意なのは何ですか。算数？ 国語が得意な人は？ 運動が得意な人？ 音楽は？ 習字は？ 

作文は？ 図工は？いろいろありますね。 

学生時代、特に小学校のときはいろいろな

ことをやったほうがいいと思います。いろい

ろな勉強をして、その中で自分の本当に好き

なのは何かを見つけるのが、多分小学校のと

きです。きらいなのはきらいで仕方ありませ

んので、好きなものの能力を伸ばすことです。

ですから自分は何をやったらいいかというこ

とを小学校、それから中学校、高校へ行く段

階で見つけてください。 

 私は小学校のときから国語が大きらいでした。ただ単に覚えるのは苦手で、国語や社会

の成績が悪かった。理科、算数など、覚えないで手を動かして計算するのが好きで、高校、

大学もずっと数学が好きで、それで技術屋になったのです。ですから、皆さんも学生時代、

小学生ははば広い、いろいろなことを勉強し

たらいいと思います。それで何を伸ばしてい

くか見つけてください。いいですか。運動が

好きな人はプロ野球の選手になったっていい

し、今はサッカーの選手でしょうか。 

 さて、これはパイオニアのコマーシャルで

すけれども、５０インチのプラズマテレビで

す。世界で最初にパイオニアが開発したもの

です。さっきパイオニアという名前の由来を
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説明しましたね。新しいことをやる人を英語でパイオニアと言います。会社の名前もパイ

オニアで、プラズマテレビをハイビジョン用に世界に最初に出したのはパイオニアです。

特徴は「きれい！」、「大きい！」、「薄い！」です。昔のテレビは厚かったですが、今は薄

くなって、９センチ位です。 

 

ＤＶＤを知っている人はいますか。みんな使っていますね。すごいですね。昔はテープ

でした。最長６時間録画できました。いま、ＤＶＤはＣＤみたいに薄くて、１０時間以上

入ります。それから、録画機にはＤＶＤ以外にハードディスクというのが入っていて、１

０６４時間も入るものがあります。ですから、昔使っていたのに比べると、容量が大きく

なって使いやすくなっています。これも世界で最初にパイオニアが出しました。 

 

それから、これはカーナビです。お父さんの車の中にカーナビがありますか。皆さんあ

りますね。昔はどこかへ行くときには地図を見ながら行きましたが、今は地図なしでもカ

ーナビが、どの道を行ったらいいのか全部教えてくれます。このカーナビも、いまパイオ

ニアでは一番売れている商品です。道案内、それからＤＶＤも入っていて音楽も聞けるし、

ＣＤも聞けるし、テレビも見られます。 

 それから、いまホームシアターも販売しています。ＤＶＤ、スピーカーを上の図のよう

配置して、家で劇場の雰囲気が楽しめます。 
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それからスピーカーや、オーディオのシステムセットも製造・販売しています。 

 

最近おふろの中で光が出たり、ラジオや音楽が

聞けたりします。ＣＤがそのままＣＤプレーヤ

ーになっていて音が聞けるものもあります。あ

るいは、まくらみたいになって、これをかけて

寝ながら音が聞けるようになっています。パイ

オニアはもともとは音の総合メーカだったので

す。 

 

 

以上で今日の私の話は終わりです。 
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３．デジタルコンテンツ 

３．１ デジタルコンテンツの概要 

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は平成 14 年度にコンテン

ツのプロトタイプを作成し、その後実際の教育現場において教育用ツールとしての試用などを

行ってきた。 

このプロトタイプは平成 14 年度に始まった各学校へのコンピュータとプロジェクターの導

入によって、本格的な IT 教育実施のための環境が整い始まったことを受けて、聞き取り調査

を教育現場で活用するための初等中等教育用デジタルコンテンツを作成するために、実際に教

育現場で利用されるためにどのような条件を満たす必要があるかについて調査することを目

的として作成された。 

そこでは平成 6年度から行ってきた「産業技術の先達の聞き取り調査」をもとに、その資料

を活用し、若者たちに技術開発に関心を持ってもらうための教育ツールの開発のための指針を

示し、独創的な仕事をなし、専門家の間では高い評価を受け、その仕事を通じた社会的な貢献

にも見るべきものがありながら、一般的知名度の高くない人々を対象とし、インタビューを行

う事で、技術開発に心身を削った先人の情熱と息吹を若者に伝え、その魂に感動をよぶことを

ねらいとした。 

この「産業技術の先達の聞き取り調査」は本年度で 100 名に達し、その記録は単に一人の技

術者の研究開発の記録というだけでなく、産業技術革新学において技術開発のプロセスや日本

人の創造性における特性などについて研究する上でも極めて貴重な資料となっている。 

また、この聞き取り調査の特徴は、ある定められた共通のヒアリング項目に沿って、多くの

技術者からの聞き取りの記録が残されたことにあり、教育ツールの開発に当たってはその特徴

を活かすことが求められる。 

平成 14 年度のプロトタイプでは技術者を一つの集合体としてとらえ、その聞取り記録のな

かから共通のテーマに沿ってキーワードを抽出し、テーマごとに示すことで技術者の思考方法、

開発の過程における発想の類似性、あるいはその生い立ちや人間関係における共通性などが見

えるような構造を提案していた。 

キーワードを抽出するという考え方を採用した理由は、取り上げられている個々の技術は、

必ずしも現代の子どもたちにとって身近な技術というわけではなく、技術に関心を持たせにく

いという考え方に立って、むしろ技術開発に携わる人たちというものをイメージしてもらうこ

とをねらいとしたものであった。 

プロトタイプでは 12名の聴取り記録から抽出した 10のテーマにそったキーワードをマトリ

ックスとして示し、そこを入口として個々の技術者の「ことば」に触れることができるような

構成とした。 

本年度は平成 14 年度に作成した、プロトタイプに収録した 12 名の技術者に、新たに 16 名

の技術者を追加し、また全体の構成を整理し、対象者を高校レベルとしたものを作成した。技

術者の数が合計 28 名となったことによって、技術分野の拡がりが出ると共に、キーワードの
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マトリックスから共通点と差異をより読取りやすくなったといえる。 

実際の教育現場で利用されるために必要となる、単元との対応、総合的学習の時間・調べ学

習との対応を示しながら、教師用のティーチャーズガイド、ワークシートについては今後の課

題とした。 

以下に、平成 14 年度に作成した初等中等教育用のデジタルコンテンツを制作するための基

本方針をもとに、デジタルコンテンツの構成と内容について示す。 

 

３．２ デジタルコンテンツの構成 

本年度作成したプロトタイプは、平成 14 昨年度の構成を基本とし、16 名のエンジニアを追

加選定し、聞取り調査の資料をもとに構成した。（16 名のプロフィルについては次項参照） 

構成上の特徴として以下の 6点を挙げることができる。 

(1)入り口としてのイメージ 

技術者の顔写真を入り口として使用し、この入り口（技術者の顔写真はすべてのストーリー

に付属）から全部のストーリーまで本文と共に表示されるようにすることで、技術の理解だけ

ではなく、技術者の考え方（=技術者という「ひと」）について理解してもらうことを重要視し

ていることをイメージ的にも表現した。 

(2)縦のストーリーライン・横の関連 

理科的に技術の内容を理解する場合はストーリーの展開をおって知識がより深まって行く

構成となるが、先に述べたように社会的アプローチを取ることを考慮するため、相互のストー

リー間で横の関連を簡単に見ることができるように構成した。 

この考え方は平成 14 年度のプロトタイプでも示したことであるが、技術的なことを知って

もらうと同時に、技術者とはどのような考え方をし、どのように開発を進めて行くのかといっ

た、「技術者とは」というイメージを持ってもらうために、技術開発過程を同じ項目で分けた

10 のショートストーリーとして構成し、そのタイトルを抽出して並べることで、28 人の技術

者の考え方や開発手法の中にある類似性や特徴が分かりやすく一覧できるようにした。またそ

のタイトルを興味の入り口としてストーリーへとアクセスし、理解を深めて行くことができる

ようにした。 

(3)全体の構造とボリューム 

デジタルコンテンツの特徴は、資料間のリンクが張りやすいという一方、データ全体のボリ

ュームが見えないこと、自分が全体の情報の中のどの位置にいるかが直感的に分からないこと

のために、手探り状態で情報の中を進んでいるという感覚が拭えないところにある。（本の場

合は、直感的に全体のボリュームも自分の位置も把握することが可能である。）平成 14 年のプ

ロトタイプでは、全体のストーリーの構造を同じ構造とすることで、容易にコンテンツの全体

像が把握できるようにした。今回のプロトタイプでもこの手法を踏襲した。 

ボリュームについては、原則として一つのストーリーが一画面内に納まるようにした。 

これによってより軽快に情報間の横の移動（技術者の考え方の比較）ができるようにした。 
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(4)付属情報の表現と提供手法 

こうした技術解説では図面や写真、図解を使用して分かりやすく示すことが必要と考えられ

るが、最初に述べたように、利用できる資料が少ないために、今回は既存の資料のみで構成し

た。関連した資料の充実は今後の課題である。 

(5)全体のストーリー構成について次図に示す。 
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３．３ １６ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ 

今年度新たに追加した１６人の先達のプロフィルと業績の概要を以下に示す。 

（インタビュー年次順、氏名敬称略） 

氏名 
(ｲﾝﾀﾋ゙ ｭー 年度) 

プロフィルと業績概要 

高田
た か だ

秋一
しゅういち

 

（平成7年） 

大正５年  愛知県に生まれる 

昭和１４年 （株）荏原製作所に入社 

昭和５３年 同社理事 

昭和４４年 特許庁長官賞、昭和５９年 紫綬褒章 

業績:ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟと冷凍機の開発 

ＬＮＧを使用した吸収冷凍機の開発やﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ機の開発など、高田秋一氏は戦後の産業

用冷凍・環境改善用空調機の技術革新をリードしてきた。 

島
し ま

正博
まさひろ

 

（平成9年） 

昭和１２年 和歌山県和歌山市に生まれる 

昭和３６年 株式会社 島精機製作所設立 

昭和４７年 科学技術庁 科学技術長官賞、昭和６３年 紫綬褒章 

業績:ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御式横編機の開発 

島精機のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御式全自動横編機は、昭和４８年には国内シェアが５０%を超え、技

術の革新性は国内のみならず海外でも高く評価されている。 

渡辺
わたなべ

静男
し ず お

 

（平成10年） 

昭和１１年 東京世田谷に生まれる 

昭和３９年 東レ株式会社入社 

平成４年  理事、Ｔ０ＲＡＹ ＣＯＭＰＯＳＩＴＥＳ ＡＭＥＲＩＣＡ社長（初代） 

業績:炭素繊維の開発と工業化 

渡辺静男氏が開発に携わった炭素繊維はｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞや航空機部材に広く使われているば

かりでなく、更に建築土木部材の補強材としても役割が期待されている。 

馬田
ま だ

三夫
み つ お

 

（平成11年） 

昭和２５年 福岡県浮羽郡田主丸町（たぬしまる）に生まれる 

昭和３１年 南九州ヤクルト製造（株）入社 

昭和４５年 （株）ヤクルト本社東京工場技術部長 

平成３年  科学技術長官賞、平成４年 農林水産大臣賞 

業績:ビフィズス菌を利用した発酵乳の製造技術の開発 

馬田氏の業績は世界的にも優れたものとして認められ、ビフィズス菌を利用した発酵乳市

場の確立寄与すると共に、乳製品の普及・拡大にも大きく貢献した。 

内田
う ち だ

康男
や す お

 

（平成11年） 

昭和６年  横須賀に生まれる 

昭和２９年 小西六写真工業（コニカ）に入社 

平成２年  取締役技術研究所所長 

昭和６６年 科学技術庁長官賞 

業績:カメラの自動化の開発 

内田康男氏が開発した「ピッカリコニカ」や「ジャスピンコニカ」によって、カメラは誰にでも

失敗なく写せる日用品となり、日本のカメラは世界の市場を制し、不動の地位を築いた。 

小塚
こ づ か

忠
ただし

 

（平成11年） 

昭和３年  愛知県一宮市に生れる 

昭和３８年 東京重機(株)入社 

昭和６２年 常務取締役総合技術研究所所長、平成４年  ジューキ会津(株)社長 

業績:自動糸切りミシンの開発 

母の“生きなさい”という言葉に救われた小塚忠氏は、技術者として再出発、｢穴かがりミシ

ン｣や｢自動糸切りミシン｣等信頼性の高い工業用ミシンを次々と開発商品化し、戦後日本

のミシン業界の発展に大きく貢献した。 

高嶋
たかしま

優
まさる

 

（平成11年） 

昭和２年  宮城県古川市に生まれる 

昭和２３年 農林省古川農事改良実験所入所 

昭和４３年 科学技術庁長官賞「科学技術功労者」受賞 

業績:ササニシキの開発 

ササニシキは標準的な施肥法及び栽埴密度でも十分な穂数をあげ、耐病性、倒伏に対

する抵抗性が大きく、昭和４０年代以降東北地方を中心に広く普及した。 
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氏名 
(ｲﾝﾀﾋ゙ ｭー 年度) 

プロフィルと業績概要 

林虎彦
はやしとらひこ

 

（平成12年） 

大正１５年 台湾省高雄市に生まれる（佐賀県出身） 

昭和３８年 「レオン自動機株式会社」創立 

昭和４５年 科学技術庁長官賞、昭和４９年 紫綬褒章、昭和５６年 藍綬褒章 

業績:食品自動成型装置の開発 

レオロジー応用工学技術を基礎にした菓子やパン類の「食品自動生産機械」は、国内の

みならず、世界の食生活の向上と食品業界の近代化に多大の貢献をした。 

船田
ふ な だ

文明
ふみあき

 

（平成12年） 

昭和２１年 埼玉県浦和市に生まれる 

昭和４６年 シャープ㈱入社、平成７年 液晶研究所所長 

平成１０年 Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ， Ｆｅｌｌｏｗ Ａｗａｒｄ 

業績:電卓用液晶表示装置の開発 

船田氏が開発した実験モデルは短期間での液晶電卓の製品化に大きく貢献した。船田

氏は、その後も動画、カラー映像表示用液晶等の開発に携わり、液晶開発のリーダとして

活躍している。 

杉本
す ぎ も と

八郎
は ち ろ う

 

（平成13年） 

昭和 17 年 東京に生まれる 

昭和 36 年 エーザイ（株）入社 

平成 12 年 エーザイ（株）理事 創薬第一研究所 所長  

平成 8 年  薬学博士（広島大学） 

平成 10 年 ガリアン賞特別賞、日本薬学会技術賞、化学・バイオつくば賞 受賞 

業績：アルツハイマー病治療薬「アリセプト」の開発 

杉本八郎氏が開発した「アリセプト」は全世界で販売され、数百万人の患者の症状が改善

されて、患者や家族の方々の喜びは筆舌に尽し難いと言われている。 

三枝
み え だ

文夫
ふ み お

 

（平成13年） 

昭和１５年 埼玉県に生まれる 

昭和４２年 （株）京王技術研究所〔現（株）コルグ〕入社 

業績：電子楽器（シンセサイザー）の開発 

平成１３年現在 （株）コルグ 取締役新規商品開発室長 

三枝文夫氏が開発したＭｉｎｉＫＯＲＧ７００はシンセサイザー発祥の地であるアメリカで高く

評価され、日本の電子楽器が世界市場進出する礎を築いた。 

佐川
さ が わ

眞人
ま さ と

 

（平成14年） 

昭和１８年 岐阜県各務原市に生まれる 

昭和５７年 住友特殊金属（株）入社、昭和６３年 インターメタリックス（株）設立代表取締役

昭和５８年 科学技術庁長官賞 

昭和５９年 米国物理学会 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｉｚｅ ｆｏｒ Ｎｅｗ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 

業績：ネオジム鉄ホウ素（ＮｄＦｅＢ）磁石の発明と工業化 

ネオジム鉄ホウ素磁石は従来の常識を打破するものとして世界的な反響を呼び、小さくて

も強力高性能であるため、携帯電話等人々の日常生活の中で重要な部分を占めている。

大池
おおいけ

昶
てる

威
たけ

 

（平成15年） 

昭和１４年 東京都に生まれる 

昭和４０年 長野県醸造試験場入所 

平成１１年 科学技術庁長官賞 

業績：“信州みそ”生産プロセス開発 

大池氏は信州みその品質向上に寄与すると共に、河川等の水質汚染の素になる大豆の

煮汁排出量減少技術を開発し、環境改善に貢献しました。 

飯塚
いいづか

信
のぶ

博
ひろ

 

（平成15年） 

プロフィール（いいづか のぶひろ） 

昭和２年  姫路市生まれ 

昭和２２年 国栄機械製作所（現グローリー工業㈱）入社 

昭和５７年 グローリー機器（株）取締役社長 

大手メーカがこぞって技術導入に走る中、自主技術に賭ける尾上壽昨社長の執念を背負

って飯塚信博氏は、国産自動販売機の開発責任者として国産初のチューインガムとたば

この自動販売機を商品化した。 
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氏名 
(ｲﾝﾀﾋ゙ ｭー 年度) 

プロフィルと業績概要 

金丸
かなまる

斉
ひとし

 

（平成15年） 

昭和１２年 大分県中津市に生まれる 

昭和４５年 パイオニア（株）入社 

１９９１年（平成３年）  パイオニア（株）取締役、総合研究所所長 

金丸氏が開発した「チルト・ザーボ」技術はレーザーディスクﾌﾟﾚｰﾔの根幹をなすものであ

り、その成果は現在の DVD プレーヤへと発展して行った。 

 

田中
た な か

健
けん

治郎
じ ろ う

 

（平成16年） 

昭和１７年 群馬県桐生市に生まれる 

昭和４８年 （株）熊谷組入社 

平成３年  技術研究所副所長 

業績：コンクリート構造物の革新的品質向上技術の開発  

田中氏の代表的発明である「透水型枠工法」は従来工法で施工したコンクリートと比較し

て、約９倍の 540 年の耐久性を持つと推定されており、また、表面の気泡あばたが少なく、

見栄えも良く、タイルの密着性も優れていたため、広く世の中に普及した。 
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資料編：デジタルコンテンツ画面イメージ 

 

資料編の構成 

各画面の順序は以下の通りである。デジタルコンテンツストーリー構成図とあわせてご覧い

ただきたい。 

【導入部】 

(1)タイトル画面 

(2)はじめに（趣旨） 

(3)28 人（今年度追加 16 人）の技術者の顔写真 

(4)28 人（今年度追加 16 人）の技術者の氏名と開発技術 

【プロフィール】 

(1) 今年度追加 16 人分のプロフィールと業績の概要 

【開発物語】 

(1)開発物語 

今年度追加 16 人分の開発物語。一人の開発物語は原則として 3枚の画面で構成される。 

【開発過程】 

(1)10 のショートストーリーへの導入画面 

一人の導入画面には 10 の開発段階を示すボックスがあり、技術者が語ったキーワードー 

(2)10 のショートストーリー画面 

一人原則として 10 画面で構成。 

(3)出典画面 

【１０の選択画面】 

(1)開発段階の一つをクリックしたときに表示される 26 名分のキーワードの表示 

10 段階分。今年度の 16 名の追加によって合計 28 名となったため、10 の開発段階はそれ

ぞれ 2画面の構成とした。 

 

以下、今年度の作業範囲外であるが、データとしては次のような内容で構成される。 

(1)聞取記録概要 

(2)聞取記録全文 

(3)参考資料 

(4)検索画面 

(5)制作・著作表示 
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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 

 

―初等中等教育における産業技術革新記録の有効活用に関する調査編― 
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