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序  章  課題と視角 

 

本稿では、株式会社クラレ1（以下、クラレと略称）の化学繊維レーヨン2と、合成繊維ビニロン3および

人工皮革「クラリーノ4」における事業展開のプロセスを「ものづくり」の技術的視点で捉え、その時代に

必要とした技術が戦前戦後を通して発展的に次世代へ継承されてきたことを検証する。その上でビニ

ロン・プラントおよび人工皮革プラントの輸出経緯と、朝鮮人研究者・李升基の存在とを通して、第二次

大戦後の日本から中国、そして日本から北朝鮮へ向けての技術的伝播の過程を検証する。 

 

クラレはレーヨン工業化で蓄積された技術基盤をもとに、1950 年に国産初の合成繊維ビニロンの工

業化に成功し、さらにはビニロン技術を活かして人工皮革を独創的に開発した。そして日中両国間に

国交が樹立されていない時代に、政治体制を異にする中国へのビニロン・プラント輸出を実行して、戦

後における対中技術移転に先鞭をつけ、日中国交樹立への地固めの役割をした。繰返しになるが、こ

うした一連の動きを系統的に検証し、その歴史的意味を考察することが、本稿の課題である。 

 

１．課題設定 

（１） 本論文の課題 

本稿は以下の 3 つの課題を追求する。 

第１の課題 

 クラレが戦前期にレーヨン生産から出発して化学技術を蓄積した経緯を検証し、その技術が戦後へ

継承されて発展したビニロン事業と人工皮革事業の歴史を概観する。それによって戦前から戦後への

技術継承性を検証する。 

第２の課題 

 戦時中の技術がプラント輸出、あるいは研究者の帰国によって戦後に中国、北朝鮮を中心にアジア

                                                  
1 クラレの社名変遷：社名は創業以来、数度にわたり変更されてきた。本稿では倉敷絹織およびクラレの時代を含め、一般的

事項では断りのない限り、現社名「株式会社クラレ」の略称である「クラレ」と表記する。社名の変遷は次の通りであった。 

①1926（大正 15 年 6 月） 倉敷紡績株式会社を母体に、倉敷絹織株式会社設立。 

②1943（昭和 18 年１2 月） 倉敷航空化工株式会社に変更。 

③1945（昭和 20 年 10 月） 倉敷絹織株式会社に復帰。 

④1949（昭和 24 年 4 月） 倉敷レイヨン株式会社に変更。 

⑤1970（昭和 45 年 6 月） 「株式会社クラレ」に変更。英文表記：KURARAY  CO.LTD. 中文表記：可樂麗公司。 
2 人絹、レーヨンの呼称：当初、人造絹糸は、「Artificial Silk」と呼ばれたが、模造的・代用的な感が避け難く、1924 年（大正 13 年）

に米国のケネス・ロード（Kenneth Load）が新たに「Rayon」と呼ぶことを提唱した。「Rayon」は、太陽の眩しい光線を示唆する

ものであった。日本では、当初「Artificial Silk」を訳して「人造絹糸」または「人絹」と呼ばれていたが、やがて「Rayon」をそのま

ま読んで「レーヨン」あるいは「レイヨン」の呼称が使用された。1955 年(昭和 30 年)11 月、日本化学繊維協会は呼称の混乱を

避けるために、長繊維は「レーヨン糸」、短繊維は「レーヨン・ステープル」に統一したが、現実には両者が混在した。本稿では

特別の場合を除き、日本化学繊維協会の呼び方に従う。 

レイヨン と レーヨン の表記：いずれも[Rayon] の和訳である。社名では、倉敷レイヨン、日本レイヨン、三菱レイヨン、東洋レ

ーヨンのように表記する。いずれも固有名詞であるにもかかわらず、多くの先行研究で誤用が見られる。本稿では正式社名を

用いる。ただし、繊維名については現在一般的な「レーヨン」に統一して表示する。 
3 Vinylon：ポリビニル・アルコール系合成繊維。性質は綿に近く、親水性で、酸・アルカリ・熱に強く、引張り強力・結節強度・摩擦 

等に優れる。衣料のほか、漁網、タイヤコード、ロープ等の産業用資材に多用される。 
4  「クラリーノ」の表記：人工皮革 「クラリーノ」 は、クラレの商標名である。クラレの要請により本稿では「 」を付した。なお、中

国での生産品には「クラリーノ」の名称は付さない。 
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へ伝播して行ったことを検証する。殊に対中プラント輸出を通じて日中貿易の黎明期にスポットをあて

て、その貢献度を考察する。 

第３の課題 

 近の成果である沢井[2012]が取り上げた「わが国の研究開発体制はどのように形成され、いかな

る特質をもつのか」という問題について、日本の化繊工業の研究開発体制がどのようなものであった

かという側面から検証し、沢井［2012］の主張内容を評価する。 

（２）章別の課題 

 各章においては生産品に則してより具体的に分析課題を設定し、上記の全体課題に対する接近を試

みる。各章の課題は、以下の通りである。 

第 1 章 レーヨン研究から工業化への道 

 1920 年代に欧州から技術導入した日本のレーヨン企業が、どのような方法で欧州の企業にキャッチ

アップし、1930 年代には如何なる優位性のもとに、世界のレーヨン工業を席巻するに至ったかについて

クラレを事例として検証する。その上で、工業技術のキャッチアップ問題に関するレーヨン工業からの

教訓と、レーヨン製造技術が持っていた合成繊維ビニロン製造技術に対する布石としての意味につい

て検証する。具体的な課題は以下の 2 点である。 

課題[1] 欧州からの技術導入方法の特徴と自社技術化方法の検証。 

課題[2] レーヨン工業からの教訓と合成繊維ビニロンへの布石はどのように打たれたかの検証。 

 

第 2 章 戦前戦中期における PVA 系繊維研究と戦後への継承 

 戦前期、とりわけ戦時体制下においてビニロンのルーツである PVA 系合成繊維の研究開発がどのよ

うに行われていたかを、京都大学での研究事例に焦点をあてて実証的に明らかにし、戦後への継承に

ついて検証する。具体的課題は以下の４点である。 

課題[1] 京都大学における研究契機、研究内容、高度な到達技術の検証。 

課題[2] 戦後のビニロン工業が発展する際の源流となる民間企業における独自研究の確認。 

課題[3] 戦時期の軍部の統制によるビニロン研究の紆余曲折と朝鮮人研究者の重要な役割の確認。 

課題[4] 上記３点に関する戦前戦後の間の断絶性と継承性の確認。 

 

第 3 章 ビニロン・プラント輸出に見る戦後の対中技術移転の特徴 

 日中の国交が未回復の 1960 年代を中心に、戦後の日本のプラント輸出および技術移転がどのよう

に行われていたかを、クラレにおけるビニロンの開発と工業化に焦点をあてて実証的に明らかにす

る。・・・の３点である。 

課題[1] プラント輸出に際して必要とされたノウハウが何であったかの検証。 

課題[2] そうした技術が必要とされた背景、すなわち中国の衣料事情、経済事情の確認。 

課題[3] プラント輸出を通して見える日中間の政治・経済関係を確認。 

 

第 4 章 人工皮革事業の展開と対中プラント輸出の特徴 
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クラレの 「クラリーノ」事業の展開と対中プラント輸出に焦点をあてて、日中経済協力の経験を顧み

る。課題は下記の２点である。 

課題[1] クラレ技術の継承性を検証する。具体的には、人工皮革に至るまでのレーヨン、ビニロンを貫 

     く戦前来の要素技術である、紡糸技術と後加工性に関する継承性を検証。 

課題[2] 合繊工業（人工皮革を含む）の技術移転から見た戦後の日中関係の修復過程を検証。 

  

終 章 総括 

 ここでは第 1 章から第 4 章における分析結果をふまえて、レーヨン、ビニロン、人工皮革の事業展開と

対中プラント輸出の特徴を総括する。具体的には、冒頭で提起した主要課題 3 点について本稿の結論

を提起する。 

 

２．先行研究  

 化繊工業史に関する先行研究は、総論的な記述や一般事項の説明にとどまっているものが多く、ク

ラレを対象とした事例研究には多くの問題点が残されている。例えば筆者（藤本）と同様にクラレ資料

を引用しながらも、解釈を異にするものや、重要事項にもかわらず検証不足による短絡的な解釈をし

たもの、表向きは一次資料を引用しながらも、その解釈は二次資料の判断に依拠したらしいものも存

在する。本稿では先行研究の到達点を検証し、上記の問題についても改善をはかりたい。 

 冒頭で提起した本稿が検討する３つの主要課題を全体的に検討している先行研究は存在しない。ま

たレーヨン、ビニロンを取り上げた経済史分野での先行研究には、技術面での記述に不正確さが多々

見られる。そうした不正確さについては該当する章の中であらためて言及する。ここでは本稿の全体テ

ーマに関わって特に参考とした文献に絞って特徴と問題点を紹介しておきたい。 

 

①クラレ［1987a］・［1987b］およびクラレ［2006］：クラレ社史として編纂され、未刊行のまま社内資料とし

て保存される「60 年史稿本」のクラレ[1987a]、[1987b]と、これをベースにして刊行された「80 年史」の

[2006]の２種類がある。前者はクラレグループ全体についての歴史が詳細に記録されているが、閲覧・

引用に関しては事前にクラレの許諾が必要になるという利用上の制約がある。後者はこれをベースに

しているが、従来の重厚な社史的イメージを払拭し、カラー写真を多用しながらコンパクトに編集されて

いる。この結果、一般の読者にはなじみ易く、広告的効果は高まったが、他方で技術的な記述につい

てはあまりに簡略化されて、分析に用いるための歴史資料としては前者に比べて価値が下がっている。

このため本稿では前者を多用した。 

②日本繊維協議会[1958a]（総論篇・[1958b](各論篇）：本書の記述内容は繊維全般（綿、毛、麻、絹、

レーヨン、合成繊維等）に及んでいる。執筆された当時の産・官・学の実力者を執筆陣に揃え、解説の

内容は水準が高い。総論篇の別編[繊維生産技術の発達]では、レーヨン（pp.333-368）、ビニロン

（pp.375-414)についても詳細な記述がある。本稿においても本書に依拠して記述と分析を行った個所

は多い。ただし、記述されている内容は本書が刊行された 1958 年以前のことがらに限定される。 

③大原總一郎[1961]：化学繊維工業の技術的特質、工業的役割、資本と経営など多面的な視点から、
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1960 年頃までの化学繊維工業を論じている。上掲のクラレ[1987a]・[1987b]の 1960 年頃までの掲載 

記事に本書からの転載が多いのは当然である5。本書は 1961 年の刊行であり、クラレの対中ビニロン・

プラント及び人工皮革プラント輸出（1963-1983 年）に関する記述はない。 

④同盟通信社[1937]、[1938]：本書はレーヨン関係のイヤーブックで、古典的存在でもある。古い先行

研究ではレーヨン工業に関する基本的事実をここから引用するのが常であったが、近年の入手難に加

え、資料の発掘が進んだ近年では殆ど引用されていない。旧漢字、旧文体が用いられており、現代人

には読みにくい。 

⑤日本化学繊維協会[1974]：本書の第１篇の「日本における化繊産業の発達（レーヨン関係）」は、第 1

章から第 4 章までは山崎広明によって執筆されており、翌年に刊行された山崎[1975]と同一内容であ

る。記述は生産技術についても正確になされている。 

これに対して、第 2 篇の「統制経済下の化繊産業」では、第 4 章の第 3 節から第 5 節までは、ビニロ

ン初期について記述されている。また第 3 篇の「化繊産業の復興と新展開」では、第３章と第４章でビニ

ロンとナイロンが混在して記述されている。ビニロン関係は、多数の執筆者によって分担執筆されてお

り、特に技術に関わる記述内容には検証不足が散見される。これらの不十分性については、本論の中

で改めて具体的に指摘することにする。 

 

【本稿で記述する繊維の基本的な分類】 

繊維は天然繊維と化学繊維に大別される。天然繊維はその由来から植物、動物、鉱物系に区分さ

れる。化学繊維とは化学的な手法で人工的に作られた繊維である。再生繊維は、セルロース（木材パ

ルプ）などの天然高分子を化学的に処理して紡糸した繊維で、レーヨンがその代表である。半合成繊

維はセルロース等の天然物を化学的処理により、構造の一部を変えて繊維化したもので、アセテート

がその代表である。また合成繊維は、天然に存在しない合成高分子を各種の方法で繊維化したもので、

ビニロン、ナイロン、ポリエステル、アクリルなどがある。無機繊維は金属、ガラス、炭素に由来するも

のである。 

                    植物繊維      麻、綿 

          天然繊維   動物繊維      羊毛、絹 

                   鉱物繊維      石綿 

  繊維             再生繊維      レーヨン 

                   半合成繊維     アセテート 

          化学繊維   合成繊維       ビニロン、ナイロン、ポリエステル、アクリル 

                   無機繊維      金属繊維、ガラス繊維、炭素繊維 

 

 

 

                                                  
5 著者がクラレ社長時代の 1957-1959 年の３か年にわたり、東京大学経済学部で講義した「化学繊維工業論」の原稿を基に、

1958 年に非売品として出版された旧稿 『化学繊維工業論』の加筆改訂版として市販されたものである。本書は著者が経済

学博士の学位を受けたものである。 
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第 1 章  レーヨン研究から工業化への道  

－クラレの事例に即して－ 

 

                        第Ⅰ節   課  題 

 

本章の課題は、日本のレーヨン工業の黎明期から工業化達成時期を経て、次世代の合成繊維ビニ

ロンへ技術継承された経緯を検証することにある。具体的な課題は以下の 2 点である。 

課題[1] 1920 年代の第一次大戦期における欧州からのレーヨン技術導入方法の特徴と、その自社技     

術化に対する検証。 

課題[2] レーヨン工業からの教訓と合成繊維ビニロンへの布石がどのように打たれたかの検証。 

 

1930 年代のレーヨン工業と戦中・戦後の合繊工業との関連性については、これまで注目されてこな

かった。本章では第一次大戦期に欧州から技術を導入し、1930 年代に世界を席巻した日本のレーヨン

工業の発展が、戦後の合成繊維ビニロンの生産、化学工業の展開へつながった経緯について、倉敷

絹織（現クラレ）を事例として検証する。第二次大戦に敗北した戦後の日本において合成繊維工業が

急速に、かつ世界をリードする水準にまで発展することができた背景を理解するためには、戦前期の

化繊工業、とりわけレーヨン工業の高い技術的な蓄積がどのようなものであり、それが戦後の合成繊

維にどのように継承されたのかということを視野に入れて考える必要がある。 

一般に、欧州で開発された再生繊維レーヨンと、日本で開発された合成繊維ビニロンは通常、別区

分して扱われる。しかし、両者の製造技術には相互に共通する部分があり、倉敷絹織（現クラレ）のケ

ースではレーヨンの工業化はビニロンの開発を誘引し、生産化へとつながった。本章ではこの点を明ら

かにし、戦前期の化繊工業と戦後の合繊工業の発展を統一的に捉えてみたい。なお、本章では倉敷

紡績が創立した、倉敷絹織の社名を使用する。 

 

【先行研究】 

序章で述べたように、本章と課題を同じくする先行研究は見当たらないが、日本のレーヨン工業に関

連する先行研究は数多い。同盟通信社[1937,1938]は、当時の技術と経済情勢を記録したレーヨン業

界のイヤーブックであるが、本章が掲げる３つの課題には言及していない6。松下[1943]は、倉敷絹織

の発展過程と現状（1942 年当時）を概観7し、同社のレーヨン技術修習の一端を述べているが、合成繊

維との関連性には言及していない。日本繊維協議会[1958b]は、レーヨン新設会社すべてが外国機械

及び技術導入をした（p.417）とするが、レーヨン工業から合成繊維への進出は大きな意義を持たなかっ

                                                  
6 同盟通信社[1937,1938]：1937（昭和 12）年版では、日本のレーヨン工業の成立過程について、帝国人絹を主体に詳述してい

る。当時の業界の状況を把握する好適書である。 
7 松下[1943]：大原孫三郎は早くから人絹工業の将来性に着目し、1924 年に山内顯を海外に派遣し、欧米先進諸国の人絹工

業を視察させ、翌 1925 年 10 月に研究所を設け、京都帝大教授の工学博士福島郁三氏を顧問に招聘して研究を委嘱した。

福島博士は 5 名の若き技術者を指揮して人絹の研究に没頭し、福島式ともいうべき新生面を拓くことに成功した。大原は人

絹製造を決定し、研究所の 5 名の技術者を外国に派遣し、実地についてさらに研究させた（前掲 p.246）と記述している。 
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たとしている8。大原 [1961]は、レーヨン技術導入方法の各社別比較や自社技術化に関する記述はな

いが、レーヨンとビニロンには共通点が多く、ビニロン工業化にはレーヨン技術の経験が貢献したという

9。具体的には、湿式紡糸を中心とする各工程での共通点を指すのであろう。日本科学史学会[1964] 

は、レーヨンの湿式紡糸法が利用され、京都大学で PVA 系合成繊維「合成一号」の研究に繋がった

（p.430）と述べているが、これは既に公知である10。内田[1966]はレーヨン各社の設立概要を記述して

いるが、レーヨン工業と PVA 系繊維との関連性には言及していない11。日本化学繊維協会[1974] は、

国内各社の技術導入方法の差異を正確に述べているが、その内容は公知である。自社技術化やレー

ヨン工業と PVA 系繊維との関連性には言及していない12。飯島[1981]は、倉敷絹織以外は外国人技術

者の指導に依存したことを指摘しているが、自社技術化やレーヨンとビニロン間の関連性には言及して

いない13。粕谷[2012]はレーヨン各社の技術導入方法について、主に山崎[1975]を引用して概説されて

いる（pp.209-214）。また狭間・藤田[1956]14および井本[1978]15は脚注に示すように本稿の課題と関連

性がない。 

 こうした研究状況を踏まえて、藤本[2010, 2013a]は、倉敷絹織が「京化研究所」にてレーヨンの基礎

研究を実践し、加えて自社技術者を欧州へ派遣し事前に研修させたことから、外国人技術者を招聘

することなく、自社技術者で工場を立ち上げたこと、工程改善によるコスト低廉化、設備改善による品

質向上などの自社技術化を図ったこと、そして、レーヨン工業で蓄積された化学技術により、PVA が

導出され、ビニロンへの布石が打たれたことを主張した。自社技術者を養成して工場の立ち上げを成

功させたという倉敷絹織の技術導入のあり方は、日本化学工業の自立性を論じる上で見落とすこと

ができない重要性を持つ。さらに、レーヨン工業が合成繊維ビニロン開発の契機になったという事実を

多くの先行研究が見逃しているのが現状である。本章はこの藤本[2010, 2013a] を踏襲したものであ

る。 

第Ⅱ節  レーヨン国産化への動き 

 

  ここではまず、欧州におけるレーヨン研究と工業化の流れを整理してその概要を把握しておきたい。

                                                  
8 日本繊維協議会「1958b」：レーヨン新設会社すべてが外国機械と技術導入をしたことが、発展期の特徴である（p.417）。 

1935 年頃に倉敷絹織、東洋レーヨン、鐘紡、日本合成化学等によって合成繊維の研究が開始されたが、当時のレーヨン工業

が黄金時代に続く時代にあり、合成繊維への進出は大きな意義を持たなかった（p.515）という。 
9 大原[1961]：ビニロンでは、高分子化合物の性質に適合した紡糸方式が採用され、合成繊維独自の問題として解決すべき

点も多く、レーヨンに比較し化学工程の比重が遥かに高い（pp.255-256）としていることは妥当である。  
10 日本科学史学会[1964]：ただし、レーヨンの湿式紡法が応用されたこと以外は言及していない（p.430）。 
11 内田[1966]： 帝国人絹、旭絹織、東洋レーヨン、倉敷絹織、日本レイヨン、東洋紡績の各社について設立時の概要を述べて

いる（pp.91-94）が、現在では新規性がない。  
12 日本化学繊維協会[1974]：第１編の執筆者は山崎広明氏である。同書第 3 章第 1 節では、各社進出の動機と方式について 

  概説し、東洋レーヨン、日本レイヨン、 東洋紡の 3 社は、独・オスカー・コーホン社に機械の据付けと、外国人技術者の斡旋

を依頼する方式をとった。これに対し倉敷紡績は仏・ランポーズ式を採用し、京都帝国大学教授・福島郁三教授から、レーヨ

ン製造の指導援助を受けた（pp.77-78）ため、外国人技術者を招聘しなかった（p.146）と記述されている。 
13 飯島[1981]：記述内容は、飯島以前の先行研究で既に公表されている内容であり、新規性が乏しい。 
14 狭間・藤田[1956]：化学繊維独占資本の諸問題をとりあげた産業分析書であり、本稿の課題と関連性がない。  
15 井本[1978]：アンモニア合成とスフ製造は、当時の満洲や中国への侵略戦争の開始に不可欠であった（pp.72-73）としている

ことから、本稿の課題との関連性がない。 
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１．欧州におけるレーヨン工業の経緯 

（１）各種製法の発明と消長：19 世紀末から 20 世紀初頭にかけ、製法の異なる 4 種のレーヨン糸（①硝

化法 ②銅アンモニア法 ➂ビスコース法 ④アセテート法）が順次発明され、工業化の道を歩んだ。そ

の典型となったのが前 3 者の再生繊維16であった。後者④はアセテート人絹とも呼ばれ、繊維分類上で

は半合成繊維17に区分されている。第 1 章付属資料[1] 表 1-1 「各種製法と発明要旨」参照。 

（２）ビスコース法の優位性：各製法は一時的に競合していたが、1910 年代になると、再生繊維中では、

木材パルプを利用し工程が簡単で糸質が良好なビスコース法が主流となった。当時のレーヨン業界は

製造特許を保有する一部企業による世界的カルテルが形成されて発展を妨げていたが、第一次大戦

後に基本特許が失効・消滅して寡占体制が崩れたことから、各国でレーヨン工業が勃興して急速な発

展を示した(同盟通信社[1937]pp.662-664)。第 1 章付属資料[2] 図 1-1「ビスコース法生産工程図」参

照。 

  

２．レーヨン国産化の動向 

 日本にレーヨンが紹介されたのは、1900 年頃(明治末期)18であった。商業的には 1905 年、英国から

50Kg のレーヨン糸が初輸入され、1921 年頃までは年間に数 10 トン程度が輸入された。当初は独特の

光沢と華麗な色彩を活かしたリボンや組紐など装飾用途に限られたが、帯地の緯糸や肩掛類へ試用

され、本格的に織物用に進出したのは 1923 年頃であった。同時期の欧米諸国ではレーヨン工業の進

展とともに、品質の向上と生産量の増大をもたらした（クラレ[1987a]）。第 1 章付属資料[3] 表 1-2 「レ

ーヨンの輸入推移」参照。 

 日本への輸入量の増加は、国内の用途開発をさらに促進し、その需要増から国産化の機運が生ま

れた。 初に硝化法レーヨンが、次いで銅アンモニア法レーヨンが企画されたが、いずれも不成功に終

わった19。その後、ビスコース法レーヨンが定着していった。 

（１）帝国人造絹糸 

 日本では 1907（明治 40）年頃から研究が開始された。東京大学の学生・久村
く む ら

清
せい

太
た

は、レザー研究か

らビスコースの研究に着手し、当時、米沢高等工業学校（現・山形大学）講師であった学友・秦逸三
はたいつぞう

の

協力を得ると、外国の技術文献を参考にして研究を進め、1914（大正 3）年に試作に成功した20。翌 15

                                                  
16 天然の高分子化合物を溶解して均一な溶液とし、これを紡糸して再び繊維に形成したもの。パルプを原料とするビスコース・

レーヨン糸がその代表である。 

17 酢酸セルロースを主原料とすることから半合成繊維に区分される。弾力性に富み、絹に似た感触と光沢がある。 
18 1892 年(明治 25 年)、鈴木商店の金子直吉は神戸で英国人の輸入商リネルから「シャルドンネの絹」を見せられた（同盟通

信社[1938]p.1,146）。その後、1903 年大阪で開催された第5 回勧業大博覧会にドイツの銅アンモニア法レーヨン糸が展示され

た。商業的には 1905 年、英国から 50Kg のレーヨン糸が輸入された（大原[1961]p.132）ほか。 
19 ①硝化法レーヨン：日本で 初に人絹の工業化を企てたのは、総合商社・鈴木商店の支配人・金子直吉であった。金子は三

菱系資本で創立された網干のセルロイド工場(現ダイセルの源流)に人絹糸の製造を提案し、1907 年に三菱・岩井とともに日

本セルロイド人造絹糸(株)を創立した。しかし、本業のセルロイド業に損失を蒙り財政難に加えて、欧州での硝化法の衰退か

ら不利な形勢となりレーヨンの製造には至らなかった（日本科学史学会[1964] p.357)。②銅アンモニア法レーヨン：三重県松

阪の研究者・中島朝次郎が製造実験に成功し、1915 年に中島人造絹糸製造所を設立し、日産 10 ポンド（4.5Kg）程度の操業

を続けたが、同方法は既に世界的に衰退途上にあり、しかも事業資金不足のため成功しなかった（大原[1961] p.133）。同社

は 1926 年に日本人造絹糸合資会社に買収された（クラレ[1987a]）。 
20 同盟通信社[1938]には、「わが国人絹創成期の体験を語る」と題して、金子直吉、久村清太、秦逸三 3 人の詳細記録が収録

されている（pp.1,144-1,202）。 
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年に、資金面から研究を援助してきた鈴木商店の金子直吉は、その子会社・ 東
あずま

工業に米沢人造絹糸

製造所（実験工場）を設立し、1916 年に独自技術でレーヨン糸の試験生産を始めた。この製造所が

1918 年に独立して帝国人造絹糸（取締役久村清太・秦逸三）となった。同社は、久村と秦の欧米視察

を経て紡糸機を外国製に交換し、自社技術を確立した（同盟通信社[1938]pp.1150-1158.；日本科学史

学会[1964]p.357）；松下[1943]pp.20-30）。 

（２）旭絹織 

 日本窒素肥料の専務・野口 尊
したがう

は 1921 年に渡欧し、ビスコース法レーヨンの特許譲渡契約をドイツ

のグランツシュトフ社(Vereinigte Glanzstoff Fabriken A.G.)と締結し、日本綿花とグランツシュトフ社との

合弁により 1922 年に旭絹織を設立し、 新の機械設備とドイツ人技師の指導により滋賀県の膳所工

場で 1924 年に操業を開始した（日本科学史学会[1964]p.357）；（中岡[2001] p.303）；松下[1943] 

pp.30-32）。 

 

３．新興企業の乱立・淘汰と大資本の参入 

 1914（大正 3）年、第一次大戦の勃発により欧州からのレーヨン糸輸入に支障を来し、国内価格が急

騰してレーヨン事業は高収益をあげた。経済界も活況を呈し未曾有の投資ブームを呼び、1916-21 年

にかけて、国内に新興企業 8 社21が設立された。しかしそれらは小規模で技術的に未熟であったため、

第一次大戦後の恐慌により大部分は廃止・統合整理されて姿を消した。後日再出発できたのは、旭人

造絹糸（1922 年設立の旭絹織株式会社により買収）と日本人造絹糸（1924 年三重人造絹糸株式会社

に再建）、東京人造絹糸製造所(1926 年東京人造絹糸株式会社に再建)の 3 社だけであった(クラレ

[1987a]；ユニチカ[1991A]p.344)。 

その後、レーヨンの国内需要増や、欧州の特許権消滅、輸入関税引上げ等の保護政策を経て、日

本国内にはレーヨン事業参入に有利な環境が整い、大資本によるレーヨン事業への進出が開始される

時代が到来した。以下ではそれらの動きについて確認しておこう。 

（１）大資本参入の背景 

第一次世界大戦は、レーヨン工業の勃興を促し、硫安工業やソーダ工業等の化学工業全般にわた

る発展の機運を醸成した。この情勢下で、先述のように帝国人造絹糸は欧州から新式のレーヨン製造

機械を輸入し、設備改善と拡張を図ることによって生産量を大幅に増加させた。また日本窒素肥料の

バックアップを得て設立された旭絹織は旭人造絹糸を傘下に収め、ドイツのグランツストッフ社から新

鋭技術を導入して 1924 年に操業を開始した。これら 2 社はその後も技術改善、品質向上に努力した結

果、事業は安定して高収益をあげ、産業界不況の中にありながらも好況を持続した。これを見た新資

本、特に大戦景気で多大な蓄財を得た大手紡績会社を中心に、大資本によるレーヨン工業への参入

が始まった(大原[1961]p.135；クラレ[1987a])。 

（２）参入要因 

（ⅰ）市場の開拓による需要増 

                                                  
21 設立年代順に（方式）も示す。日本人造絹糸（銅安）、東洋人造絹糸（銅安）、旭人造絹糸（ビス）、東京人造絹糸（ビス）、富 

  士人造絹糸（銅安）、帝国人造絹糸（ビス）、人造絹糸工業（ビス）、桐生人造絹糸（ビス）。 



 11 
 

 レーヨン糸の用途は当初、装飾品に限られていた、1926 年頃（大正末期）にはレーヨン糸の品質向上

と糊付技術の進歩22により従来、製織技術上で問題のあったレーヨン糸の経糸(たていと)への利用が

可能となり、レーヨン糸 100%の織布が実用化される時代が到来した。また恐慌による絹織物の輸出不

振対策として取上げられたレーヨン交織布も盛んにアジア諸国に輸出された。さらに1920-23年の生糸

価格の高騰は、絹に代わるレーヨン糸の国内需要を促進する要因となった。内外市場の開拓によりレ

ーヨン糸の需要は急増し、大正末期(1926 年頃)には国内生産量も輸入量も急上昇した（大原

[1961]p.135；.クラレ[1987a]）。第 1 章付属資料[4] 表 1-3 「1920 年代（大正後期）のレーヨン生産量と

輸入量」参照。 

（ⅱ）特許権の消滅 

  これまでレーヨン製造技術は特許で保護され、厳重な秘密下にあったが、1920 年代（大正末期-昭

和初期）に）欧州の主要特許が相次いで期限切れとなった。この結果、海外諸国ではレーヨン製造機

械が販売され、技術や設備の導入が比較的容易になってきた。殊に第一次大戦の敗戦国ドイツが経

済再建（外貨獲得策）のため、レーヨン製造機械の売込みを積極的に実施し、これが日本の人絹工業

の発展に寄与した。この時期に新たにレーヨン工業に進出した企業は競って外国技術を導入した（クラ

レ[1987a]）。 

（ⅲ）関税引上げによる保護 

国内のレーヨン企業が基礎を固めた頃、第一次大戦後のイタリアで大量増産されたレーヨン糸が欧

米市場を攪乱、ダンピング輸出は日本へも波及した。輸入量が急増し価格は大幅低落して、成長途上

の国内レーヨン工業は大きな打撃を受けた。当時の産業界は大戦後の反動恐慌の不況下にあり、各

業界とも生産制限・価格協定・関税引上げにより市況の低落を防止した。レーヨン工業界も輸入の脅威

から保護を要する段階に至り、日本政府はレーヨン糸の輸入関税を 1926(大正 15)年)4 月に、当時

100Kg あたり 146.50 円の輸入関税を 208.33 円に引き上げ、さらに 1931 年 4 月に 125.00 円に改訂す

るまで継続して輸入を抑制した。初期段階の日本国内のレーヨン工業は、この保護関税により成長・発

展を遂げることができた（大原[1962]p.136；クラレ[1987a]）。 

（ⅳ）大手資本の参入実績 

 第一次大戦で巨額の利益を得た三井物産23や大手紡績会社24等の大資本が、レーヨン事業へ参入を

開始し日本のレーヨン業界は飛躍的発展の時代を迎えた。1926 年には三井物産による東洋レーヨン、

大日本紡績による日本レイヨン、倉敷紡績による倉敷絹織が相次いで設立され、東洋紡績ほか数社も

新設を決定した。製造方式はビスコース法を採用し、各社とも欧州技術を導入した。欧米のレーヨン事

業の多くが技術的背景から化学会社の兼営であるのに対し、日本で紡績会社の兼営が多数を占めた

                                                  
22 製織中の摩擦による繊維の滑脱防止対策として、糊付による平滑性を付与して糸切れを減少させ、製織性を向上した。 

23 財閥系商社「三井物産」は、1919 年以降、イギリスのコート・ルーズ社のレーヨン糸輸入を一手に手がけることにより、莫大な

利潤を上げていた（日本繊維協議会[1958]p.417；ユニチカ[1991A] p.346）。 

24 第一次大戦は綿糸紡績業の中国への進出の契機を提供した一方で、わが国綿紡業界における輸出の飛躍的増大のチャン

スをもたらし、市場拡大の基礎固めの場をも提供した。その前半には輸送の混乱によって綿花の輸入や製品の輸出が停滞

して業界は不振に陥ったが、後半になると交戦国の綿業が戦争の進行につれて軍事産業に転換して行き、輸出余力がとみ

に衰えスエズ以東への輸出が途絶状態に陥った。その結果、わが国綿製品は間隙を縫ってアフリカ方面にまで進出する機

会に恵まれ、業界に巨利がもたらされた（ユニチカ[1991A] p.350）。 
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のは、日本の化学工業がまだ発展途上にあるのに比し、紡績業は既に産業の中核的存在で大戦景気

による資本蓄積がその理由であった。こうして大正末から昭和初期にかけて、新規参入企業は 7 社で、

先発の帝国人絹、旭絹織と合わせて、1929（昭和 4）年には 9 社2511 工場となった（日本化学繊維協会

[1974]p.77-80；クラレ[1987a]）。 

 

第Ⅲ節 倉敷紡績のレーヨン企業化計画 

 

１． 事業拡大と不況打開策 

 明治以来、繊維工業は日本における産業近代化の先導役として、綿紡績を中心に急速な発展を遂

げ、特に第一次大戦(1914-18 年)は綿紡績業を飛躍的に拡大させた。しかし、大戦終結とともに世界的

な恐慌が発生し、紡績各社は深刻な打撃を受けた。倉敷紡績は 1922 年 10 月、リスク分散と局面打開

策としてレーヨン工業への参入を検討した。 

（１）参入の予備調査 

1924(大正 13)年 9 月、倉敷紡績調査課が行なったレーヨン業界についての調査報告の内容は次の

通りであった。➀先発の帝国人造絹糸は広島工場と米沢工場を経営、旭絹織は滋賀県にドイツ新方

式の工場建設を計画中である。②工場設備は特許制約があるが、製作は容易である。帝国人造絹糸

はモデル機械を一揃い輸入し、内地鉄工所で製作した。➂建設費の概算は、生産能力日産 100Kg の

場合、工場建設費総額 360,000 円で純益は 3 割程度になる26。④結論として｢事業として頗る有望、経

費を惜しまず調査されたし｣であった。この報告を受けた大原孫三郎社長は大いに意を動かし、「人絹

調査に関し如何に進行すべきや各重役の意見聞き度し」とその報告書に記載した。各重役のうち、レ

ーヨン事業着手に積極的であったのは山内顯取締役（のちの副社長）だけで、他の重役は慎重論を唱

えた。その後、1 年間は積極的な動きは見られなかった（倉敷紡績[1953]pp.337-338）。 

（２）レーヨン企業化の決定 

 倉敷紡績の重役陣の間ではレーヨン事業を企業化することについて慎重論が支配的であった。その

理由は、①製造機械と技術の入手には、高額の特許料支払いと外国人技術者の招聘が必要である。

➁倉敷紡績には化学者がおらず、技術の受入ができない―というものであった。レーヨン工業への参

入を企てる背景には、紡績業が原料を海外に依存する加工産業のため、原料相場に左右され安定経

営が難しい実情がある。原料ウェイトが低く、高度の技術が必要なレーヨン工業に多大の期待を抱い

た。1925（大正 14）年 2 月 5 日、取締役会でレーヨン事業の兼営方針を決定し、併せてレーヨン製造技

術研究のための「京化研究所」設置を決議した(クラレ[1987a])。なお、松下[1943]によれば、その前年

に山内顯・重役を海外に派遣し、欧米先進諸国の人絹工業を視察させた（前掲 p.246）。大原孫三郎社

長はこの報告を参考にして、企業化を決定したのであろう。 

 

                                                  
25 帝人（2 工場）・旭絹織・東京人絹・三重人絹・人造絹糸工業・日本レイヨン・東洋レーヨン・倉敷絹織・東洋紡の 9 社であった。 

26 設備費約 80,000 円、工場建設費 195,000 円、工場敷地（3,000 坪）60,000 円、流動資本（3 か月分）25,000 円、計 360,000 円 

  右収支予算年額：支出経費（月額 8,800 円）105,600 円、差引利益金 127,332 円、外に販売費を要するとして純益は 3 割位と

なる（倉敷紡績社史[1953]pp.337-338.）。   
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２．倉敷紡績のレーヨン技術習得 

（１）京化研究所の設置 

当時のレーヨン製造技術は特許が支配し、各社独自の設備と技術は絶対秘密主義であった。京化

研究所の設置に先立って、大原孫三郎社長は、京都大学でレーヨン研究を進めていた福島郁三博士

を同社へ招聘する交渉を重ねた。1925（大正 14）年３月、京都大学総長・荒木寅三郎博士の了解の下

に、福島博士は京都大学在籍のまま倉敷紡績のレーヨン研究を指導することになった。同年 5 月には、

倉敷紡績から技術研究生・上羽豊三郎を京都大学に派遣し、同時に京都大学から福島博士の推薦で、

高城茂一郎・根来謙三・中村道雄らの新進化学者を採用し、総勢 10 名27の化学技術陣を確保して、本

格的な研究を開始した。京化究所は京都市下京区に同年 9 月末に完成した。ここではボビン式紡糸機

（5 錘建）2 台と原液タンク等は、カタログを参考に国内で製作した。ポット式紡糸機はカタログでは全貌

が得られず、ドイツ・ラテンガー社の 実験用 5 錘建紡糸機と綛機を輸入して 10 月から研究を開始した

(倉敷紡績[1953] pp.340-343；クラレ[1987a])。 

（２）基礎研究の構築 

 京化研究所の所員たちは、福島博士の指導を受けながら熱心に研究を続けた。1925 年 12 月末に、

ラテンガー社製紡糸機で 初の紡糸試験を実施した。ビスコースの調整・紡糸・凝固浴の温度調整等、

基礎的な条件も手探りであった28。翌 26 年 6 月には 1 日 50-60綛
かせ

の試作糸を製造するに至ったが試作

品には柔軟な感触が欠けており、この点を克服するための研究は進捗しなかった。しかも設備費、研

究費等の諸経費は 20 万円を超えた（建設費総額が 36 万円であったことから、その経費は大きい）。倉

敷紡績の社内では、これだけの研究費を投じても見通しがつかないことから、研究の打切りと外国人

技術者の招聘が賢明であるとの意見が強まり、取締役会ではレーヨン中止論も出て京化研究所は苦

境に立った。しかし、所員たちの努力による研究継続の結果が報われレーヨン製造の基礎研究を完成

した。京化研究所は 1927(昭和 2)年 8 月、発展的に解散し所員一同は倉敷に建設中の工場に異動しレ

ーヨン製造技術の確立に貢献した。この間の所員たちの不撓不屈の精神は、倉敷絹織の技術的基礎

を構築し、同社の「開発への挑戦」の源流となった（倉敷紡績[1953]pp.340-343）；クラレ[1987a]）。 

 

３．レーヨン製造機械の輸入 

（１）外国技術導入の検討 

京化研究所で所員たちが研究を続行していた頃、倉敷紡績本社では工場建設計画が検討された。

当時のレーヨン業界は秘密主義下にあり、工場設計の資料を入手することは難しく、外国から機械を

輸入する以外に方法がなかった。当時、倉敷紡績、大日本紡績、東洋紡績、三井物産等がレーヨン企

業化を計画中であったことから、ドイツのオスカー・コーホン社などが機械の売込みに来日しており、倉

敷紡績以外の３社はオスカー・コーホン社から機械を購入することにした。倉敷紡績はそれに応ずるこ

                                                  
27 京化研究所の技術者は、上羽豊三郎、根来謙三、高城茂一郎、中村道雄、水野金雄、清田実、鏡原信一、村上庫治、星島

末市、亀山真鉄の総勢 10 名であった（クラレ[1987a]）。中村道雄は京都大学応用化学科で桜田一郎の同期生であった（第２

章で後述する）。なお福島郁三博士は 1932-1944 年の間、倉敷絹織の取締役に就任している（クラレ[2006]p.76）。 

28 当時の日本に紡糸ノズルのメーカーがなく、京化研究所では純金の板にドリル穿孔して自作した。クラレでノズルのことを現

在も金板と呼ぶのはこれに由来する（クラレ[1987a]）。 
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となく、欧州諸国のレーヨン会社の状況を調査した上で機械の購入を決定することにした。取締役会で

は、設計・機械類・専門技師雇用のすべてを機械輸入商社に依頼し、製品の品質・数量を保証させる

前提で、欧州諸国を視察して機械設備を購入することに決定した。この目的から藤岡郊二取締役が約

１か年の予定で 1925（大正 14）年 11 月に渡欧した（倉敷紡績[1953]pp.341-342）。 

（２）ランポーズ式の採用 

 倉敷紡績の藤岡取締役はドイツ、フランス、イタリアで業界の調査を進めた。パリ三菱商事の紹介

でエミール・ブロンネル（Emile Bronnert）博士29と会い、これが倉敷紡績のレーヨン技術導入の契機とな

った。藤岡取締役はこの工場を視察した結果、他の方式に比してランポーズ式が 良との結論を得た。

同方式の特徴は、ポットモーター30の高速回転（7,200 回転/分）が保証されていたことである。当時、日

本で も成果を挙げていた帝国人絹でも 4,500 回転/分で、他のコーホン式（東洋レーヨン、大日本紡

績、東洋紡績）の 新機械でも 5,400 回転/分であることから、同方式の水準は倉敷紡績の高能率・低

コストの方針に適うものであった。同社との技術導入契約は 1926（大正 15）年 7 月に締結された（倉敷

紡績[1953]p.346；クラレ[1987a]）。 

（３） ストラスブール社との契約内容31 

  ストラスブール社は倉敷紡績に対し、①レーヨン糸の製造に必要な技術情報、プロセス・ノウハウと

関連特許の実施権を与える。②機械・装置の選択と購入の斡旋を行なう。➂工場建設と操業に関する

計画と設計を行なう。④生産保証は日産(24 時間当)1.25 トン（150 デニール 60% /90 デニール 40% ）と

する）。➄倉敷紡績に対し、ランポーズ・グループへの加入を許可し、新発明及び改良を無条件で提供

する。➅倉敷紡績に対し、日本及び満洲での本特許の独占的実施権と製品の独占的販売権を与える 

－という遜色のないものであった（クラレ[1987a]）。 

（４）機械設備の購入と技術習得 

 ストラスブール社との契約に基づき、機械及び装置は三菱商事を通じて輸入された。総額は 451,444

ドル（邦貨換算 92 万 1,300 円）であった。この価格はオスカー・コーホン社の場合に比して 4 割程度安

かった。一部の補助機械類は輸入に頼らず、国内で調達した。技術習得は当時の常識として、機械据

付・運転はもとより、操業当初 2～3 年間の生産管理は全部外国人技術者に任せて、その範疇で技術

の習得を図るのが普通であったが、倉敷紡績は京化研究所で得た技術をベースに、すべてを自社技

術者の手で実施することを基本方針とし、ブロンネル博士からの技術者派遣を断わり、1926（大正 15）

年から 1928（昭和 3）年にかけ、自社技術者 4 名32を順次ストラスブール社に派遣して技術習得を行な

った。これら技術者の帰国後には、独力で工場建設と操業を推進することができた（クラレ[1987a]）。 

 

                                                  
29 ブロンネル博士はレーヨン工業化の始祖シャルドンネの下でレーヨン研究に携わり、その後ドイツのグランツストッフ社の技

師長・工場長を歴任し、当時はフランスに帰りストラスブール社（Soieries de Strasbourg S.A.）を設立、ランポーズ（Lampose）

式と称するレーヨン工場を建設中であった。 
30 紡糸機が高速度で回転し、遠心力を利用して繊維束に撚りを与えて内壁に巻取る装置をいう。 
31 ストラスブール社との契約対価：【特許料】20,000 ボンド（邦貨換算 200,000 円）【支払時期】・契約締結時 10.000 ボンド ・機械

積出完了後 5,000 ポンド ・機械積出後 18 か月目 5,000 ポンド 【権利使用料】（ⅰ）日産 1.25t 及び以下の場合：年額 12,000

ドル （ⅱ）日産 2.5t の場合：年額 20,000 ドル （ⅲ）日産 5.0t 及び以上の場合：年額 36,000 ドル。ただし操業第 1 年目は、レ

ーヨン糸 1 ポンドに対し 3 セントとする。・契約期間は契約締結後 10 年間とする（クラレ[1987a]）。 
32 ストラスブール社への派遣技術者は、上羽豊三郎、水野金雄、根来謙三、高木茂一郎の４名であった（クラレ[1987a]）。 
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４．倉敷紡績（倉敷絹織）と他社の技術導入方法比較 

倉敷紡績は上述のように、フランスのストラスブール社より機械を輸入し、自社技術者で据付を実施

し、稼働を行なった33。これに対し、同時期に東洋レーヨン・日本レイヨン・東洋紡績の 3 社は、いずれも

三井物産を通じてドイツのオスカー・コーホン社より各社個別に機械を輸入し、欧州の外国人技師を招

聘して工場建設と稼働を実施した。ここではオスカー・コーホン社より技術導入した 3 社の当時の状況

を概観する。 

（１）東洋レーヨン 

 三井物産の子会社として1926(大正15)年に創立された。同社は機械の買付が終り、招聘する技術者

の主な顔触れが決定された後に、三井物産海外練習生の資格で、4 人の実習生をオスカー・コーホン

社に派遣して、1926 年 1 月から機械操作やレーヨン製造法を学習34した（東洋レーヨン社史[1954] 

p.68）。同社滋賀工場に来日した外国人技師は、イタリア・イギリス・ドイツ国籍の総勢 20 余名であった。

多くは単身であったが、家族帯同者も含め 盛期には 40 名に達し、同社の外国人社宅に住んだ。大

部分はオスカー・コーホン社が英国のコートールズ社の経験者を引き抜いたもので、技術の質も高か

った。これは技師選任に関して親会社三井物産の配慮があった。直接外国人技師の指揮下にあった

邦人従業員は 200 余人であった。外国人技師は秘密主義をとり、技術伝授は一遍には教えないで、少

しずつ小出しにした。 後まで残った外国人技師 2 名は 1931(昭和 6)年 10 月まで滞在した（東洋レーヨ

ン社史[1954]pp.75-76；日本繊維協議会[1958b]p.417）。同社は外国人招聘に長期にわたり大金を払っ

たことが窺える。 

（２）日本レイヨン 

同社は大日本紡績により、1926（大正 15）年に創立された。同年 7 月、三井物産を通じてドイツのオ

スカー・コーホン社から機械設備一式を導入した。宇治工場へ来日した外国人技術者は、ドイツ人、イ

ギリス人各 2 名、オーストリア人、ベルギー人、チェコ人各 1 名の混成で、総勢 7 名であった。この中に

レーヨン製造全般に通じた者はおらず、技術者は 2 名程度で、他は１部門の経験者の域を出なかった。

彼ら同士国籍が異なることで言葉が十分に通じ合わないことからトラブルが絶えず、持っているノウハ

ウも出し惜しみをして同社幹部の手を焼かせたが、支払われた報酬は日本人に比して大金であった35。

同社では外国人との意思疎通が欠如し、操業初期において技術の体制確立に齟齬を来し、それが生

産と品質に影響して立て直しに長く苦難の道を歩んだという（ユニチカ[1991A]pp361-363；日本化学繊

維協会[1974]p.145）。 

（３）東洋紡績 

東洋紡績の子会社として 1927（大正 15）年に昭和レーヨンが設立された。同社は東洋レーヨン、日本

レイヨンと同様に、オスカー・コーホン社から機械を購入し、その据付と技術者の斡旋を依頼する方式

                                                  
33 技術導入までは、倉敷紡績により実施され、以降は分社化した倉敷絹織に継承された。 
34 三井物産海外練習生の派遣期間や練習内容は（東洋レーヨン社史[1954]には記述がなく不明であるが、 日本化学繊維協

会[1974] によれば、種村功太郎、野村礼三郎、小沢三義、木股寅栄の 4 人が渡欧し、約 40 日間を紡糸機製造工場で実習

後、オスカー・コーホン社試験工場で数か月にわたって人絹糸技術を習得した（p.145）とされる。 
35 外国人に支払われた報酬は 高のピルハーは年俸 2,000 ポンド、 低のデービスでも 800 ポンドであり、邦貨換算では 2 万

円強から 1 万円弱の範囲に相当した。当時の同社社員の 高クラスの本社課長で、月給が 150 円くらいであったことと比較

するとその高給ぶりがわかる（ユニチカ[1991A]pp.361-362）。 
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をとった。外国人技術者を招聘したことに関しては、同社社史には記述がないが、別情報によれば、東

洋紡績では招聘した 10 名の国籍がすべてドイツ系でまとまりがよく、質的にも日本レイヨンの場合に比

して優れていた（ユニチカ[1991A]pp.362-363）。また、同社は元社員で米国留学中の米松某をドイツへ

派遣し、オスカー・コーホン社とグランツシュトッフ社で人絹製造技術を実習させ、外国人技術者ととも

に工場建設に従事させた（日本化学繊維協会[1974]p.146）という。 

 

（４）企業 3 社間での評価 

上述のように当時の技術移転方法は外国人技術者が主導権をもち、日本側はそれに全面的に従う

方式であった。また技術輸出元が同一であっても、招聘された外国人技術者の技量とチームワークに

は、3 社間でかなりの差異があり、東洋レーヨンと日本レイヨンは明暗を分けた。ここから窺えることは、

技術受け入れ側には、技術を吸収できる自社技術者を事前に養成しておくことが自立化に必要である。

海外練習生を欧州に派遣した東洋レーヨンと、技術者を欧州に派遣した東洋紡績には先見性があった

といえる。 

 

第Ⅳ節  倉敷絹織の創立と工場建設 

 

１．創立期の状況 （筆者注：倉敷絹織の創立に伴い、本章ではここから倉敷絹織の社名を用いる）。 

 1926（大正 15）年 6 月 24 日、倉敷紡績本店で「倉敷絹織株式会社」の創立総会が開催された。議決

事項の要旨は以下の通りであった。商号：倉敷絹織株式会社 資本金：1,000 万円 京化研究所は新

会社に帰属。本社所在地：岡山県倉敷町 取締役社長：大原孫三郎 常務取締役：藤岡郊二（倉敷紡

績[1953]pp.343-344）。 

工場用地は倉敷、酒津の廃川地36に決定した。1927（昭和 2）年 5 月、工場建設に着手し、12 月から

機械の搬入・据付を開始した。当初契約に基づき、フランスからクラーデン父子が技能者として派遣さ

れて来たが、アドバイザーに止め、据付の全部を倉敷絹織が自力で行ない 1928 年 4 月に機械据付を

完了した。当時の日本の技術水準からすれば、今日的ターンキー・ベース（一括請負方式）のプラント

輸入に相当する技術指導を受けるのが普通であったが、既述の通り倉敷絹織では京化研究所で習得

した技術力に加え、自社技術者 4 名をストラスブール社に派遣しての OJT が功を奏し、自社技術者の

みで工場を立ち上げる独自性を発揮した。 

主要設備はレーヨン紡糸機（70 錘建）26 台（日産 2.1 トン）で、従業員約 500 人であった。4 月 27 日

に原料パルプの仕込みを開始し、5 月 9 日に 初のレーヨン糸（ブライト 150 デニール）紡糸を実施した。

操業は 初から紡糸機全台を運転せず、漸次台数を増加したこと、そして 6 か月の馴化期間を設けた

ことを特徴とした。当初は昼間 10 時間運転であったが、7 月から 12 時間 2 交替勤務とした。1930（昭和

5）年 6 月からは作業の合理化と増産体制により、3 交替勤務による紡糸機の年中無休運転を実施した。

当時としては画期的なことであった(クラレ[1987a]）。第 1 章付属資料[5] 「ストラスブール社との契約対

                                                  
36 高梁川は古来、50 回余の洪水記録があり、明治 25 年、26 年の洪水被害は甚大であった。このため全国改修 20 河川の一

つとして、明治 40 年から内務省直轄で改修工事が実施され、総工費 800 万円、18 年の歳月をかけて、大正 14 年 4 月に完

成した。この結果、酒津以南は廃川地となり、約 450 ヘクタールの新しい土地が生まれた。 
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価」参照。 

 

２．紡糸機の不調問題 

（１）ポットモーター37のトラブル 

 1929 年初め、すなわち増産体制に入る矢先、ポットモーターの故障が続発し、工場は混乱した。ラン

ポーズ式の長所は高速回転にあったが、ブロンネル博士の保証にも拘らず、7,200 回転/分に上げると、

モーターの焼損・ポットの破損が起きた。5,000 回転/分に下げても故障が頻発し、当時は生産量・品質

とも低下した。 このため、ストラスブール社に支払う特許料及び権利使用料のうち、 初の 10,000 ポ

ンドは支払済みであったが、残額は当該問題の発生により支払いを停止して係争した。 

 その後、ストラスブール社との保証契約はブロンネル博士の死去と、世界恐慌の余波から同社が解

散したことにより終了した。博士の未亡人からの申し出により、次のような解決が図られた。➀契約は

ブロンネル博士の死亡の日をもって終了する。②未払いの特許料 10,000 ポンド及び毎年支払うべき権

利使用料の請求権は放棄する。➂倉敷絹織は一時金として 5,000 ポンドを支払う。これにより、倉敷絹

織の特許料及び権利使用料の支払総額は当初の契約金額（20,000 ポンド）より少ない 15,000 ポンドで

解決した(倉敷紡績[1953]p.349；クラレ[1987a]）。 

（２）原因究明とその対策 

結局、ポットモーターの問題は自力で解決を図ることになった。日本唯一のポットモーターのメーカ

ー・鳥羽電機と、ポット・メーカのリグナイト工業38に協力を求め、モーターとポットの両面から原因を究

明した。1929 年になり、故障原因はポットのアンバランス39にあることが判明した。当時のポットはアル

ミ製の内側をエボナイトで内張りしたものであったが、凝固液中の酸によりアルミが浸食され、ポットの

バランスが崩れて、高速回転時の振動によりポットモーターのベアリングが破損し、スピンドルの折損

とコイルの焼損が発生していたのである。この対策としてポットの材質をフェノール樹脂（商品名：ベー

クライト）に変更し、形状を上口のポットに変更した。この結果、1930（昭和 5）年 2 月に待望の 7,200 回

転/分の実現に成功した40。生産量は急増し、品質の向上と生産コストの低下を同時に達成し、倉敷絹

織は世界 低廉のコストを誇る優良企業に発展して業界の注目を浴びた(倉敷紡績[1953]p.351；クラ

レ[1987a]）。この間の問題解決の経緯については一般には殆ど知られていないが、ポットの対策は同

業他社にも及んだ41。 

 

３． レーヨン事業基礎の確立 

                                                  
37 レーヨン紡糸機のことで、高速回転の遠心力を利用して、繊維束に撚りを与えて内壁に巻取る容器と駆動モーターの総称。 

38 リグナイト工業（前身・伊藤工業所）は 1927 年にフェノール樹脂（ベークライト）製のポットを試作した。 
39 アルミニウム製の内側をエボナイトでライニングしたもので、凝固浴中の酸によるアルミニウムの浸食によりポットのバランス

が崩れ、高速回転の振動によりポットモーターのベアリング破損、スピンドルの折損、コイルの焼損が発生したものと判明。 
40 その後、ポットモーターのさらなるスピードアップを計画し、鳥羽電機と提携して、研究に着手し、8,400 回転/分の試作試験に

成功し、第 2 期増設にはこの新型モーターを採用して、業界初のスピードアップに至った（倉敷紡績[1953]p.351）。 
41 人絹ポットは、当初はエボナイト（硬質ゴム）製のものが用いられていたが、硫酸に侵されやすく、強度も不足していた。1927

年に大阪の伊藤工業所[のちにリグナイトと改称]がフェノール樹脂性の人絹ポットを試作し、帝国人造絹糸と旭絹織に試用を

依頼した。1927 年に東洋レーヨンから依頼されて試作に着手した三共も、1930 年頃に人絹ポットの製造に成功した（中岡

[2001]pp.306-307）。 
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（１）工場の増設と設備改良 

1928（昭和３）年 5 月、本社工場は日産 2.1 トンの規模で発足したが、当時の経済情勢は 27 年の金

融恐慌42に続き、29 年の世界恐慌43の影響から不況が深刻化し、同年 12 月から操業短縮（略称：操短）

44を開始した。しかし、経営がまだ軌道に乗っていない新設会社にとって、操短の打撃が大きいことから、

倉敷絹織では紡糸機の増設に加え、ポットモーターの増速、紡糸機の年中無休運転、薬品回収等の

生産工程の合理化によるコスト低減を図った。その後の設備増45による生産増に加え、抜本的改良に

よる品質向上と作業環境改善を実施し、本社工場の設備能力は一挙に日産 8.3 トンとなり、倉敷絹織

発展の基盤となった。 

（２）工程の合理化と薬品の回収 

 ストラスブール社の技術に基づき、当初は横引紡糸機を採用したが、レーヨン糸の強度が他社品並

みに上がらないことから、その対策として、1930 年初頭から自社で縦引紡糸法の研究を行ない、紡糸

の高速化に有効なことから同製法を日本で初めて採用し、設備費の低下に寄与した。また製造コスト

に占める薬品費の割合が高いので、アルカリ回収と凝固液回収を実施した結果、苛性ソーダの使用量

を 40%削減し、硫酸成分の回収作業によるコスト低減と排水問題の解決に寄与した。 

（３）紡糸係の眼疾問題 

 紡糸機の運転台数が増加した 1928 年秋頃から、紡糸係従業員に眼疾が続出した。原因はビスコー

スが凝固浴中の硫酸と反応して発生する硫化水素ガスにより、眼の粘膜が刺激されて起こる急性結

膜炎であった。この対策として、吸排気ファンの強化、ビスコースへの亜硫酸ソーダの添加による発生

ガス減少、保護眼鏡の装着などの措置をとったが、根本的な解決にはならなかった。 終的に問題解

決したのは数年後に紡糸機に密閉扉が設置されてからであった46。これはレーヨン各社に共通する問

題であった(クラレ[1987a]）。 

（４）創業期の経営状況 

  倉敷絹織は会社設立後満 2 年経過してから操業を開始した。本格的営業を開始した 初の決算期

である 1929（昭和 4）年上期から 5 分の配当を行なったが、その直後に不況に直面した。苦境を打開す

るため、既述のように設備拡張と合理化や生産の増強によってコスト低下に努めた結果、業績は向上

して、1931（昭和 6）年下期には配当を 1 割に、翌年下期には 1 割 2 分に増配した。倉敷絹織は創業当

初、生産費が も高いとされたが、品質向上とコスト低下に努力した結果、4 年間で国内のみならず、

世界でも 低廉のコストを誇るレーヨン会社に発展した（クラレ[1987a]）。このように操業開始後の 4 年

間で、自社技術陣による技術開発でコストの削減を成功させたことは注目されるべきである。 

 

                                                  
42 1927 年に発生した日本独自の銀行恐慌で、銀行・企業の破産・休業が続発した。 
43 1929 年 10 月のニューヨーク株式暴落に端を発して、全資本主義国に及んだ経済恐慌のこと。 
44 操短にもかかわらず、増産が進行した理由は、①レーヨン織物を中心とする輸出の急速な増大がみられたこと。②当時の操

短が増設・増産を制限するものでなく、設備錘数の一定比率を休錘させる方法によって行なわれたため、新興のレーヨン企業

は、工場経営の基本である経済規模の工場へと設備の拡張を急いだためであった（大原[1961]p.138）。 
45 増設は、1931 年 6 月に、紡糸機 39 台（3,900 錘）と 10 月に紡糸機 14 台（1,400 錘）を実施した。その後も順次増設を実施し

て、1938（昭和 13）年 10 月の第 8 期増設により、日産能力 20.3 トンとなった(クラレ[1987a]）。 
46 大原孫三郎社長はこの問題を憂慮し、自らが開設した倉敷中央病院と労働科学研究所に徹底的な対策の検討を依頼した。

この結果、同問題はわが国労働科学上の重要課題となり、完全な対策が確立される端緒となった(クラレ[1987a]）。 
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４．国内情勢と国際競争力の向上要因 

日本のレーヨン工業は、世界市場への輸出を中心にめざましい躍進を遂げた47。その要因は次の通

りであった。 

（１）コストの低減 

 レーヨン各社は不況打開策として、設備の大規模化によるコスト低減を図るとともに、生産工程の合

理化と薬品回収等を徹底的に実施した結果、1932-33 年頃には製品コストは世界一低廉となった。

1933 年時の総原価は米国や英国の４0%、イタリアの７0%と推定された(大原[1961]p.140；クラレ

[1987a]）。第 1 章付属資料[5] 表 1-4 「1933 年の各国レーヨン糸総原価」 参照。 

（２）品質向上と高級化 

製造技術の改良に伴い品質が向上し、1930-31 年頃には先進国と同水準となった。同時にレーヨン

糸の高級化が進み、細番手糸、マルチ糸（単糸繊度 2.4 デニール）、艶消糸が普及した。高級糸の生産

により、ボイル（強撚糸の平織薄地布/婦人服地）、ジョージェット（薄地の婦人服地）、ちりめん（絹の縮

み織物）などの高級織物の製織が可能となり、レーヨン糸は輸出、内需とも一層拡大された。これらの

織物は伝統ある国内の機業地が支えた(クラレ[1987a]）。 

（３）為替相場の下落 

輸出伸長の 大要因は為替相場の下落にあった。1931 年 12 月、犬養内閣は金輸出再禁止に踏み

切り、これを契機に為替相場が急落した。従来の 100 円に対し 49 ドルであった為替相場は同年 12 月

末 35 ドル、翌 32 年 6 月 27 ドル、8 月 22 ドル、11 月に 20 ドルを切るまでに下落した。この為替相場の

急落により海外市場での輸出競争力は急激に強まり、日本のレーヨン糸は世界各地に進出した。これ

により、1933-35 年にかけて、いわゆる「人絹黄金時代」が到来した。レーヨン各社の業績は急速に向

上し、1933 年には払込資本営業利益率48は各社軒並み 50%を超え、倉敷絹織の好調は目立った(クラ

レ[1987a]）。 

 

５．レーヨン・ステープル(略称スフ)事業への進出 

（１）スフの位置づけ 

 レーヨン糸を短く切断して捲縮（crimp）をかけ、紡績用の短繊維としたものを略称スフと称した49。日本

をめぐる国際情勢は、1931（昭和 6）年 9 月の満洲事変、32 年 1 月の上海事変と悪化の一途をたどり、

33 年 3 月の国際連盟脱退により、経済的に孤立に追い込まれ、各種資源の自給を図ることが国策上

極めて重大な課題となった。そのため繊維原料は、綿花や羊毛に代わりスフがクローズアップされた。

36 年 5 月豪州の関税引上げの対抗措置として、政府は通商擁護法に基づき豪州羊毛の輸入を制限し

                                                  
47 渡辺徳二[1968]によれば、すでに巨大化していた紡績資本がレーヨン部門に多角化したために、結果として全体の生産設備

を拡大させ、企業間競争から生産技術の進歩に多大な努力の結果、コスト引き下げ、品質向上、国際競争力の強化になった

（上掲 pp.332-334）と概要説明している。それに対して本稿では、その具体例を補強したい。 
48 会社がすでに株式を発行して実際に払い込まれているのを払込資本金という。戦前は資本金の分割払込制度があり、名目

上の資本金と払込資本金が必ずしも一致していなかったため、この用語がある。現在は貸借対照表上の資本金と一致する。 

49 Staple fiber（ステープルファイバー）をスフと略称した。1930 年代に入り、国際経済はブロック化の傾向を強め、綿花、羊毛の 

  供給に不安を抱いたドイツ、イタリアなどでは、レーヨン・ステープルをこれらの代替繊維として奨励したことからこの両国を中 

  心に急速に発展した。 
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たことが契機となり、スフは国策繊維として保護育成された50。しかし、当時スフの品質は衣料繊維とし

て未熟で、強度不足という点で問題があり、世間からは不良品の代名詞とされた。 

（２）倉敷絹織のスフ工業化 

1934 年 2 月、倉敷工場に日産 1.5 トンのスフ試験プラントを建設し、本格的研究に入った。特に検討

を要したのは精錬工程であった。これには「カットファイバー精錬」と「トウ精錬」の両方式があり、両者

を検討の結果、1936 年にローラー式トウ精錬による工業化の見通しを得て、新居浜・西条・岡山の 3 工

場で順次生産化した。この過程で紡糸ノズルの検討を行ない、新居浜工場ではレーヨン用 50 ホールか

らレーヨン・ステープル専用の 500 ホールとし、さらに 2,000 ホールに増強し、仕上部門では大型装置を

設置した。これらは煩雑な作業であったが紡糸繊維のマルチ化技術や仕上技術は、倉敷絹織におけ

る技術の蓄積となり、のちのビニロン技術に継承されるのである。 

新居浜工場のレーヨン・ステープルは、1936 年 8 月からの量産化により日産 13.4 トンとなった。一方、

西条工場のレーヨン・ステープルは 37 年 4 月から日産 14.6 トンで操業を開始し、39 年 5 月の増設によ

り日産 26.8 トンとなった。こうして倉敷絹織のレーヨン・ステープルの生産は軌道に乗った。また 38 年

11 月には倉敷工場（日産 1.6 トン）と岡山工場（日産 3.7 トン）でも生産化されて、設備能力はわが国有

数の規模となり、品質は繊維工業試験所の品質検査で常に上位にランクされた(クラレ[1987a]）。第 1

章付属資料[6] 図 1-2 「主要国の人造繊維生産高 1936 年」 参照。 

 

第Ⅴ節 倉敷絹織の研究体制と研究内容  

 

１．研究体制 

（１）倉敷研究所 

 倉敷絹織研究所の起源は前述の如く、会社創立に先立ち倉敷紡績により 1925 年 2 月、京都市に設

置された京化研究所である。研究員はここでレーヨンの技術的基礎を確立し、1927 年 8 月に当時建設

中であった本社工場へ異動して技術研究の中核となった。1933 年 4 月に研究課が設置され、研究領

域は一般化学繊維に拡大し、アセテート法レーヨンや蛋白繊維等も研究された。研究課は 1934 年 10

月に、工場から独立して倉敷研究所となった。研究範囲を繊維工業から一般化学工業にまで拡げた。

同研究所は 1935 年になると合成繊維に関する基礎調査を始め、1938 年４月にはビニロンのルーツと

なるカーバイドを原料とする PVA 系合成繊維の研究を開始した。倉敷研究所での研究実績は脚注に

示すように、主としてレーヨンおよびレーヨン・ステープルの品質向上とコストの低下に寄与した51。これ

                                                  
50 1937年７月、日華事変が勃発し、日本経済は戦時体制に移行。原料自給策から、レーヨンス・テープル工業の育成振興策が 

  強化された。同年 10 月「ステープルファイバー等混用規則」が公布され、内地用羊毛製品には 20-30%のレーヨン・ステープル

の混用が強制され、12 月には内地用綿製品にも、30%以上の混用が強制された。その後、綿製品及び羊毛製品の使用禁止と

使用制限が強化され、レーヨン・ステープルの需要は拡大した。さらに政府はステープルファイバー使用奨励委員会を設置し、

官民一体となって啓蒙、宣伝、消費の奨励を行なった。 
51 倉敷研究所の研究実績：操業研究では、緊張紡糸法と垂直紡糸法に加え、高温老製法やケーク製錬・コーン捲の技術確立

（日本初）などで、その成果はレーヨン糸の品質向上とコストの低下に寄与した。また新製品開発では、（ⅰ）マルチ糸（細デニ

ールによる高級化）、（ⅱ）艶消糸（酸化チタン方式）、（ⅲ）レーヨン・ステープルの新タイプ（着色・捲縮・強力の各タイプ）を開

発した。このうち、着色ステープルは黒色、カーキ色の原液着色ステープルの製造に成功(日本初)して、1941 年 8 月から着色

捲縮ステープルの生産を開始した。当製品は軍服地用として好評であった。強力ステープルは 1939 年 7 月に完成し、9 月か

ら新居浜、西条両工場で生産化した。（ⅳ）レーヨン擬毛糸は、1937 年 10 月、内地向け羊毛にレーヨン・ステープルの混用が
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らの技術は倉敷絹織の技術として蓄積され、後のビニロン技術に継承されることになった。 

（２）岡山研究所 

倉敷絹織は、1937 年 11 月、研究の進捗とともに研究施設の拡充を図るために、新たに岡山工場内

に研究所の建設を決定した。1940 年 4 月に岡山新研究所が完成すると、研究拠点は岡山へ移転した。

研究領域は資源的なものから繊維、プラスチック製品までの広範囲となり、人員は 200 人を超え、組織

体制は従来の工程別から課制に変更された52。研究対象はビスコース・レーヨンの品質向上と、酢酸ビ

ニル系合成繊維の製造技術の確立等に重点が置かれた。この時点から原料遡及の考え方が倉敷絹

織の基本路線として定着し、戦後の事業にも継承されることになった。岡山研究所の研究実績は脚注

に示すように、レーヨン関係の新技術開発と、合成化学関係のアセチレン誘導品の研究が中心であっ

た53。 

研究所の戦時体制：戦局が逼迫するとともに、研究の重点は国策に従って航空機材や軍需資材関係

に移ったが、本来の目標である合成繊維の研究は、着実に推進された。1945 年 6 月の空襲により、研

究所は焼失したがその技術は戦後のビニロン工業化へ継承された(藤本[2010]p.11)。 

 

２．倉敷絹織の新繊維研究 

  当時の大原孫三郎社長は、レーヨン部門の技術改革を推進するとともに、新しい繊維を開発するた

めの具体的な調査を命じた。当時の研究所長・友成九十九博士の回顧録によれば、「紡績会社が人

絹（レーヨン）をやることは当時では考えられないことであったが、それを進めた。東洋紡も日紡（日本レ

イヨン）も後をつけてきた。鐘紡など他の紡績会社もさらに後からやってきた。紡績会社の人絹事業参

入は社長の慧眼であった(友成九十九[1956])。新規分野の開発を成功させるというレーヨン事業の経

験により、化学工業に自信を得ていた倉敷絹織は、新たな繊維の研究を開始した。 

（１） アセテート・レーヨンの研究 ＜技術継承の重要項＞ 

倉敷絹織が 初に取り上げた新繊維はアセテート・レーヨンであった54。日本では輸入リンターの高

価格に加え、酢酸工業が未発達なことから企業化の見通しは立たなかった。そこで輸入リンターに代

えてレーヨン用パルプを酢化して原料とする方式を考え、それに必要な無水酢酸をアセチレンから製造

することに研究の重点が置かれた。こうして 1939 年 6 月、アセチレンから無水酢酸の合成法を確立し

                                                                                                                                                  
強制されることになったが、ステープルに纏絡性を付与することが困難であった。これを太繊度のレーヨン糸に強撚、解撚、起

毛を施して擬毛化する技術を確立し、1938 年 11 月から新居浜工場で生産化した(クラレ[1987a])。 
52 岡山研究所に編成された各課は、以下のようであった。研究第一課（木材化学）、研究第二課（蛋白化学）、研究第三課（ゴ

ム化学）、研究第四課（合成化学）、研究第五課（無機化学）、研究第六課（理化学）、研究第七課（紡織品の研究試作）、研究

第八課（軽機材の研究試作）、研究第九課（工業化試験）、機械課、事務課(クラレ[1987a])。 

53 岡山研究所の実績：①強力レーヨン糸：タイヤコード用に強力レーヨン糸の生産が要請された。倉敷絹織は二浴緊張紡糸法

による強力レーヨン糸の開発に成功し、1942 年 3 月から倉敷工場で生産した。その後の倉敷工場の休止にともない、強力レ

ーヨン糸の生産は 44 年 2 月から西条工場に移され、そこで 45 年 10 月まで継続された。②牽切紡績法：トウを牽伸しながら

切断する方式で、強力の大きい糸が得られる利点がある。41 年 2 月に技術を確立した。戦後ビニロンの企業化に際し、この

牽切紡績法を採用して高強力ビニロン紡績糸を製造したことがビニロン発展に寄与した。③木材化学及び合成化学：藁パル

プとフルフラール、リグニン可塑物、硬化薄層材、アセチレン誘導品の研究が実施された。これらについては、本章の補論等

で報告する。 
54 同繊維は 1920 年米国で初めて市販され、1928 年頃から本格的に生産化されたが、その技術は厳重な秘密下にあった。倉 

  敷絹織では 1931 年から外国文献を参考に研究に着手したが、研究は容易でなかった。日本では原料のリンターが高価な上 

  に、酢酸工業が未発達であった。その後、同繊維は米国を中心に伸長し、価格もビスコース・レーヨンと同程度になった。 
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て、パルプの酢化に成功し、翌 40 年には同繊維の工業化の準備を完了したが、依然としてコスト高を

克服することはできなかったことから断念した。 

 しかし、無水酢酸の合成過程の副反応で生成した酢酸ビニルが主役となり、ここから PVA および同

繊維の研究が導かれた(図 1-1 参照)。すなわち、これが PVA 自家生産の原点となり、PVA 繊維研究を

加速して推進することになった。ここに合成繊維ビニロンへの布石が打たれた（藤本[2010]p.10）。第 1

章付属資料[7] 図 1-1 「アセチレンから酢酸ビニルを得る方法」 参照。 

 

（３）中間試験設備の設置と戦時体制 

1940 年 10 月、倉敷絹織は岡山工場に PVA 及び同繊維日産 10Kg の中間試験設備を設置し、研究

を推進した。その後、第二次大戦の勃発により、原料や資材の購入が制約され研究の継続に支障を

来しながらも 42 年 10 月には、日産 200Kg の工業化試験プラントの建設に着手し、43 年 12 月に完成さ

せた。戦時の国策によって PVA を飛行機の補助タンクの耐油性皮膜や石油の海中輸送容器、風船爆

弾等の特殊軍需資材用に開発、製造が要請され、研究の重点は軍需優先となった。その後、研究所

の空襲により同上プラントが被災したため、工業化試験の段階まで進めながら中断し、戦後の再開を

待たねばならなかった。研究所長・友成九十九は社内報『連絡月報』（1957 年 5 月号）で「もし戦争がな

かったら、1945 年にはビニロンの工業的生産ができたであろう」と述懐している(クラレ[1987a]；藤本

[2010]p.11）。 

 

第 Ⅵ 節  小  括 

 

本章では、レーヨンに関する欧州での黎明期から、日本への技術導入と日本がレーヨン生産量・品

質とも世界一に到達した工業化の歴史を、倉敷絹織のレーヨン生産に即して概観した。以下では冒頭

に提起した課題に添って、その内容を確認する。 

課題（１）1920 年代の第一次大戦期における欧州からのレーヨン技術導入方法の特徴と、その自社技

術化方法に対する検証。 

特許権で保護された先進技術の導入には、高額で招聘された外国人技術者の技量と指導力が支

配した。受入れ側には外国人技術者を選ぶ権限がなく、追従するのが当時の常識であった。外国人技

術者の秘密主義と、小出しにする技術指導を甘受したのは、東洋レーヨン・日本レイヨン・東洋紡の体

験であった。また東洋レーヨンと日本レイヨンは、招聘した外国人技術者の技量と指導力によって技術

の習得に大きな違いが出た。これに対し、倉敷絹織は京化研究所で習得した基礎知識に加え、自社技

術者を欧州に派遣して、今日でいう OJT を先取りしたことから、工場の立ち上げは自社技術者のみで

実施できた。立ち上げは遅速であるが、技術の習熟度が高かった。さらに工場での OJT を通して自社

技術化を図り、作業改善による効率化と低コスト化を図り、品質向上を目指す日本化（自社化）が行な

われ、日本一の低コスを達成した。 

 

課題(2)レーヨン工業からの教訓と、合成繊維ビニロンへの布石がどのように打たれたかの検証。 
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レーヨン技術の導入は、欧州へのキャッチアップであった。導入技術の完成に加えて、それを超越す

る革新力が要求された。倉敷絹織のレーヨン工業からの教訓は、京化研究所時代からの「開発への挑

戦」であった。化学者不在の紡績会社を化学繊維会社に変換させ、レーヨン生産では、紡糸原液の調

整・湿式紡糸・後処理工程を通じて化学的知識を体得した。これらは合成繊維と共通する知識であった。

特筆すべきは、上述のように、アセチレンから無水酢酸の合成法を確立し、その際の副反応で酢酸ビ

ニルが得られ、ここから PVA 及び同繊維の研究へ導かれたことである。ここに合成繊維ビニロンへの

布石が打たれたといえる。この件については次章で詳述する。 

 

補 論 倉敷絹織の戦時下における事業 

   

 戦局が悪化するのに伴って、軍事産業への資材、労働力の供給が強く要求されるようになった。五次

にわたる政府の企業整備により、1944 年にはレーヨン製造を維持する倉敷絹織の工場は西条工場だ

けとなった。新居浜、倉敷、岡山の各工場は軍需産業へ転換した。転換された諸工場では次のような

新規事業が営まれた(クラレ[1987a]）。 

１．戦時下の新規事業 

（１）パルプの自給対策 

  レーヨンの主要原料であるパルプは1930年頃までは全量を輸入に頼り、その後は漸次国産化が進

んだ。倉敷絹織では 1937 年頃から、レーヨン原料の木材パルプの代用となる藁
わら

（麦藁、稲藁）に着目し

て、1937 年頃から、藁パルプの製造研究を開始した。その頃から戦局の状況から木材パルプの輸入

が制約され、自給が切実な問題になり始めた 1938 年２月、岡山工場内に藁パルプの試験プラント建設

55を決定し、同年１２月に着工したが、戦時体制下の資材入手難により遅延して 1940 年４月に完成した。

しかし、得られた藁パルプを用いたレーヨン糸は強度が低く、白度も劣ることから実用には至らず、近

隣の製紙工場で紙原料に使用された。その後、軍の要請により藁は航空燃料用フルフラール56の生産

に転用された。 

（２）藁パルプの技術輸出 

1940 年 7 月、スペイン経済使節団が草本パルプ技術調査のため来日し、岡山工場の藁パルプ試験

プラントを視察し、スペインへの技術輸出を要請した57。政府がスペインとの提携に積極的であった関

係から、倉敷絹織は同国へ藁パルプの技術輸出を決め、翌 41 年 11 月マドリードで正式契約を締結し

た。契約には「現下の国際情勢に鑑み、細目の決定は実行可能の時期まで延期する」との条件が付さ

れていた。倉敷絹織は装置の設計、技術者派遣の準備を進めたが、翌月に太平洋戦争が勃発し、こ

の技術提携は立ち消えになった（『朝日新聞』1941 年 11 月 16 日記事）。 

（３）二硫化炭素事業への進出 

                                                  
55 試験工場では麦藁、稲藁を原料に、レーヨン用パルプを製造し、これに使用する苛性ソーダはレーヨン製造時の廃液も再利

用し、ウェットパルプのまま用いて、薬品や蒸気の合理化を図る計画であった。 
56 Furfural 分子式 C5H4O2 フラン環を持つアルデヒドで、溶剤や合成樹脂の原料となる。 

57 スペインはフランコ将軍の率いる新興国家で工業化推進策としてドイツ、イタリアから技術導入し、国内資源のユーカリや藁

を原料に製紙及びレーヨン工場の建設を企図していた。同国はフランコ将軍の率いる新興国家で工業化推進策としてドイツ、

イタリアから技術導入し、国内資源のユーカリや藁を原料に製紙及びレーヨン工場の建設を企図していた。 
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二硫化炭素はレーヨン製造に不可欠な薬品である。倉敷絹織は近距離の岡山県・日比精錬所を主

体に他の３社からも二硫化炭素を調達していた。西条、岡山両工場の操業にあたり、同精錬所に対し

資金援助を行ない、二硫化炭素の安定化確保を図った。1940 年 12 月、日比精錬所は倉敷絹織との共

同経営となり、合弁会社として中国産業（株）-資本金 200 万円-を設立した。翌 41 年 12 月に倉敷絹織

は株式の 52.5%を取得した。 

 

２ 戦時下におけるレーヨン工場の事業転換 

 政府の企業整備による軍需産業への事業転換の概要は次の通りであった。 

（１）新居浜工場の譲渡 

1942 年 8 月、海軍は航空機用ガソリンのオクタン価向上に必要なブタノール58増産のため、新居浜

工場を大日本麦酒に譲渡するよう要請してきた。レーヨン設備の解体は翌 43 年３月に終了し７月から

新居浜化学工場として航空燃料用ブタノールの生産工場となった。 

（２）倉敷工場の転換 

 政府の第 4 次企業整備により、倉敷工場はレーヨン糸部門休止の指定を受けた。当時研究所で進

めていた硬化積層材59に海軍が着目し、払底する軽金属の代用として航空機用プロペラ・翼桁への生

産示達を受け、軍需産業への転換を開始した。さらに 1943 年７月、陸軍の要請を受け、金属マンガン

60の電解設備を設置し生産に移行した。同時期にレーヨンの操業を停止し、12 月には社名を倉敷航

空化工株式会社倉敷航空機材製作所と改称した。 

（３）岡山工場の転換 

 主力の岡山工場も軍需産業に転換した。1943 年 10 月、海軍の要請に応じて木製飛行機の製作に

転じ同年 12 月、岡山航空機製作所と改称し、45 年 3 月より航空機の製作を開始した。同年６月、第５

次企業整備により岡山レーヨン設備の休止・撤去に伴い、航空機の生産体制が整備され、１１月に海

軍練習機「白菊一合」が完成し、航空機製作は終戦まで続行した61。当時、研究所で藁パルプ製造時

の副産物であるフルフラールの研究を行なっていたことに海軍が着目し、フルフラールを航空機用燃

料や潤滑油の精製に使用することを計画、18 年 5 月にフルフラールの生産を要請された。藁パルプ

の製造を中止し、同設備を転用して日産 2 トンを目標に生産を開始した。1945 年 6 月の米軍空襲によ

り工場は焼失した。 

 

３．西条工場におけるレーヨン生産の続行 

西条工場は、政府の 5 次に及ぶ企業整備にも整理・統合を免れ、レーヨン糸、レーヨン・ステープル

                                                  
58 Butanol (=butyl alcohol の別名。化学式 C4H9OH.当時は航空機の燃料に用いられた。 
59 倉敷絹織研究所で、木材の単板に樹脂を含浸させ、圧搾機でその単板を積層・加熱・圧着して硬化積層材を作る研究を進 

めていた。硬化積層材の強靭さに海軍が着目し、プロペラ年産 20,000 片の生産示達を受けたが、実際の生産量は終戦まで

に 3,000 片程度であった。 
60 金属マンガンはジュラルミンやマンガンスチール用として非鉄金属であった。京大工学部・岡田辰三教授の勧めにより、技術

者を同研究室に派遣し技術を習得した。マンガン鉱石を粉砕し、硫酸に溶解して電解し金属マンガンを電極に析出させるもの

で、低品位の原鉱石から高品位の製品を得る特徴があった。月産 1-2 トンを終戦まで続行した。 
61

 全製作機数は、主尾翼のみ木製の「白菊号」13 機、全木製の「東海号」1 機の合計 14 機であった。 
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とも操業を続行した。 も酷悪な条件下にあった戦争末期から終戦直後の混乱期でも一日も休むこと

なく運転を継続した。これは他社にも例を見ないもので、レーヨン史上特筆に値するものであった。 

  レーヨンの操業を継続できた理由については、次のように分析される。①品質・設備が優秀で企業

整備の休止対象に指定されず、1943年7月には陸軍製絨廠監督工場の指定を受けたこと、②強力レ

ーヨン糸、擬毛糸、軍需用着色レーヨン・ステープルなど、時局の要請に応じた製品を主体に生産した

こと、③新居浜、倉敷、岡山各工場の休止設備の機械部品を活用し、原料・資材の節約に努力したこ

となどが挙げられる62。特に②については、本章第ⅴ節の倉敷研究所の新製品開発の項で既述であ

るが、これが①に繋がったと見られる。 

 

 

第 1 章付属資料 

   

              第 1 章付属資料 [１] 表１-１ 各種製法と発明要旨 

 

段階 製 法   発  明  要  旨   F.P = フランス特許  D.P = ドイツ特許 B.P = 英国特許 

1 硝 化 法 

 

1884 年フランスのシャルドンネが硝酸繊維素63を用いる特許を取得（F.P165,349）。

1891 年プサンソンで世界初の工業化（日産 50Kg）に成功。シャルドンネの絹と呼ば

れた。 

2 銅アンモニア法 1890 年フランスのデベッシが繊維素溶液64を用いる特許を取得（F.P.203,741）。1899

年ドイツのブロンネルド博士らが基礎特許を取得（D.P.98,642;D.P.119,230）。1897 年

グランツストッフ社にて工業化。さらに 1901 年ティーレ博士が緊張紡糸法の特許取

得（D.P.157,157）。ベンベルグ社にて工業化。 

3 ビスコース法 

 

1892 年英国のクロス、ビバン、ビードルがビスコース65を発明（D.P.8,700）。1900 年ト

ッパムが金属口金・遠心紡糸ポット・紡糸ポンプを発明（B.P.23,157;B.P.23,158）。

1905 年コートールド社にて生産開始（日産 453Kg）。1905 年 ミューラーが硫酸及び

硫酸塩の凝固浴を発明（D.P.187,947）して、支配的な製法となった。 

4 アセテート法 1911 年 ドレイフス兄弟が酢酸繊維素66の製法を完成（F.P.430,606）。フィルム・塗料

に利用。1916年 後のブリティッシュ・セラニーズ社設立、不燃性塗料を生産し、戦後

アセテート法レーヨンに転換。当方法は酢酸繊維素を主原料とする半合成繊維67。 

                                                  
62 ここには大原孫三郎初代社長の工場分散主義が望外の効果をもたらしたことになる。 
63 綿を混酸（硝酸と硫酸の混合溶液）で処理して作るニトロセルロース（硝酸繊維素）を原料とした。ニトロセルロースは火薬原

料にも使用される。 
64 原料は、リンター（綿の実から綿花を採取後に残る短繊維）を銅アンモニア溶液に溶解して原料とする。繊維素溶液はセルロ

ース（cellulose）溶液のことをいう。 
65 セルロース原料に木材パルプを用いてビスコース（Viscose）とし、これを酸性浴中に湿式紡糸して繊維とする。一般にビスコ

ース（Viscose）とは、セルロース原料に苛性ソーダと二硫化炭素を作用させて得られる粘性水溶液をいう。 
66 別名アセチルセルロース（セルロースの酢酸エステル）。綿に無水酢酸・濃硫酸を加えて作る。 
67 天然高分子を化学反応させて異なる高分子とし、これを紡糸原料とする化学繊維であることから半合成繊維という。 
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        出所：同盟通信社[1937]pp.658-666 及び大原[1961]pp.45-55 を参考に筆者作成。 

 

第 1 章付属資料[2] 図１-１ ビスコース法 レーヨン生産工程図 

二硫化炭素                苛性ソーダ 

                                        ↓                 ↓ 

 パルプ→浸漬→アルカリセルロース→圧搾→粉砕→老成→硫化→セルロースキサントゲン酸ソーダ→溶解→ビスコース→ 

 

         硫酸/硫酸亜鉛 

            ↓ 

濾過・熟成・脱泡→紡糸→ケーク→綛繰→精錬→乾燥→製品（綛） 

               ↓ 

製品（ケーク）←乾燥←精錬→乾燥→巻取→製品（コーン）               出所：クラレ[1987a]より抜粋。 

 

 

第 1 章付属資料[3] 表 1-2  レーヨン糸の輸入推移  

 

年  度 輸入（トン）  輸入価格（千円） 平均単価（円/Kg） 

1905（明治 38 年）     0.05   0.5 10.57 

1910（明治 43 年） 87.4 393.6 4.50 

1915（大正 4 年） 82.3 298.4 3.63 

 1920 (大正 9 年) 36.3 563.1 15.52 

1925（大正 14 年） 374.7    824.3 7.53 

1926(大正 15 年) 1,494.9   7380.2 4.93 

 出所：日本繊維協議会[1958]p.406 より抜粋、ポンドを Kg、トンに換算して筆者作成。 

 

第 1 章付属資料[4]  表 1-3  1920 年代（大正後期）のレーヨン糸生産量と輸入量 

 

   年 度 生産量（トン） 輸入量（トン） メ  モ 

1920 （大正 9 年）      91     36  

1921 （大正 10 年）     113     63  

1922 （大正 11 年）     236    102  

1923 （大正 12 年）     354    458 生糸価格高騰。レーヨン需要増 

1924 （大正 13 年）     621    407  

1925 （大正 14 年）    1,451    375  

1926 （大正 15 年）    2,268 1,509 レーヨン糸の品質向上 

出所：日本繊維協議会[1958]p.421）より抜粋、ポンドを Kg、トンに換算して筆者作成。 
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第 1 章付属資料[5] 表 1-4  1933 年（昭和８年）の各国レーヨン糸総原価  

（単位：円/１００ポンド） 

 アメリカ イギリス ドイツ イタリア 日本 

パルプ費   11.0    11.0    11.2    11.4   11.4 

薬品費   38.8   38.2    35.0    29.9   18.6 

労務費   54.3 49.3    36.5    17.6   10.8 

動力費   23.3 22.8    17.3    20.2   11.4 

営業費   28.0 27.0    25.0     8.8    7.8 

  計   155.4 148.3   125.0    87.9   60.0 

    出所：同盟通信社『人絹年鑑』[1937]p.138 の記事を引用し筆者作成。 筆者注： 100 ポンド=454Kg   

 

     第 1 章付属資料[6] 図１-2 

 

    出所：同盟出版社『人絹年鑑』1973 年版 p.685 のグラフを筆者が模写。 

 

 

第 1 章付属資料[7] 図 1-1 アセチレンから酢酸ビニルを得る方法 

 

  ① C2H2 + 2CH3COOH → CH3CH(CH3COO)2 → (CH3CO)2O 

      アセチレン   酢酸        二酸化エチリデン      無水酢酸 

    ・液相で酢酸にアセチレンを反応させる場合、反応速度が高いか、アセチレンガス吹込速度が遅い場合、二酸化エチリデ

ンが生成し、熱分解により 無水酢酸となる。 

  ② C2H2 + CH3COOH → CH2:CHOCOCH3 

      アセチレン   酢酸            酢酸ビニル  
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    ・同様に、反応温度が低いか、アセチレンガス吹込速度が速い場合、酢酸ビニルが生成する。 

     なお、酢酸ビニルから PVA を得る工程は以下の通りである。 

           メタノール         苛性ソーダ 

                       ↓              ↓ 

酢酸ビニル→重合→ポリ酢酸ビニル→鹸化→分離→ポバール（PVA） 

 

            出所：クラレ[1987a]より抜粋。大原[1961 ]付属統計表 pp.110-111 も参考とした。 

   

上図の説明：倉敷絹織は 1938 年 4 月より無水酢酸の製造研究を開始し、翌 39 年 6 月アセチレンから無水酢酸の

合成法を完成した。引き続きアセチレンと酢酸の気相反応の研究を行ない、40 年 7 月に酢酸ビニルの合成に成功

し、同年 12 月に酢酸ビニルの重合法を完成した。 
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第 2 章  戦前戦中期における PVA 系繊維研究と戦後への継承 

－京都大学のビニロン研究に即して－ 

 

                             第Ⅰ節  課  題 

 

本章では、ビニロンのルーツであるPVA系合成繊維68（以下PVA繊維と略称）の研究開発が戦前戦

中期にどのように行なわれていたかを、京都大学での研究事例に焦点をあてて実証的に明らかにし、

戦後への継承について検討するものである69。なお、本章では倉敷絹織の社名を断りのない限り、現

社名のクラレで表示する。ここでの具体的な課題は以下の４点とする。 

 

課題[1] 京都大学における、研究契機・研究内容・到達技術の検証。 

課題[2] 戦後のビニロン工業が発展する際の源流となる民間企業における独自研究の確認。 

課題[3] 戦中期の軍部統制によるビニロン研究の紆余曲折と朝鮮人研究者の重要な役割の確認。 

課題[4] 上記 3 点に関する戦前戦後の間の断続性と継承性の総括。 

 

【先行研究】 

 戦前における京都大学の研究成果を継承して、戦後にクラレが世界に先駆けてビニロン工業化を達

成したことは既によく知られている。例えば日本繊維協議会[1958]70や、日本化学繊維協会[1974]71な

どに指摘がある。しかし、後者の「桜田指導下の京大グループの研究」（p.321-324）では、紡糸後繊維

に対する耐水性付与技術と着色防止技術の説明が中心になっており、原料 PVA の調達方法について

は言及されていない。また同時期の「倉敷絹織のビニロン研究」（pp.326-327）では、同社の友成九十

九博士の資源論と合成繊維への取組みを詳述し、クラレは PVA の中間試験設備を戦災で失って、研

究は進展をみず戦後の再建となったと結んでいる。しかし、技術の継承性にとって重要かつ不可欠な

PVA や中間試験設備に関する検証がなされていない。さらに、戦前の京都大学での研究成果が、戦

後の民間企業や海外へどのように継承されたかには言及されていない。その他、参考文献として、鈴

木[1991]72、井上[2010]73、平野[2011]74、兼田[2012]75などがあるが、これらの論文との関わりについて

                                                  
68 PVAはポリビニル・アルコール（Polyvinyl alcohol）の略称で、合成繊維ビニロンの中間原料である。1944年4月以降は、通称 

ポバール（Poval）と呼称し、PVA と略称されている。PVA 系繊維をビニロン（Vinylon）と命名したのは、1948 年 5 月 20 日の合 

成繊維工業懇話会での協議によるものである。 

69 本稿は、藤本雅之[2010]岡山大学大学院社会文化科学研究科・修士論文（2010 年 1 月提出）をまとめたものである。修士

論文の当該部分は 2012 年 11 月に慶応義塾大学で開催された政治経済学・経済史学会/秋季大会で発表した。   

70 日本繊維協議会[1958]：各論篇ではクラレ、鐘紡、ニチボー各社におけるビニロン生産初期の概要を述べ、総論篇では技術 

事項が詳述されている。クラレは PVA を自給し、鐘紡、ニチボー、日本合成繊維等は、日本合成化学から供給を受けている

ことが書かれている（p.549）。 
71 日本化学繊維協会[1974]：京都大学の「合成一号」の着色問題や、クラレのビニロン・フィラメントに関する記述およびポバー 

ル・ビニロンの技術輸出に関する記述事項には、検証不足による誤認がみられる。これらは、本文上の該当箇所で指摘す

る。 
72 鈴木[1991]：戦後の合成繊維産業に関し経営史的発展過程を概観している。ビニロンはクラレと鐘紡のみをとりあげ、企業 

  の参入意思決定と、その後の発展過程などを概観している。京都大学での発明が戦後のクラレとニチボーに継承された事実 

  には言及していない（pp.117-184）。 
73 井上[2010]：学術論文ではなく人物伝であるが、クラレの動きや大原總一郎の考え方を時系列で捉える上で参考となる。クラ 
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は脚注を参照されたい。同様に視角が異なる。本章では、クラレが原料遡及主義をとった原点を戦前

の同社の研究に見出し、これが戦後の工業化達成に大きく貢献したことを藤本[2010,2012]を踏まえて

明らかにする。 

 

                 第Ⅱ節  戦前戦中期の PVA 繊維研究 

 

ビニロンは戦前に京都大学で発明され、戦後になってクラレが世界に先駆けて工業化した合成繊維

である。ビニロンは今日では産業資材（漁網、ロープ、テント、アスベスト代替等）などに主要な用途が

変化しているが、1970 年代に至るまで、日本の衣料繊維として大きな位置を占めてきた。戦後復興期

の日本では繊維製品が極端に不足していた。また外貨の不足する敗戦後の状況にあって、石灰石な

どの国産資源と自国技術を用いて新規繊維を開発することは重要な意味を持っていた。強く丈夫なビ

ニロンの出現は 国民（消費者）の期待に応えるものであり、世界の中でも先陣をきった工業化の成功

は国民に自信と希望をもたらすことになった。以下では同繊維の研究過程を見て行く。 

 

１．京都大学における研究 

（１）研究の契機 

1936 年 5 月、豪州が行なった対日関税引上げに対し、日本は「通商擁護法」を発令して「羊毛不買」

を決定した。翌年、日華事変が勃発し、日本はアウタルキー経済の道を選択せざるを得なくなった。羊

毛も木綿も産しない日本では、 政府によって人絹スフが国策繊維76として奨励された。しかし、その品

質（繊維物性）は極めて低く、事態を憂えた織物商・輸出商の大阪・伊藤萬商店(伊藤萬助社長)が京都

大学化学研究所77の研究を援助促進する目的で京都大学へ多額の寄付を行なった。この資金をもとに

して、1936 年秋、京都大学化学研究所の中に日本化学繊維研究所が設立された。理事長は京都大

学・総長であったが、役員はすべて産業界から就任78し、設立趣旨に基づき研究の自由を制限されな

い産学協同の形態をとった(桜田[1979]p.444 ほか)。 

（２）桜田グループの研究分担 

                                                                                                                                                  
レのビニロン企業化に対する動向を検証し、理解する際に併用すれば有用である。 

74 平野[2011]：戦前期の研究に関しては、前記の鈴木[1991]よりも詳しく言及されている。戦後期のクラレ動向に対し、著者独 

   自のマーケティング論の評価を加えた点に新規性がある。なお、藤本[2010]の内容と重複する部分があるのは、同じクラレ 

資料に依拠するためである。本稿の元原稿である藤本[2010]は平野[2011]の刊行に先行している。 
75 兼田[2012]：戦後におけるクラレの「ビニロン量産化への挑戦」について、クラレ大原總一郎社長の姿勢を記述（pp.71-85）し 

ている。本稿と内容が一部重複する部分があるのは、同じクラレ資料に依拠したためである。ただし、本稿は藤本[2010]およ

び[2012]を踏襲するものであり、兼田[2012]からの引用は全くない。 
76 スフは綿花と羊毛の代用品として開発され、第二次大戦期に生産が急増した。生産量の 1 位は独、2 位は日、3 位は伊で、 

   スフは三国同盟で結ばれた国が、連合国の綿花・羊毛の輸出制限のために作り出したもので、戦争が生んだ繊維である。し

かし戦況逼迫とともに工場は武器製造工場に転換され国策繊維は一部の工場で老朽化した設備で粗製乱造された。品質は

劣悪そのものであった(井上[2010]pp.165-166)。 
77 1926 年に「化学研究所官制」が公布され、「研究の自由」を旨として設立された研究所で、1929 年高槻に研究所が竣工した。 

1930-1942 年は喜多源逸教授が所長であった（京都帝国大學史[1942]p.1256 ほか）。 
78 伊藤萬商店社長・伊藤萬助、大日本紡績社長・小寺源吾、東洋紡績専務・種田健蔵住友本社理事・山本信夫、大日本紡績 

常務・今村奇男、鐘淵紡績常務・城戸季吉、日本化成専務・野口寅之助、日本レイヨン社長・菊池文吾、旭ベンベルグ)常務・ 

堀朋近（桜田[1969]p.77）。 
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桜田一郎教授は、高分子の基礎研究79と化学繊維の研究を行なっていた。1938 年に米国デュポン

社よりナイロンが公表されたことから、日本化学繊維研究所でも合成繊維の研究に取り組むことになり、

喜多源逸所長（教授）を中心に分担が決められた。小田良平教授グループがナイロンの研究を、桜田

一郎教授グループが PVA 繊維の研究を行なうことになった。そしてここに李升基助教授（川上博助手)、

岡村誠三研究員（のちに教授）らが加わった(桜田[1979]pp.444-445)。 

すでに李升基助教授らが基礎研究となるポリ酢酸ビニルの鹸化実験80を行なっていたことから、桜

田グループは PVA 樹脂から繊維をつくる研究を選択した。その理由は次の通りであった。➀PVA はセ

ルロース81との共通性が多く、既存ビスコース法の紡糸技術で実施できると予測、➁PVA の中間原料と

なるポリ酢酸ビニルは、国産の試験生産品82が入手できる。➂耐水性付与技術は、岡村研究員の大豆

蛋白質繊維83をホルマ-ル化84する実験結果から PVA でも可能と見た。これを李助教授らが実験したが

順調ではなかった。当時は李助教授が紡糸研究を、岡村研究員が重合反応の研究を分担した（桜田

[1969]p.94, [1979]p.444）。 

PVA 水溶液から繊維を得るために、喜多研究室・隅田武彦助教授のビスコース・レーヨンの紡糸試

験設備を借用してそのまま使い、蛋白質人造繊維の後処理法に準じて、紡糸後繊維にホルマール化

処理をしたが、繊維は収縮、膠化（こうか）して難航した。その後 1939 年 9 月になって、ホルマール化を

緩い条件から順に三段階で処理する方法を見出して成功した。これが「合成一号 A」となった(川上

[1969A(2)]ｐ.264)。 

1939 年当時の研究室では、喜多、桜田両教授の指導下で実務は李升基助教授が主導し、川上博

助手（紡糸・後処理）、吉増鉄太（PVA 製造）、中西寿子（繊維試験）らスタッフは 3 名であったが、

1940-1941 年には、京都大学卒の新研究員と民間企業から派遣された多数の研究員85が順次増加し、

研究の成果も向上した(川上[1969A]p.268,[1969B(2)]p.391-392)。 

（３）研究の経過 

（ⅰ） 「合成一号 A」の完成 

1939 年 10 月 4 日、李升基助教授により、「合成繊維に関する研究・第 2 報」として、「ポリビニル・ア

ルコール繊維の研究」が京都大学日本化学繊維研究所講演会（会場：大阪綿業会館）で発表された86。

                                                  
79 高分子の化学反応、X 線図的研究、双極子能率、粘度、拡散などの研究を指す。 
80 鹸化反応で PVA をつくることは、1927 年に W.O.Herrmann, W.haehnel らの学術論文と、H.Staudinnger,K.Frey,W.Starck らの

学術論文がドイツ化学会誌に発表されている。桜田グループでは李升基助教授が、外部より購入した酢酸ビニルをメタノー

ルやアセトンに溶解し、苛性ソーダ（NaOH）で鹸化して PVA とする実験を行なっていたことを指す。当時の京都大学には PVA

を生産できる技術と設備はない時代で、実験室でのビーカースケールに頼った。 
81 Cellulose：植物の細胞膜や繊維の主要成分をなす多糖類で繊維素ともいう。繊維、紙の原料として使用される天然高分子で

ある。人造絹糸やレーヨン、セロハン、アセテート、ニトロセルロースなどの製造に用いる。水酸基（酸素と水素）から成る。 

82 当時は市販の PVA はなかった。日本窒素、日本合成の 2 社がカーバイドから酢酸ビニルを試験生産していたので、これを購

入して中間原料に用い、実験室で鹸化反応を行なって PVA をつくったという桜田説が正しい。飯島[1981]は、当時の日本で

は 2 社が PVA を試験生産していた（同 p.200）としているのは、引用元は明記されていないが誤記であろう。 
83 大豆蛋白質を苛性ソーダ（NaOH）に溶解して紡糸した繊維をホルマ-ル化処理して、耐水性の高い繊維を得る実験をいう。 

84 ホルムアルデヒド[HCHO]40%水溶液）で処理すること。「ホルマリン処理」、「ホルマール化」、「アセタール化」など研究者によ

り語句の表現が異なるが同義語である。本稿では断りのない限り「ホルマール化」に統一する。 
85 この頃に活躍した研究スタッフは次の通りである。松岡通禧[紡糸/日紡]、人見清志[熱処理/京大]、長井栄一[凝固/京大]、

平林 清[繊維の微細構造/京大]、金原康助[PVA 研究/朝鮮出身]、道堯繁治[PVA 製造/日紡]、陶山英成[アセタール化/三

菱レイヨン]、上月栄一[アセタール化/三菱レイヨン]、竹城富雄[アセタール化/京城紡績] (川上[1969B2].pp.391-392)。 
86 桜田グループの「合成繊維に関する研究」報告会での、第一報は塚原助教授の「ポリスチレン繊維研究」で、第二報が李助
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これが PVA 繊維の 初の成果で、「合成一号 A」の報告であった（李[1939]pp.51-69）。この研究ではド

イツのヘルマン（W.O.Herrmann）博士らの学術論文等87を参考に、日本で市販されていない PVA 樹脂

を試作することから始めた。また「合成一号 A」は、紡織繊維としての実用水準には至らなかったもの

の、ホルマール処理により耐水性を改善88したという点で画期的であった。耐水性については未完成89

であったが、｢合成一号 A｣の繊維物性（強度・伸度）は優れており、乾燥時にはナイロンより多少劣る

が、同時期に工業化されたドイツの PeCe（ペーツェー）繊維や米国の Vinyon（ビニオン）などのポリ塩

化ビニル系合成繊維に比して、熱軟化温度はかなり高かったことから、講演会の直前には記者会見も

行なわれた(桜田[1979]p.445)。 

 新聞各紙は挙って、「合成一号 A」の発明を称賛し、この発明に至る過程での朝鮮人研究者の活躍

ぶりを取り上げた。次の①➁は講演会に先がけての記者会見時のもの、➂は講演会 3 週間後の記事、

④は京都大学新聞による李博士90インタビュー記事である。 

【新聞各紙の報道】 

① 大阪朝日新聞：1939 年 9 月 29 日 夕刊 2 面 

 「“ナイロン”顔負け 戰時下 『新纎維』に凱歌！半島出身学徒が發明」の見出しで、「新しい合成繊維

が朝鮮出身の京大助教授工學博士李升基氏を中心として發明され・・斯界の注目を浴びてゐる。殊に

ナイロンと異なって染色が自由自在で、しかもこの製造も各人絹工場で現在使用してゐるヴィスコース

式紡糸機をそのまま利用できる點などからこれが生産費はスフより若干高い程度とみられてゐる」と報

じられている。 

② 京都日日新聞：1939 年 9 月 29 日 2 面 

 「吹飛ぶ“羊毛飢饉”ナイロン凌ぐ驚異の新纎維 京大李助教授の發明」の見出しで、本文で次のよう

に報じている。「京大化學研究所では、羊毛輸入難克服のため所長喜多源逸教授、櫻田一郎兩博士

指導下に李升基博士が中心となり、研究員塚原巖學士の協力を得て日本絹の一大強敵撃□（筆者

注：判読不可能）の研究を重ねてゐたが、この程つひに獨得の新しい合成纎維を完成し、「合成一號」

の假稱の下に來る十月四日大阪綿業會舘で開催される日本化學纎維研究所講演會の席上華々しく

公開報告することゝなった」。李博士の指導教授櫻田一郎博士は語る「李君の研究は理論的に考察さ

れたものを短時日の間において實際化したものですがナイロンより廉價に製造出來る」。さらに「李升

基博士は全羅南道出身、京大卒業後、母校で化学纎維の研究を續け、化學教室の助教授に迎えられ

本年 1 月半島人 初の工學博士の學位を獲得 郷土のホープとして将来を樂しませてゐる、取って卅

五歳の靑年學徒である」と詳しく紹介している。 

➂ 東京朝日新聞：1939 年 10 月 25 日 5 面 

                                                                                                                                                  
教授の報告であった。この研究成果が得られたのは講演会の半月前であった。「合成一号」の名称は新聞記者の要求で、即

座につけた名称である（桜田[1974] p.53)。 

87 ドイツ特許：水溶性 PVA 繊維 Synthofil 特許番号：D.P 685,048[出願日：1931.3.10 発明者：W.O.Herrmann. W.Haehnel.[特許

権者：Chemische Forschungsgesellschaft.m.b.H 
88 ホルムアルデヒド[HCHO]40%水溶液）で処理することにより、本来水溶性である PVA 繊維を常温水ないし沸騰水にまで不溶

にする度合をいう。「ホルマリン処理」、「ホルマール化（ FA 化」、「アセタール化」など研究者により表現が異なるが同義語で

ある。本稿では断りのない限り、京都大学と同じ「ホルマール化」に統一する。 
89 この時点では、湿潤時の軟化温度が 50-60℃までに向上したものの、一般用途の繊維としては未完成であった。 
90 学位論文「繊維素誘導体溶液の導電的研究」により、1936 年 1 月 16 日に工学博士の学位が授与された。 
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 「石炭と石灰を原料に纎維の合成に成功 半島出身學徒が發明」の見出しで、科学欄に特集された。 

下記は「合成一号」の製法・特性などにつき、記者が李博士の談話をまとめたものである。 

「製法は、米国のナイロンが石炭を原料とするのに対し、合成一号は石炭と石灰を原料とすることか

ら、プロセスが簡単でコストが低廉である。ドイツの P・C（ペーツェー）に比較しても、塩素が不要である。

石炭と石灰からカーバイドを作って水を加え、出来たアセチレンから酢酸をつくり、さらに親のアセチレ

ンに子の酢酸を加えて、酢酸ビニルからポリ酢酸ビニルにする。ここまでは既に工業化され、ベークラ

イトの様な用途に使われている。これを鹸化して PVA にすると白色の粉末になる。これを溶解して紡糸

する。合成一号の強度は木綿に等しく、人絹の 1.5 倍、羊毛の 2.5 倍である。ナイロンは絹を駆逐する

ために作られたが、合成一号は絹・羊毛に近い繊維で、絹、羊毛、綿、スフのいずれの代用にもなる」。 

④ 京都帝国大学新聞：1939 年 10 月 20 日 1 面 

 「“合成一號”高槻に李博士を訪ねて」（見出し）で、本文は次のように報じている。「『合成一號』研究

発表あって以來助教授李升基工學博士の名はあまりにも有名であり『合成一號』が世界纎維界に投か

けた光はさながら当方の新星である。記者はその星を地上に見ることができたらばと、秋やうやく深い

一日大阪府高槻にある化學研究所に博士を訪れ、話を伺ってみた。（中略）研究の動機、問題点、合

成繊維とは、ナイロンとの比較などに触れられ、生産コストは従来の人絹（スフ）より高いが、電力 カー

バイドから作るので電力費を抑えれば引下げ可能であるが、これは企業家がやること。大阪の発表会

では学徒の立場で発表した。話し終わって記者はそのサンプルを見せてもらった。小さく束ねられた繊

維は真綿の感触で、艶やかな白さを持ち、引っ張ってみて以外に強靭なのに驚いた」。 

 

見られるように、当時の新聞各紙の紙面には時局を反映し、センセーショナルな表現が多い。そして

各紙とも李助教授の発明を、日本の誇りであると称賛している。各紙の見出しは、植民地出身者の発

明であることを強調し、種々のハンディを超越した努力を称賛している。本文の記事でも出自に対する

偏見等は微塵も感じさせない。これらの記事には時代を経た現代でも、李博士の真摯な態度が紹介さ

れている。「合成一号 A」の特質と植民地出身研究者の貢献に関する新聞各社のこうした大々的な報

道については、これまで注目されてこなかった。 

 講演会を前にして桜田教授は、化学繊維研究所の理事・今村奇男（当時大日本紡績=ニチボー重役）

から、至急に特許出願を勧められた。事前の特許調査（watch）では、当該の先願発明はなく、講演会

が数日後に迫っていたことから急遽、大学の事務室を通して出願し 10 月 2 日に受理された。後日、こ

れに対して異議申立て91があったが、京都大学側の主張が通り特許査定され特許番号 147958 号とな

った (桜田[1969]pp.97-98)。 

 

（ⅱ）耐水性向上の乾式熱処理法発明 

研究室では 1939 年秋から 1940 年夏にかけて、「合成一号 A」の課題である耐水性の向上研究に集

中した。 初に実施したのは、ビスコース溶液（セルロース）と PVA 水溶液の混合紡糸であった。両者

                                                  
91 異議申立者の所属・氏名などに関して、桜田[1969]は言及していない。筆者は 2010-2011 年度に、特許庁で保管される申立

書の検索をしたが、戦前の当該書類はデータベース化されておらず見つからなかった。従って検証未済である。 
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間に相溶性はない92が、耐水性（=水中軟化点）には向上が見られた。ここで重要なヒントになったのが

喜多研究室・淵野桂六研究員の結晶水93を含有したセルロース（水セルロース）の発見のことであった。

これは室温以下の温度には安定であるが、水洗、乾燥を室温以上で行なうとセルロースⅡ（結晶水を

持たない）に変化する。この経験則から、紡糸後 PVA 繊維を高温処理すれば、セルロースⅡに近い状

態になり耐熱性が向上するとの予測が的中した。この結果、PVA 繊維を 130-210℃の空気中で熱処理

した後にホルマール化することにより、繊維の収縮・膠着はなく、沸騰水にも耐えるものが得られた（桜

田[1979]pp.445-446）。淵野桂六研究員による結晶水を含有したセルロース（水セルロース）発見につ

いて先行研究では触れられていないが、この発見は乾式熱処理法にとって重要なプロセスであった。 

  

（ⅲ） 「合成一号 A」から「合成一号 B」へ 

「合成一号 A」の耐水性改良研究の経過が 1940 年 10 月 8 日、前回同様に大阪綿業会館にて李升

基助教授により報告された。これが「合成一号 B」である(李升基・川上博・人見清志[1940]pp.115-138)。 

「合成一号 A」から「合成一号 B」への改良点は、繊維の「軟化点」と「水中軟化点」の向上による耐水

性の引き上げであった。これにより桜田グループが試作したPVA繊維は、ようやく天然繊維に代替しう

る実用可能な合成繊維として完成を見た。「合成一号 B」についても、新聞は大きく取り上げた。以下

は李升基助教授の「合成一号 B」発表翌日の新聞に次のように掲載された。 

京都日日新聞：1940 年 10 月 9 日 5 面  

 見出しは、「世界一の新纎維 京大李博士にまた世紀の凱歌 輝く新合成一號 B」で、その概要は次

の通りであった。昨年、「合成一号 A」を発表した李升基博士は、これに改良を加える研究を重ね、新た

に「合成一号 B」を完成し、10 月 8 日大阪綿業会舘でこれを発表した。先の「合成一号 A」の耐熱、耐湿、

強伸度等を全面的に改良したもので、工業化には、世界一と言われるわが国ビスコース式人絹工場の

設備をそのまま使用できる利点があると称賛している。当時は国策への協力が要請されていた94。 

  

当時の新聞記事の特徴として、特に見出しをセンセーショナルに書き立てる傾向があるが、朝鮮人

研究者に対する偏見等は微塵もなく、日本人扱いで過剰な称賛ぶりである。戦時ゆえに報道機関は国

民を鼓舞するという使命感を帯びた時代背景にあったことを物語るものである。 

 

（ⅳ） ｢合成一号 B｣の難点とその改良結果 

 「合成一号 B」の耐水性は格段に向上したが、熱処理による PVA 繊維の着色（褐色化）という難点が

残された。この点を改良するために、李升基助教授を中心に研究が続けられ、着色は PVA の軽度の

酸化分解によって起こると見られた。PVA がアルカリを不純物として含有することが酸化促進の原因と

見て、紡糸原液の pH 変更試験の結果、pH3 以下では肉眼的に白色であった。この結果、硫酸マグネ

                                                  
92 Compatibility.ここではビスコースと PVA では均一に混和する性質がないことを意味する。 
93 Water of  crystallization. 物質の結晶中に化合状態で含まれる水のこと。例えば炭酸ナトリウム[Na2CO3・10H2O]などの 

   10H2O を指す。 
94 当該記事の下段には、「國策へ恊力 新興代用品展開幕」の見出しで、国策代用品普及、戦時物資活用、代用品工業三協 

  会主催の、“大日本新興代用品展覧会”は 8 日午前 9 時より京都大丸 6 階を会場に華々しく開幕された旨の記事があり、当 

  時の時代背景を表わしている。 
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シウムや硫酸亜鉛を用いて紡糸浴の pH を変更して同様の効果が得られた。この結果は、1941 年 10

月 14 日、李升基助教授により、日本化学繊維研究所の講演会で報告された（桜田[1979]p.446）。本稿

では便宜上、これを「合成一号 B 改良品」と仮称して区別した。第２章付属資料[1] 「合成一号 A」の研

究内容、同付属資料[2] 「合成一号 B」の研究内容、同付属資料[3] 「合成一号」の性能経過を各参

照。 

 

乾熱処理法の発明で耐水性を改良した「合成一号 B」と、着色性を改良した「合成一号 B 改良品」に

ついて、1940 年 6 月-1941 年 10 月に順次 5 件の特許が出願され、全て特許登録された95。特許番号

は、①第 157076 号 ②第 159234 号 ➂第 159235 号 ④第 159236 号 ➄第 159969 号であった（①と

➄は「合成一号 B」、➁➂④は「合成一号 B 改良品」の特許である）。 

  

この着色問題は、日本化学繊維協会[1974]によると、京都大学では着色要因が PVA に吸着されて

いるアルカリにあることを見出した。この結果、工業的な PVA 繊維製造時において、pH 調節の不便を

感じない簡単な方法による熱処理時の着色防止法が見出され 1941 年秋に成功した（pp.323-324）とい

う。しかし、別章では、着色問題は未解決であったが、戦後にニチボーによる生産技術の改善の結果

により成功したと記述している（p.490）。この件に関する筆者の調査結果では、脚注に示すように後者

が正しいと判断された96。 

 

(ⅴ)日本合成繊維研究協会の設立 

1938 年米国でナイロンが発明された当時の日本では、ナイロン恐るべしと、恐るべからずの甲論乙

駁であった。当時の化学技術の急速な進歩に対処するために、官民一致して日本に合成繊維に関す

る一大研究機関を設置することになった。推進役は、桜田の研究室に 初のナイロンのサンプルを提

供した荒井渓吉97であった。荒井の発案により、京大・桜田一郎教授、東工大・星野俊雄教授、阪大・

呉裕吉教授の3人が商工省、農林省とその研究所、繊維や化学関係会社をまわり、民間から400万円

の寄付金を得て98、政府から毎年 10 万円の援助金を受けて 1941 年 1 月に正式発足した。 

初代理事長には、当時の商工次官・岸信介が、副理事長には、阪大の真島利行教授、京大の喜多

源逸教授、東大の厚木勝基教授が就任し、東大、東工大、阪大、京大の 4 か所に研究室が設置され、

学界や産業界から多数の研究者、技術者が参加して研究を推進し、技術の開発に努めた99。なお、こ 

                                                  
95 これらは大阪・竹田吉郎弁理士事務所を通じ出願された。特許の年金納付は3年間のみで、その後納付されず5件とも1946

年に権利消滅した（川上[1969Ｂ(2)]。年金未納付は当時の化学研究所の資金難によるものであった(桜田 969]107-108)。 
96 日本化学繊維協会[1974]は、同一書の中で整合性に欠けるのは、執筆者が異なるためであり、加えて検証不足でもある。な

お、当事者の川上博によれば、1940 年当時の「合成一号 B」では種々の対策試験を実施したが完全には改良できなかった。

その後、高槻の中間試験場でも純白な繊維を造ることはできず、これを完全解決したのは工業化での着色防止技術の向上

であった(川上[1969B(1)]という。筆者の調査では、ニチボー特許「ポリビニル・アルコール繊維および成形物の熱処理時にお

ける着色防止法」特許第 263795 号（1960 年 3 月 4 日公告）を指すと見られ、川上説が正しいと判断する。 
97 東大機械学科卒。当時、富士紡富士工場技師長で、後の高分子学会・常務理事となった。 
98 日本合成繊維研究協会出捐会社一覧：鐘紡、大日本紡、東洋紡、日東紡、大日本セルロイド、内海紡、三井鉱山、住友化学、

富士紡、帝国人絹、東洋レ、日本油脂、東洋綿花、日本曹達、日産化学、日本窒素、日本化成、満洲電化、倉敷絹織、味の

素、棉花輸入統制協会などである（日本科学史学会編[1966]p.296）。 
99 学界からは、祖父江寛、神原周、小田良平らが指導的立場で、若手層では、岩倉義男、村橋俊介、岡村誠三、李升基らが 
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の日本合成繊維研究協会により、京大の高槻化学研究所内に、PVA 系繊維「合成一号 B」の中間試

験場が設置された(桜田[1969] p.108-110)。 

 

（４）中間試験場の設置運営 

上述のように、1941 年 1 月、「合成一号 B」の工業化試験のため、高槻の化学研究所内に中間試験

場が設置され、研究スタッフも川上助手以下 13 人余に増加した。これは既存の「日本化学繊維研究

所」の研究費に加え、日本合成繊維研究協会の資金によるものであった。1942 年 2 月からの予備操

業では、昼夜連続の三交替で装置を運転し、多数の運転要員が参加した。翌 43 年 2 月から 3 月にか

けての 1 か月の連続運転により、合計 850Kg の「合成一号 B」が得られた。これらの操業試験は、その

ころ助教授から昇任した李升基教授が実際上の責任者となり、川上博助手とともに従業者を指揮した

(桜田[1979]pp.446-447)；桜田[1969]p.110）。ここでは、外部より購入した中間原料のポリ酢酸ビニル

を鹸化して PVA を製造する工程から紡糸までの全工程を実施した。高槻に中間試験場が設置された

ことについて当時の新聞は次のように報道していた。 

読売新聞 1941 年 2 月 13 日 夕刊 2 面 

 「強さ羊毛の四倍 京大の新合成繊維工業化へ」の見出しで、本文は以下のように報道された。 「米

国のナイロン、ヴィニヨン、ドイツの P・C 繊維など有名な合成繊維に比して遥かに優秀だと折紙をつけ

られた京大化学研究所李升基博士発明の化学繊維「合成一号」が研究室から大量生産の工業化へと

繊維王国日本の名誉にかけて工業試験に乗り出すことになった。強度は羊毛の約 4 倍、伸度は

20-30%、染色が自由で、保温度は羊毛程度、触感・光沢も申分なく、利用範囲も衣類全般に適し、製

造は従来の人絹工場のヴィスコース式紡糸機をそのまま活用できるので、工業化も極めて容易であり

生産コストはナイロンに比して遥かに低い」。 

 新聞報道された「合成一号 B」の物性については、やや過剰表現である。ここでいう染色が自由とは

ナイロンに比較すれば良好と解釈すべきである。またヴィスコース式紡糸機をそのまま活用できるので

工業化も容易との表現は、読者向けに分かり易くした表現であって現実的ではない。石灰石を出発原

料とすることからコスト低廉は事実であるが、これまでの実験室から中間試験場へスケールアップした

ことによる希望的観測であると見る（藤本）。 

 

（５）製造工場計画書の作成 

その後、高槻の中間試験場では、「合成一号」の工業化プランを立案する話が起こり、倉敷絹織（ク

ラレ）、ニチボー、東洋紡績、日本レイヨンの 4 社から中間試験場へ技術者が派遣され100、その業務に

従事した。日産 1 トン・プラント計画「羊毛様合成一号製造工場計画書」が、1942 年 9 月 30 日に完成し

た。この計画書には、原料 PVA の製法101、紡糸工程、後処理工程のほか、原料薬品の原単位や原価

                                                                                                                                                  
活躍した。産業界からは、倉敷絹織（クラレ）の友成九十九、東レの種村功太郎、星野孝平、鐘紡の矢澤奨英、東洋紡の中 

島正、帝人の桜田健二、ダイセルの和田野基礎らが有力なメンバーであった（桜田[1969]pp.108-110）。 

100 クラレ（満谷）、ニチボー（南）、東洋紡（橋本）、日本レイヨン（小山）の各技術者であった。  

101 具体的には、外部購入したポリ酢酸ビニルを粉砕し、メタノールに溶解する。それを苛性ソーダで鹸化したのち、圧搾・粉

砕・洗浄・乾燥によって原料 PVA をつくる（連続重合方式ではない）。これを溶解、紡糸、緊張乾燥、除塩、熱処理、ホルマー

ル化、水洗・切断・乾燥する工程と、メタノールと紡糸浴の回収までが含まれている。 
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計算までが含まれていた。しかし、戦局の悪化とともに資材の入手や原料の供給が不可能になり、計

画は中断した。この取り組みは戦後になって各社が工業化に乗り出す際に基礎資料として大いに貢献

した（桜田([1974]p.54,[1979]pp.446-447)。 

 こうした経緯についてこれまでの研究は検証してこなかったが、「羊毛様合成一号製造工場計画書」

には、PVA 系繊維の戦前期における到達水準が示されており、戦前戦後の合繊技術における継承性

を理解する上で重要な事実である。 

（６）軍部統制 

桜田の回想によれば、軍部要請による「合成一号」の用途開発も行なったが、桜田は研究者として、

もっと戦力増強に寄与する研究を行なうべきであると考えた。「合成一号」以外では、軍部の要請によ

りポリ酢酸ビニルから PVA を製造した。これは他所へ送られフィルム化して油送袋をつくり、海を曳航

する目的であった。しかし、本式には使用されなかった（桜田[1974]p.54）。 

終戦までの 2 年間は、戦局の悪化による資材・原料不足から、目前にあった PVA 繊維の工業化が

絶望的となり、繊維研究自体が困難になった。軍部は研究成果の全てを直接的な戦力増強に向けるこ

とを要請した。日本合成繊維研究協会は合成繊維を事業対象とすることが許されず、1944 年 3 月、「高

分子化学協会」に名称変更した。同協会はプラスチック、ゴムを含む高分子物質全般に研究対象を広

げることを余儀なくされた（古川[2012]p.26）。 

（７）李升基博士の憲兵隊拘置と離日 

1944 年 5 月、李升基博士は教授に昇格した。このころ戦局は次第に日本に不利になっていた。44 年

夏、陸軍部から 李博士に対し、PVA 樹脂を軍需用に切替える研究を行なうよう軍令が下された。同博

士は「自分の研究が 後には民族を裏切る」との考えから、この軍令に抵抗し仕事を遅延させた。この

結果 1945 年 7 月 22 日、治安維持法により大阪憲兵隊に拘留された（李[1969]pp.24-33）。この詳細は

公表されず、李博士が計画に異を唱えた事実は知られていない。朝鮮人研究者が科学研究の先端に

立ち、同分野の軍事化が進む中で離反していた事実があった。植民地朝鮮出身者が戦前期の合成繊

維開発を先導していたこと、また研究成果を軍事転用することに反対し、拘留されていた事実は注目さ

れてよい。同博士は結局、45 年 8 月 15 日の終戦により釈放された。 

李升基博士の離日送別会は 1945 年 11 月 3 日、旧明治節の日に高槻の化学研究所・中間試験場で

開かれ、師弟関係にあった川上博助手も加わり、全員で終始なごやかに過ごした。李博士はにこにこ

しながら挨拶し、大阪の築港から釜山港へ向かった。この離日を機に李博士の日本における研究活動

は、やがて北朝鮮での活動へ新たなページを重ねることになった（野口衡[1969] p.69）。第２章付属資

料[4]「研究陣のその後」参照。 

２．クラレにおける研究 

（１）研究の経緯 

 クラレは 1935 年から合成繊維に関する調査をはじめ、資源的考察から酢酸ビニル系合成繊維の将

来の発展を予想し、1938 年からは自給可能なカーバイドを原料とする PVA 系繊維に研究を特化した。 

takeda-h
テキストボックス
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1939 年京都大学の「合成一号 A」が発表され、資源の自給化を追求する自社構想に合致したことから、

京都大学との連携のもとに工業化研究を積極的に推進した。この背景には、無水酢酸合成の際の副

反応で生成した酢酸ビニルが主役となり、PVA 及び同繊維の一連の研究が導かれたことにある（第 1

章 pp.21-22 参照）。 

当時は PVA の市販品はなく、原料遡及主義のクラレ以外は PVA を自前で作る技術を持たなかった。

京都大学「合成一号」や鐘紡「カネビヤン」は、外部薬品メーカーから一般的な「酢酸ビニル」を購入し

て、これを実験室（バッチ式）でメタノール重合してポリ酢酸ビニルとなし、これをアルカリ鹸化後に分離

して PVA を得ていた。このことを先行研究は無視している。 

（２）PVA 中間試験設備の設置と軍部統制 

京都大学から「合成一号」が発表されてから、クラレはさらに一歩進めて、カーバイドから PVA 繊維

までの一貫的製造工場の確立を目指した。1940 年 10 月には PVA 及び同繊維日産 10Kg の中間試験

設備を設置し、研究を推進した。42 年 10 月には、日産 200Kg の工業化試験プラントの建設に着手し、

43年12月に完成した。戦局の逼迫から、PVAを飛行機の補助タンクの耐油性皮膜や特殊軍需資材用

に開発、製造が要請され、研究の重点は軍需優先となった。その後、空襲で被災したため、工業化試

験の段階まで進めながら中断し、戦後の再開を待たねばならなかった（クラレ[1987a]）。 

クラレは海軍の要請により、1943 年 12 月に倉敷航空化工となり、岡山航空機製作所(岡山工場)、航

空機材製作所(倉敷工場)へ転換した。ここでは海軍練習機製作のため、PVA 繊維の研究は中断した。

しかし、PVA 樹脂のみは、航空機用の塗料として細々と製造が継続された。 

（３）クラレと京都大学との関係 

 京都大学の高槻中間試験場は 1942 年 2 月と 5-6 月に予備運転を行ない、翌 43 年 2 月-3 月にかけ

て昼夜連続操業を実施して 850Kg の繊維を得た。倉敷絹織（クラレ）は京都大学の研究に参加しなが

ら、自社の研究所で PVA の研究を続行した。桜田[1978]によれば、「合成一号」発表の翌日にクラレの

友人・中村道夫が桜田を訪ねて、同社でこれを工業化したい意図を伝えた。さらに「合成一号」工業化

プラン立案の業務にクラレの満谷は、他社技術者とともに参画した。中村は桜田と京都大学工業化学

科の同期生である。またクラレの友成九十九研究所長と桜田は、ドイツ留学時代からの親友であった

（上掲 p.55）。クラレの友成は、桜田の研究に協力し、高槻中間試験場の試験設備は、工業化に も進

んだ技術を持ったクラレ技術者が、主として設計に当たった（クラレ[1980b]pp.22-23）。このようにクラレ

と京都大学の緊密な連携があった。 

 

３．鐘紡における研究 

京都大学と同時期に鐘紡でも、独自に PVA 繊維の研究が行なわれ、「カネビヤン」（kanebiyarn）の

名称が付されていた。これについては当時同社で研究を担当した矢澤将英博士102の論文からその概

要を知ることができる。 

（１）研究の経緯 

鐘紡の研究者・矢澤博士は、武藤理研(後の鐘化中央研究所)で1938年後半から酢酸ビニル系繊維

                                                  
102 1931 年東京大学工学部卒業。鐘紡在籍（1931-1955）、旭化成在籍（1955-1963）1967 年紫綬褒賞。 
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の研究を行ない、ついで淀川工場で 1939 年に PVA 樹脂を研究し、淀川更生絹糸103工場で硫安浴を用

いる PVA 紡糸の試験を行なった。この結果を総括し、PVA 繊維の本格的研究を開始したのは、1939

年7月に矢澤博士が武藤理研に合成繊維研究部を創設した時からであった。これに先立ち、鐘紡は原

料確保のため 1939 年 1 月、酢酸ビニル生産の日本合成化学工業と資本提携した104。 

 1939 年に矢澤博士が、PVA 紡糸繊維の塩類浴熱処理法を発明（特許第 153812 号）した。その後、食

塩・塩酸を触媒とする「後処理アセタール化」試験に成功し、続いて硫安浴中でアセタール化（筆者注：

ホルマール化と同義）する知見を得た。この間に京都大学より「合成一号 A」の研究発表（1939 年 10 月

4 日）があり、同繊維も「後処理アセタール」であることが明らかになった。第２章付属資料[5] 「京都大

学と鐘紡の特許相違点」 参照。 第２章付属資料[10] 「第 2 章関連の特許資料」参照。 

 

 「カネビヤン」の耐水性は、当初 60-65℃であったが、塩類浴熱処理の好適温度（130-140℃）を見出

して、耐熱性は 180-200℃で、熱湯煮沸でも収縮しないものを得た。しかし、煮沸水以上の高温では湿

気の存在で収縮しやすい欠点があった。一般衣料用繊維として使用できるが、時局柄から特殊用途

（軍用防寒衣料）で試験実施した（矢澤[1968(1)] pp.354-355）。 

「カネビヤン」の基礎技術は特許第 153812 号により完成し、1939 年末に長繊維（フィラメント）の婦人

靴下とメリヤス(丸編)の試作に成功した。1941 年 1 月には資金調達法のもとに、日産 500-1,000 ㎏の

試験工場建設の計画を申請し、3 月に許可された。12 月に国家総動員法による研究命令（第 6 号）が

下付されたのを機に原料難に陥っていた更生絹糸工場をカネビヤン試験工場に改変し、1941 年末に

運転開始した。しかし、原料の酢酸ビニル樹脂が軍需用途に動員され105、同工場は試験生産（月産1ト

ン）の域を脱し得なかった(矢澤[1968(1)]p.355)。 

（２）軍部統制と耐油材料への転換 

 1942 年 5 月に「カネビヤン」剛毛の試作に成功し、その試作品は、陸軍被服廠に防寒用衣料として

納入した。防寒シャツ、靴下、手袋などは満洲の関東軍に配給され、その性能は好評であったが、酢

酸ビニル樹脂の軍需用途への動員から続行できなかった(武藤・松田[2010]pp.170-171）。 

時局の要請は火急であることから PVA 繊維の工業化研究を中断して、PVA フィルムの研究・試作

に転じた。1942 年秋以降は、研究陣を総動員し軍関係の耐油性用途の研究を開始し、1943 年初め

に軍用途の「油送袋」の開発に成功した。この油送袋は油とゴムを一緒に南方から日本への輸送に

使用する目的であった（(矢澤[1968(1)]p.356)。第２章付属資料[6] 「鐘紡の油送袋」 参照。 

（３）鐘紡と京都大学の関係 

京都大学の日本合成繊維研究協会が高槻に中間試験場を建設して｢合成一号 B｣の予備操業を実

施したのは 1942 年 2 月である。ここに社員を派遣していたのは、クラレ、ニチボー、東洋紡績、日本レ

イヨンの４社で、鐘紡は同協会の主力メンバーでありながら、これに参画していない。このことから、同

社は前年の 41 年 12 月、淀川工場に日産 0.5 トンの試験プラントを建設し、同年末から自社独自の「カ

                                                  
103 精錬した屑繭、絹紡の屑糸を溶解して人絹のように紡糸し絹糸の再生をはかり、鐘紡では「更生絹糸」と呼んだ。 
104 鐘紡が日本合成の株式の 70%を持つ契約が成立した。 

105 日本合成化学工業(株)からの酢酸ビニルの供給量が削減されたことを意味する。外部依存の欠点である。 
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ネビヤン」の試験運転をしていたとことになる。特許関係では、京都大学の「合成一号 A」特許に異議

申し立てをしたのは鐘紡であった。また熱処理の特許では、逆に京都大学側が鐘紡に異議申し立て

を行なっている（井上[2006]p.104）。こうした特許上での拮杭した状態もあった。 

 

第Ⅲ節  戦後の化学工業への継承 

 

戦時末に中断した PVA 繊維研究は、戦後直ちに各社で再開された。京都大学では、1946 年11 月に

任意組合「合成一号公社」が設立され、民間ではクラレ、鐘紡、三菱レイヨンもそれぞれ研究を再開し

た。1948-49 年頃には工業化研究が進み各社で技術的基礎を固めた。 

日本経済は、戦後の疲弊から立ち上がり始めた時期で、繊維は国民生活の必需量を満たせず、経

済的自立の指針が決まらない困難な状態にあった。国内資源の開発によるビニロンの工業化は、国

際収支の将来に不安を抱く日本経済再建の一環として時代の脚光を浴びることになった。 

1948 年 10 月の経済復興 5 か年計画に合成繊維が組み入れられた。翌 49 年 5 月には、繊維生産

審議会の合成繊維臨時部会から商工大臣に答申された「合成繊維工業急速確立の件」が省議決定さ

れた。政府は資本と技術を集中して、繊維産業及び関連産業の積極的協力の下に早急に合成繊維の

経済単位工場を建設する意図を明示した（大原[1961]pp.170-171）。 

各社の経験、現有施設等の事情に鑑み、（１）先発担当企業については、ポリビニル・アルコール繊

維は倉敷レイヨン（クラレ）、ポリアミド系繊維は東洋レーヨンが選定された。（２）工業化試験を主とする

工場の復元又は建設については、ポリビニル・アルコール系繊維は、鐘紡淀川工場、合成一号公社高

槻工場、三菱化成大竹工場、ポリアミド系繊維は日本レイヨン宇治工場が選定された（日本化学繊維

協会[1974]pp.478-479）。以下では、各企業別にその動向を見て行く。第２章付属資料[7] 「日本化学

会化学技術賞」 参照。 

 

１．クラレの場合 

倉敷工場に復元した試験プラントは、1948 年 4 月 27 日に操業式が挙行された。カーバイドから繊維

までの一貫製造方式で、戦前の岡山研究所の試験プラントと同規模であった（カーバイド：6 トン/日、

PVA 繊維：200Kg/日）。操業式に参列した京都大学・桜田教授から PVA 繊維を「ビニロン」（Vinylon）と

命名する提案があり、5 月 20 日の合成繊維工業懇話会での協議により採用された（クラレ[1987a]）。 

（１）世界初の工業化達成 

クラレは 1949 年 2 月の取締役会で工業化を決定し、工場建設計画書が GHQ に提出された。第 3

次吉田内閣は、マッカーサーから示された「経済安定 9 原則」の遂行を至上命令とされた。その第 8 項

には「重要国産原料・製品の増産｣がうたわれていた（井上[2010]pp.174-176）。上述のように、1949 年

5 月に、商工省はクラレを指定して集中生産を行なう方針を決定した。同社はこれを受けて工場建設を

進め、1950 年 10 月に世界初の「ビニロン」工業化(5 トン/日)を達成した。成功の主たる要因は、原料

PVA から製品までの一貫生産にあった106。すなわちクラレの原料遡及主義が品質とコストに寄与した

                                                  
106 特筆すべきは、クラレが敢えてポバールの自社生産に踏み切った理由である。商工省繊維局はクラレのポバール生産に賛 
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点が、原料を自社生産しない他社のケースと異なる。 

（２）新商品ビニロンの市場評価 

1950 年に生産開始したビニロンは、純国産の人気に加え折からの朝鮮動乱の特需から、衣料用途

が好調であった。しかし、翌 51 年後半からの反動不況に繊維統制の撤廃が加わり、大幅な減産となっ

た。当時のビニロンは綿や羊毛の輸入代替に主眼を置いて開発されていたが、衣料用途での染色性・

形態安定性・洗濯収縮などの品質上の問題点が未解決で残されていた。クラレは衣料分野での品質

改良を行なうとともに、産業資材分野への進出に挑んだ。 

（３）技術革新 

ビニロンの衣料用途での欠点である染色性を、原液染紡糸技術107を開発して改善し、対皺性での欠

点をベンザール化108により、高い弾性率が得られることを見出して改良した。さらにビニロンに綿・羊

毛・レーヨンを混紡・交織することにより、風合いを向上させて衣料用途での欠点を改良した。特筆すべ

きは、1954年8月、画期的なPVAの部分重合法109の発明により強力ビニロン糸を開発したことである。

これにより PVA の重合度分布が均斉化して、ビニロンの機械的特性（特に結節強度）を向上させ、産

業資材(漁網・ロープ)への進出に大きく貢献した（クラレ[1987a]）。クラレはこれを契機に設備を増強し、

工場規模も 1956 年には当初計画の経済単位日産 20 トンに到達し、量産工場稼働後 6 年にして初期

目標を完遂し工業化を確立した（大原[1961]p.172）。 

（４）対米 PVA 技術輸出110 

クラレは 1958 年 2 月、米国エア・リダクション社（Air Reduction Company, Incorporated）への PVA 製

造に関する技術援助契約（輸出）を締結した。同社が受領する対価は次の通りであった。①頭金 30 万

ドルは、契約締結時・工場建設決定通知時・商業運転開始時の 3 回分割払いとする。➁ランニング・ロ

イヤリティー（running royalty）は、ポバール 1 ポンドあたり 2/3 セント（総額 45 万ドルに達するか又は商

業運転開始日から 7 年経過するか、いずれか早い日まで）とする。同社はクラレの技術援助に基づき、

ケンタッキー州に生産能力 25 トン/日の PVA 工場を建設し 1964 年 4 月より商業運転を開始した。対価

の支払方法は、後述する対中プラント輸出のケースと対照的であった。戦後の海外技術導入が盛んな

時期に、先進の米国への技術輸出により、クラレは大きな自信を得て、その後のプラント輸出の展開に

つながる基盤となった（クラレ[1987a]；藤本[2010]p.20）。 

 

                                                                                                                                                  
    意を示したが、同省化学局は化学品の生産は化学会社に任せるべきとの反対意見を持っていた。これに対し、クラレは

終製品の品質確保には、原料までの一貫生産の必要性を主張した。大原社長は「一貫作業の技術的重要性とポバールの

製造技術確立のために払った多くの犠牲を忘れることはできない」との信念を貫いた(藤本[2010] p.16)。 

107 PVA 溶液に顔料を添加着色して紡糸する方法。この方法では後染品よりも均一な染着ができるメリットがある。 
108 紡糸後繊維にベンゾアルデヒド（benzaldehyde）を用いて耐水性を付与（アセタール化）すること。 

109 重合度分布の均整化策として、酢酸ビニルをメタノール溶液中で重合させ重合率を調整するもの。この結果、PVA の重合

度分布が均整化されることにより、ビニロンの機械的性質が向上し、産業資材分野への進出に寄与した。 

110 クラレの技術輸出に関する先行研究の誤認：日本化学繊維協会[1974]によれば、「クラレは 1959 年、米エアー・リダクション

社、仏ローヌ・プーラン社、西独ヘキスト社に対し、ビニロン繊維およびポバールの技術輸出契約を締結した。契約内容は 3

社とも共通でクラレがビニロンおよびポバール製造に関する特許実施権を許諾し、相手方は一定の許諾料および継続ロー

ヤルティを支払う」と記述されている（pp.765-766）。しかし正しくは、ライセンスの許諾にまで進んだのはエア・リダクション社

に対するポバールの技術輸出のみで、他はすべてオプション段階にとどまり、ライセンス契約まで進むことなく終わった（ク

ラレ[1987a]）。 



 42 
 

（５）対中ビニロン・プラント輸出：以下では（契約年/引渡年）を表わす。 

中国政府の要請により、北京[1963/1966]、上海[1973/1977]、四川[1974/1980]の 3 プラントを順次

契約し、ターンキー方式111で輸出を完成させた。北京プラントは 1972 年の日中国交正常化の 9 年前の

契約であった。中国ではこのビニロン・プラントで得た技術をベースにして、自らの手で中国各地の 10

数か所にビニロン工場を建設し、不足する中国人の衣料用にビニロンの供給を行なった。クラレは引

続き人工皮革プラント（烟台[1978/1983]）を完成させた（クラレ[1987a]；藤本[2011b]pp.1-15）。ビニロ

ン・プラント関係は第 3 章で、人工皮革プラントは第 4 章で詳述する。 

（６）技術展開 

ビニロンの工業化で培われたクラレの高分子化学の技術が応用展開され、人工皮革「クラリーノ」

112を生み、ビニロン原料の PVA 樹脂の改質が原点となり、世界に先駆けて開発した高機能性樹脂

「エバール」や液晶ディスプレイ用偏光フィルムを生んだ。それらについては後述する。第 2 章付属資

料[8] 「PVA の波及効果」 参照。 

 

２．ニチボ－の場合 

（１）京都大学からの分離 

1946 年、高槻の京都大学化学研究所に、商工省・京都大学・高分子化学協会・民間有志各社の協

力で任意組合「合成一号公社」が設立され（代表者：川上博）、京都大学の中間試験場を借用して研究

を続行した。1947（昭和 22）年 6 月に同公社は二つに分割され、酢ビエマルジョンは昭和高分子（株）

へ、｢合成一号｣関係はニチボー(兵庫県・坂越工場)へ移転した（ユニチカ[1991b]p.411）。同公社は翌

48 年 4 月に増資を行い東洋紡績・積水化学・日本窒素肥料等が資本参加した（湯川啓次[2012] p.2）。 

（２）ニチボー・ビニロンの誕生 

 ニチボーは、合成一号公社高槻工場が 1949 年 5 月の商工省議決による工業化試験工場としての指

定を受け継ぎ、ビニロンの企業化を開始した。1949 年 6 月の(株)合成一号公社の増資の際、ニチボー

は株式の 50%、4 万株を所有して資本参加した。合成一号公社の経営権はニチボーに移り、7 月 5 日

に日本ビニロン(株)と改称した。社長にニチボーの前常任監査役・古井育吉が就任し、監査役には原

料ポバールの供給を受ける日本カーバイド社の取締役・島繁雄を迎えた。ニチボーは研究要員を派遣

しビニロン生産の開始に備えた。同年 12 月の役員会で、ビニロン生産工場として坂越工場に第１期の

日産 3 トン設備の建設を決定した。1950 年 4 月に起工し 10 月に完成して生産を開始した。これにより

日本ビニロン(株)は解散し、同年 7 月に全技術者がニチボーへ移籍した（ユニチカ[1991a]pp.214-216）。

同社のビニロンは、「合成一号」の技術を川上博士が自ら継承したことになる。 

その後、同社ビニロン事業は好調で、1954 年に日産 4 トンの増設を起工し、さらに 56 年に日産 3 ト

ンを起工して翌 57 年 3 月には日産 10 トンとなった（ユニチカ[1991a]p.218）。 

  

（３）北朝鮮向プラント輸出 

                                                  
111 プラントの建設に当たり、用地の整備、建設、設備据付、試運転までの一連の業務を一括して受注側が引き受ける方式。 

112 藤本[2011a]：岡山大学大学院社会文化科学研究科『紀要』 第 31 号で既報。 
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1972 年 7 月、北朝鮮向けビニロン・プラント輸出の商談が友信商事（株）からニチボーへ持ち込まれ

た。技術交渉のため、10 月末にニチボーから４名の交渉団が出発し、11 月 7 日から平壌市で技術会

談を持った。その内容は年間 4,000 トン（日産 6 トン×2 系列）の生産能力を有する製造設備113輸出に

関する技術事項であった。これに基づき、12 月 26 日に チョソン設備輸入公社（SULBI)と友信商事、ユ

ニチカ（旧ニチボー）の 3 者による技術合意書が交わされ、翌 1973 年 4 月 30 日に契約締結した。プラ

ントは 1974 年 3 月に神戸港に搬入されたが、渡航手続の遅れから、咸
ハム

興
フ ン

市大宮
テ ィ グ ン

のビナロン工場での

据付作業に入ったのは 1976 年 11 月であった。翌 77 年 4 月 21 日に平壌にて SULBI に引渡し 4 月 26

日に全員が帰国した（ユニチカ[1991b]pp.415-416）。 

 かつてニチボー・プラントは 1960 年代に中国側と正式調印を済ませながらも、政治的配慮から破棄さ

れたことがあり、北朝鮮向が同社 初のビニロン・プラント輸出となった。この過程では中国向プラント

の保存資料が有効に転用された。川上博士はこのプラントに関して4度にわたり北朝鮮を訪問したが、

期待した李升基博士との師弟再会はならなかった（ユニチカ[1991a]pp278-280）。 

 

３．鐘紡の場合 

カネビヤンの挫折：京都大学の「合成一号」と同時期に拮抗して、矢澤将英博士により研究開発され、

工業化の準備まで進められた「カネビヤン」である。鐘紡は戦後ビニロンの工業化に努力し、一時は淀

川工場で日産 5 トン程度の生産を続行したが赤字を克服できず、1954 年に生産を中止した（矢澤

[1968].p.157）。一方、鐘紡社史には次のように記述されている。 

カネビヤンは原料的にも有利な国産合成繊維であるが、ナイロンは特許の関係が難しいことから、

同社の合成繊維研究はカネビヤンに集中された。1941 年に設立された「日本合成繊維研究協会」は、

戦時中におけるわが国の合成繊維研究推進の中核体となった。設立委員 9 社の一員として、鐘紡は

当時から有力メンバーであった。1949 年 5 月の商工省議による工業化試験工場として同社淀川工場

が指定されたのは、こうした実態に基づくものであったが、当時の鐘紡としては敗戦に伴う経営の建て

直しが急務であるとしてスフの復興を優先し、1953年にカネビヤンの設備拡張計画を白紙に戻すととも

に 1955 年にはその生産も中止した（鐘紡[1988]pp.638-639）。 

鐘紡の組織変更：当時の「カネビヤン」の製造技術は、戦後のカネボウ樹脂事業部の母体として発展

を続け、戦後の酢酸ビニル樹脂部門で活用された。チュウインガム、接着剤、織布用糊などの開発で

あった。化学部門は、戦後独立して鐘淵化学（カネカ）となり、化粧品部門はある時期、鐘紡のドル箱で

あった（矢澤[1968].p.157）。第 2 章付属資料[9] 「鐘紡研究者の移籍と消滅」参照。 

 

４．三菱化成（三菱レイヨン）ほか 

三菱化成は 1949 年 5 月の商工省議決定による工業化試験工場に指定され、テグス「ビニラン」を漁

業用に供した。その後、1953 年 3 月、独自の乾式紡糸によるマルチフィラメントの工業化研究を進めた。  

その他、東洋紡、大和紡、富士紡、日清紡をはじめ 10 数社がビニロンの研究に着手したが、のちに中

止された。この間の経緯については田中[1967]pp.47-51）に委ねたい。 

                                                  
113 ビニロン生産設備の主体は、ステープルファイバー（牽切紡績）に供するトウ（繊維束）の生産設備であった。 
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５．北朝鮮の場合 

  戦前の京都大学化学研究所で、「合成一号」発明者の一人であった李升基博士が、戦後に帰国し

て北朝鮮でビナロン（=ビニロン）工場を立ち上げた。これに関しては同博士の手記、李升基[1969]お

よび金兌豪[2001] -ソウル大学校修士論文-等の関連文献を引用して検証する。 

（ⅰ）２・８ビナロン工場と李升基博士114 

  李博士の手記には、京都大学の技術が継承されたという表現はない。京都大学での発明当事者が

北朝鮮で完成させたという自負心であろう。しかし、事実上の継承には違いない。 

  ビナロン(=ビニロン)は、1939 年当時、京都大学の桜田研究室で李升基博士が発明した。戦後に祖

国へ帰国した同博士の指導により北朝鮮では 1960 年に開発に成功した。李博士は咸
ハム

興
フ ン

地区にある

科学技術院咸興分院長115として、北朝鮮化学界のリーダーとなった（中村[1964]pp.14-20）。  

                                                  
114 [1] 李

リ

升基
ス ン ギ

[1969]『ある朝鮮人科学者の手記』は、京都大学時代の研究生活を含め、1945 年 10 月に帰国してから北朝鮮で

「ビナロン」の開発と工業化を達成するまでの手記である。出版当時の時代背景もあったとは言え、金日成首相の指導力を

賛美し、反日・反米に加え、反南鮮の思想が露わに記述されている。すなわち京都大学での「合成一号」発明については

「米国への経済的、政治的な反撃となり、全世界への日本化学の示威ともなった」とされ、「大日本の化学の名をかがやかし

めるのに利用された」（pp.22-23）と記されている。  また、「ビナロンの工業化は全過程を通じて、金日成首相の大胆な構想、

革命的展開力、天才的な組織動員力、賢明な指導力の産物にほかならなかった」(p.208)と述懐している。なお、手記の後記

には日付がないが、1960 年 5 月 1 日にビナロン工場の建設が終わったとされることから、北朝鮮での出版はそれ以降と考

えられる。本書は北朝鮮で出版され,1969 年に在日朝鮮人科学者協会翻訳委員会が翻訳版を日本で出版したが、その内

容は、京都時代の李博士を知る人たちには衝撃的であった。桜田一郎[1974]は、京都時代の李博士の真摯な研究態度を

回顧し、「彼の考え方が、このように激烈であったことを知らなかった。私やその周辺はまことにのんきであったということに

なる。手記を書き出してみると、彼の当時の考えが極端に抽出化され、修飾がとり去られたために、われわれの目にはとげ

とげしく映る部分だけが残されたのではないかと思う」とコメントし、今秋（1974 年）日朝科学技術交流委員会で訪朝する際

の３０年ぶりの再会を期待していると結んでいる（上掲 pp.54-56）。しかし、桜田の後日談によればは再会できなかった。筆

者（藤本）は、京都時代の真摯な科学者・李博士に対するイメージの中に、政情に翻弄された科学者・李升基の命運が複雑

に交錯する。 

[2]金兌
キムダイ

豪
ゴウ

[2001]「李升基のビナロン研究と工業化」 -ソウル大学校修士論文- 

当論文は李升基[1969]をベースに、植民地期における李升基の研究が解放後の具現化に際し、どのような論理が作用して

いたかを、「植民地近代化論」の視点で考察したものである。同論文によれば、ビナロン工場の核心技術と設計は、すべて

朝鮮人の手によって成し遂げられた。何よりも人民に必要な「綿の代わりになる繊維」を作る工場であった（p.421）。李升基

とその集団の PVA 繊維研究は京都帝大と南を経て、結局北朝鮮で結実した。その要因は①同繊維を 初に開発した李升

基が周辺人物とともに北朝鮮で研究を完成させた。②その研究が当時の指導層が追究した政治・経済的自立の象徴とされ

集中的な後援を受けた。③北朝鮮には相当水準の化学工業設備が日本の遺産として存在した（p.424）―と結論づけている。

見られるように、金論文は李博士の手記をベースに、「植民地近代化論」の視点からソウル大学生によって書かれたこと に

特徴がある。論文の主旨は理解できるが、示唆的であり立証が不十分である。李博士の手記に対し、日本側の資料を用 

いた検証はされていない。現地には戦前の日窒コンビナートが日本の遺産として存在したことから、上記③に関しては同意

できるが検証は困難である。当コンビナートに関し、渡辺[1968]によれば、1937 年には野口遵の日窒コンツェルンによる巨

大な朝鮮窒素興南コンビナートが完成していた。1943 年には、朝鮮・満洲にまたがる水豊ダムの第１期工事が完成しており、

出力 70 万 Kw で、米国のグランドクーリ（コロンビア川）の 140 万 Kw につぐ、世界第２位の規模であった（pp.379-381）。また

堀[1995]によれば、1930 年代末興南のカーバイド生産高は、日本帝国経済圏内で第 1 位にあった（p.242）と分析している。

詳細はそちらに委ねたい。 

  金兌豪[2001]では、京都大学時代の成果が李升基ひとりの名義でなされたかの如き表現があるが、過大評価である。京都

大学化学研究所の組織では、喜多源逸教授と桜田一郎教授が指導者で、李升基助教授と川上博助手が研究を担当したこ

と。特許出願は李升基の単独出願ではなく、京都大学の組織からの共同出願であること。李升基博士は重要な役割を果た

したことは事実であるが、「合成一号」は京都大学研究所での職務発明と理解すべきである。 

なお、金兌豪[2001]では、ビナロン生産工程の概要が説明されている（pp.407-411）が、原料PVAの製法は現在の日本では

使用されていない旧式のカーバイド法である。李博士らの努力によって、石灰石からビナロンに至る一貫工場を築きあげた

ことを称賛している。技術的事項では説明不足や誤認が多々見られるが、ここでの説明は省略する。 
115 同院の高分子化学研究所では尿素をはじめとする 10 種類余の合成樹脂の本格的生産計画を立案中である。同院は化学

および化学工業の総合研究機関で多くの研究所を傘下に収め、1,500 人の科学者が研究に従事している。李博士が直接指

導する化学繊維研究グループは、化学繊維の 5 つの系統、ビニロン、塩ビ繊維、アクリル、ナイロン、ポリエステルを担当し

ている（中村[1964]pp.14-20）。 
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 2・8 ビナロン工場という名称に冠る数字は、朝鮮人民軍が創設された 1948 年 2 月 8 日を意味する。

1952 年に全国化学者大会で金日成首相が「わが国には石灰石・電源が豊富であるから、カーバイドを

中心とする化学工業を樹立し、ビナロンをつくろう」と提案し、直ちに李升基博士を中心に研究陣が編

成された。朝鮮戦争の 中にも地下壕で研究が進められた。1956 年には中間試験工場が建設され、

1959 年には金日成首相が現地を視察して工場用地を決定した。1960 年に工場建設が開始され、翌年

5 月 6 日に完成して、操業開始した。PVA 年産 1.5 万トン（中村[1964]では 2 万トン）、所属技術者 1,000

余名、工場面積 50 ヘクタールで、工場には技術大学を併設している。咸興は朝鮮第２の都会で、第二

次大戦前には朝鮮窒素肥料の興南工場と本宮工場があったが、朝鮮戦争時（1950-1953）に米軍の空

爆で破壊された。後に再建され、現在では朝鮮の化学工業の中心地である（井本[1967]p.421）。 

 

ビナロン工場の技術水準 

 井本[1967]のビナロン工場見学記から判断して、ポバール製造方式は、日本ではすでに旧式となっ

ていたカーバイド・アセチレン法であるが、李博士が京都大学時代に経験していない製造工程を立ち上

げたことは称賛すべきであろう。紡糸工程以降は、李博士が京都大学時代の中間試験場での経験を

継承されたものと考えられる。繊維の用途はレーヨン混及び綿混の衣料用が主体で、短繊維は 1.8 デ

ニール、強度 3-4g/ｄr であるが、ビナロン繊維が黄色に着色している件では、技師長から解決法を逆

質問され、井本は素人の自分にはわかりませんと答えたという（p.423）。このことから判断して、李博士

の京都大学時代の努力がなおも未解決なのだろうかと推測される116（藤本）。なお、北朝鮮では設備の

現代化工事が進められた後も、国内に豊富な石灰石と無煙炭を用いたビナロン生産方式が継続され

ていた。日本での PVA 原料は、クラレの場合 1962 年に天然ガス法と、1968 年に石油（エチレン法）に

転換して、生産効率（コストと品質）の向上を図った。しかし、北朝鮮は生産効率の問題以上に原料の

自給を重視し、自国産の石灰石と無煙炭を原料とすることに固執していたのである。なお、井本らの咸

興滞在中に、李升基博士が 2 回も映画会を開いてくれたこと、そして井本が李博士と懇談する機会を

持ったことが記されている。そして李博士は「ぜひ日本に行きたい。そして桜田先生や沢山の旧友の

方々にお目にかかりたい。とくに恩師である喜多源逸先生のお墓に詣りたい」と心をこめて語った（上

掲 p.424）という。 

 

（ⅱ）ビナロン工場とニチボー・プラント輸入の関係 

 北朝鮮は李博士の指導による「2・8 ビナロン工場」を有しながらも、ニチボー・プラントを輸入し、1977

年 4 月に完成している。このことについて北朝鮮は公表していないが、戦前の陳腐化した技術（李升基

博士の京都大学時代の技術）と老朽化した設備を更新することにより近代化を図ったものであろう。ニ

チボー・プラントは、1973 年 4 月 30 日に契約締結し、据付作業に入ったのは 1976 年 11 月であった。

翌 77 年 4 月 21 日に平壌にて SULBI に引渡した。この件について、ユニチカ本社へ問い合わせた結果

                                                  
116 1940 年当時の「合成一号 B」では種々の対策試験を実施したが完全には改良できなかった。その後、高槻の中間試験場で 

も純白な繊維を造ることはできず、これを完全解決したのは戦後の工業化での着色防止技術の向上であった(川上

[1969B(1)]。 当該技術は特許第 263795 号（1956 年ニチボー川上博ほか 5 名共願、1960 年公告）である（藤本）。 
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117によれば、ニチボー・プラント輸出時の生産方式は、北朝鮮のカーバイド法により生産された PVA を

使用するもので、ニチボーの輸出プラントは紡糸工程から仕上工程に限定された。プラントの試運転に

は、北朝鮮側から提供された PVA を使用した。プラントの輸出条件は公表されないが、対価支払は一

括払いであったと推定される（2013 年 11 月の藤本に対する、ユニチカ本社・滋井祥夫氏の回答）。 

 

（ⅲ）16 年ぶりにビナロン生産再開 

李升基博士が自国の原料と技術によって立ち上げたビナロン工業は、北朝鮮の自立経済路線の象

徴とされてきたが、90 年代になると施設は老朽化し、経済停滞が深刻化する中で生産ラインは停止し

た。しかし、2007 年になると設備の現代化工事が進められ、国内に豊富な石灰石と無煙炭を用いたビ

ナロン生産ラインが 2012 年 8 月に完成した（.朝鮮新報 http://www.korea-np.co.jp 2012 年 8 月 11

日）。 

ニチボーのプラント輸出は 1977 年 4 月に平壌にて引渡しが完了しており、時期的にこの近代化工事

の初期段階に含まれ、紡糸工程とそれ以降の設備更新の一環であったとみられる。上掲の井本

[1967]に見られるビナロン綿の着色問題は、ニチボーのプラント輸出により、同社特許、「ポリビニル・

アルコール繊維および成形物の熱処理時における着色防止法」特許第 263795 号（1960 年 3 月 4 日公

告）により改善されたと推測される。既述のように川上博は戦時中、李升基のもとで PVA 系繊維「合成

一号」の開発に取り組んでいた（第２章、pp.30-37 参照）。川上はニチボーのプラント輸出を通して、か

つての師である李升基に対して戦後の日本の開発技術を伝えたことになる。 

 

第 Ⅳ 節  小 括 

 

本章では戦時下で進められたビニロン研究の経緯について、未利用の資料を発掘し、整理してきた。

以下では冒頭に提起した課題に添って、その内容を確認する。 

課題[1] 京都大学における、研究契機・研究内容・高度な到達技術の検証。 

（ⅰ）1936 年 5 月、豪州は日本に対し関税引上げを実施し、翌年に日華事変が勃発した。日本はアウタ

ルキーの道へ進み、国策繊維スフの品質が伴わず、木綿、羊毛に替わる合成繊維の開発が急務とな

った。これらが直接の契機となり、また 1938 年に米国でナイロンが発表されたことに刺激を受けて PVA

繊維（ビニロン）研究は本格化した。 

（ⅱ）伊藤萬商店は喜多源逸教授の研究を援助促進する目的から多額の寄付をした。これにより、

1936 年秋、（財）日本化学繊維研究所が設立された。ここでは産学協同の形態をとり、研究の自由を

制限しないで、京都大学のみを援助するものであった。この出資金により、桜田一郎グループは戦時

期にもかかわらず、恵まれた研究費をもって研究を続行することができた。 

（ⅲ）研究の主体は、PVA 繊維（ビニロン）の開発に置かれ、桜田一郎教授の指導下で、李升基助教授、

川上博助手らが担当した。基礎研究が順次繰返され、水溶性の PVA 繊維に耐水性を付与し煮沸水に

                                                  
117 筆者によるユニチカ本社への書面による問合せに対し、2013 年 11 月に回答を得た情報である。ユニチカ本社産業繊維事

業本部・産業繊維事業管理室グループ長・滋井祥夫氏による同社 OB への聴取結果に基づくもの。 
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も耐えるものを得た。1941年に「合成一号B」にてこの技術を完成した。この技術は世界のトップ水準に

あり、研究の中核をなした担当者は朝鮮人研究者・李升基であった。 

 

課題[2] 戦後のビニロン工業が発展する際の源流となる民間企業における独自研究の確認。 

民間企業の独自研究：クラレは 1938 年から自社で研究を開始し、京都大学に設置された(財)日本合

成繊維研究協会に社員を派遣して研究に参画した上で、自社の試験プラントを持って京都大学と密接

な連携をとった。同協会に社員を派遣していた東洋紡績、三菱レイヨンは、京都大学の成果を継承しう

る条件を手にしていた。鐘紡は京都大学とほぼ同時期に独自の研究を実施し、別手段で PVA 繊維に

耐水性を付与する技術を開発した。すなわち、京都大学の乾熱処理後のホルマール化に対し、同社は

湿熱処理後のホルマール化にあった。同社は日本合成繊維研究協会の主要メンバーでありながら、

中間試験場に参画せずに独自路線を歩んだ。 

 

課題[3] 戦中期の軍部統制によるビニロン研究の紆余曲折と朝鮮人研究者の重要な役割確認。 

戦局の悪化に伴い、合繊工業の生産環境は大きく変わり、軍部からは軍需産業への転換を強いら

れた。京都大学では終戦までの 2 年間は、資材と原料の不足から、目前にあった合成繊維の工業化

が絶望的となり、繊維研究自体が困難になったが、日本合成繊維協会の後ろ盾と、｢合成一号｣の研究

を軍の委託研究に組み入れたことにより、繊維の研究はかろうじて維持された。クラレは海軍の要請に

より、1943 年 12 月に倉敷航空化工となり、海軍の練習機製作に転換し PVA 繊維研究は中断した。し

かし PVA 樹脂のみは、航空機用塗料として細々と製造した。鐘紡は陸軍部から PVA 樹脂を軍需用に

切り替える研究をせよとの軍令に従い PVA 油送袋の研究開発を行なった。 

 

 特筆すべきは、京都大学の研究者・李升基博士が軍部の介入に従わず、治安維持法で憲兵隊に拘

留されたことである。合成繊維の開発を先導してきた同博士は、生産目的が軍事に特化することを余

儀なくされた段階で、軍部の方針に抵抗し、研究生活を中断されることになった。技術開発の先端を担 

っていた朝鮮人研究者は植民地支配という時代状況の中で技術者としての道を一旦は放棄せざるを 

得なくなったのである。戦後に帰国した同博士は北朝鮮で金日成首相の庇護のもと、京都大学での自 

らの技術を活かし、「ビナロン」工場を立ち上げた。 

 

課題[4] 上記 3 点に関する戦前戦後の間の断続性と継承性の総括。 

戦時統制が解除されると、戦前の研究技術を基にして民間企業各社がいち早く工業化試験を再開

した。クラレは戦後に入り倉敷工場に試験プラントを復元して、1948 年 4 月から稼働させた。PVA から

ビニロンを一貫生産する工業化計画を進め、1950 年に世界 初のビニロン工業化を達成した。1954

年には PVA の部分重合法を開発し高強力ビニロンの生産に成功した。これがビニロンの用途展開に

大きく貢献した。その後、中国政府の要請により北京・上海・四川へビニロン・プラント輸出を行なった。

ビニロンの工業化過程で培われた技術は、同社の人工皮革の開発や機能性樹脂「エバール」、液晶デ

ィスプレイ用偏光フィルムなどを生んだ。 
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ニチボーは京都大学の研究成果を川上博氏が自ら継承し、1950年にビニロンを工業化した。その後、

北朝鮮へのプラント輸出を実施した。鐘紡は戦後カネビヤンの生産を実施したが 赤字経営により事

業撤退した。同社の技術はカネカの機能性樹脂、合成繊維事業等に継承された。 

北朝鮮では李升基博士がビナロン工場を立上げ、化学者育成を担当する重臣として活躍し、核開発

の推進にも携わった。 

 

以上をまとめると、京都大学・「合成一号」の研究水準は、当時の化学工業の先端にあり、特にビニ

ロン関連で高水準にあった。同技術は紆余曲折をたどりながら戦後の民間企業へ継承され、日本の合

繊メーカーが世界のトップに立つ基盤となった。すなわち、戦前期に培われて高水準に達していた日本

の PVA 繊維技術は、戦後に継承され、さらに高度化してビニロンの工業化を実現したのである。また

本報告では深く立ち入ることができなかったが、それらの技術は、戦前期の中心的な開発担当者が帰

国したことによって、あるいは戦後の日本企業によるプラント輸出によって、社会主義中国や北朝鮮に

対しても継承された。これらの国々では戦前の日本同様に、原料の輸入が困難な状況下にあった。こ

のため自国資源を利用するビニロン・プラントの導入は、経済再構築に大きく寄与することになった。

「合成一号」は日本のみならず、中国・北朝鮮を含む東アジアにおいて合繊工業が発展して行くための

礎となっていったのである。 

 

                               第２章付属資料 

 

第 2 章付属資料[1] 「合成一号 A」の研究内容 

（１）PVA の湿式紡糸 

➀原料 PVA の調整：当時市販の PVA はなく、ポリ酢酸ビニルを購入し、脱酢酸化して PVA 樹脂をつくることから

始めた。ポリ酢酸ビニルはドイツ製の Mowilith と日本窒素製のものがあり、主に後者を使用した。研究室で PVA を

つくる手順は次の通である。 

 図 2-1 PVA をつくる手順  

    

   脱酢酸化118                  ソックスレー抽出器119 

                        ↓                            ↓ 

    ポリ酢酸ビニル（固形）⇒メタノール(アルカリ添加)で溶解⇒PVA⇒脱液⇒メタノール抽出⇒風乾 

   ⇒電気乾燥⇒原料 PVA 

        出所：川上[1969A] pp.265-266 を参考に筆者作成 

 

➁紡糸の原液120：PVA 濃度は 12～17%液に定め、加熱溶解-濾過-紡糸まで原液の貯蔵温度は 80℃以上とした。 

                                                  
118 当時は脱酢酸化することにより、PVA 重合度に変化が起こる知見は得ていなかった。 

119 実験室では通常ソックスレー抽出器が使用される。ここではメタノールを溶媒とし、水分及び不純物を抽出除去している。 
120 初は PVA 水溶液のみを用いたが、凝固浴に酸性塩類浴を使用することから、その後は 2%の苛性ソーダ水溶液に PVA を 

    溶解したアルカリ性原液を用いて、原液状 2 次鹸化を行なった。 
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➂紡糸設備： 初の紡糸は 1939 年 7 月 12 日、京都大学工学部の桜田研究室で実施した。紡糸原液（16.6%水溶

液）は高槻の研究室から持参した。小型紡糸設備を使用し、ビスコース用の凝固浴121を用いて PVA 繊維を得た。

その後は、高槻の隅田武彦研究室（ビスコース法人造繊維研究）の小型紡糸機を借用して研究を継続した。（(川

上[1969A(1)]ｐ.267)。 

【紡糸設備概要】 卓上型実験装置 

図－2 に示すようにガラス製の紡糸管を用い、自転車用空気ポンプで吐出圧を調整しながら原液をノズルより凝

固浴中に押し出し、ガイド板を経由してガラスボビンに巻き取った。 

                               図 2-2 当時の紡糸装置   

 

 

（２）耐水性付与：ホルマール処理の研究 

水溶性の PVA 繊維に耐水性を付与するホルマール化研究に着手した。メタノール中にホルマリンと硫酸を加え

て凝固浴とし、組成・温度・時間を変化させて実験の結果、常温水には不溶であるが、温水中で膨潤し繊維が膠

着した。その後、メタノール系よりも芒硝浴系がホルマール処理は容易で、耐水性が良好になるとの知見を得て、

三段ホルマール化処理を採用した122。この結果、耐水性は 60℃程度までは向上したが、未完成で秘密保持の意

味から、この報告はしばらく発表されなかった。「合成一号 A」の欠点は、乾熱中での軟化点が低く（120-140℃）、

耐熱水性が不十分（50-60℃）なことから、さらに改良試験を継続した(川上[1969A]p.267)。 

 

第 2 章付属資料[2] 「合成一号 B」の研究内容 

（１）. 乾熱処理法の発明：「合成一号 A」の耐水性向上策として、1940 年 1 月より乾熱処理の研究を開始した。従

前の処理条件123を変更し、中性の PVA 原液を中性塩類浴で紡糸した繊維を洗浄することなく、そのまま緊張下で

乾燥し、これを熱処理する方式にした結果、ホルマール化が容易になり124、「合成一号 A」の場合は緊張下で三段

処理する必要があったのが、無緊張での一段処理に改善できた。繊維の乾熱軟化点は実用上問題のない 200℃

                                                  
121 凝固浴組成は、H2SO4 136g/L + Na2SO4 332g/L + .ZnSO4 26g/L であった。 
122 ホルマール化処理を 3 段階に分けて処理すること。当時はホルマール化度測定法が確立されていなく、耐熱水性の度合 

によって判断した。またホルマール化した繊維がクロロホルムに可溶になると、耐熱水性もよいことも判定の方法とした。 
123 アルカリ性の PVA 原液を酸性塩類浴中に紡糸する方式。繊維から酸と塩類を除去後に熱処理を施しホルマール化の結果、

水中軟化点は、95℃まで向上した。 
124 PVA 繊維を一度熱処理すると水が脱出し、結晶領域には二度と入り込まないと考えられた。 
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前後まで向上したが、次の 2 点が今後の課題として残された。①水中軟化点は 80～95℃で、沸騰水に耐えるもの

ではないこと。➁乾熱処理により、繊維に着色(褐色)の欠点が生じたことである(川上博[1969B(1)pp.330-331])。 

（２） 着色防止策の検討：「合成一号 B・改良品」の発表 

1940 年 6 月から翌年 6 月までの約 1 か年は、李升基の考えに基づいて、李・川上らにより着色防止の研究が続

行された。その結果、熱処理時の着色は PVA の空気酸化によるものと考えられた。原料 PVA に残存するアルカリ

不純物が酸化促進の原因と想定し、ｐＨ値125を変更した紡糸原液にて試験実施し、酸性側で着色度は減少し、ｐＨ

=3 以下になれば、肉眼的には白色になった。ただし、強酸を添加することを避けるために硫酸の代わりに硫酸マ

グネシウムや、硫酸亜鉛を用いても効果のあることが実験の結果から判明した。この結果は 1941 年 10 月 14 日、

日本化学繊維研究所の講演会で（筆者注：李升基により）報告された（桜田[1979]pp.445-446）。これが「合成一号

B・改良品」である。しかし、京都大学で種々の対策試験を実施したが完全には改良できなかった。その後、高槻の

中間試験場でも純白な繊維を造ることはできず、これを完全解決したのは（ニチボーにおける）工業化での着色防

止技術の向上であった。現行(1969 年)のビニロンは白度 80%以上に改良されている(川上[1969B(1)pp.331-332])。 

（３） 「合成一号 B」の完成 

「合成一号 B・改良品」により、着色防止処理法が見出され、より高温での熱処理が可能となると同時に、水中

軟化点が向上し、沸騰水に耐えるものができたのは 1941 年 6 月であった（＊）。これにより基礎的な研究は一段

落した。そして 12 月には、大東亜戦争が開始された(桜田[1979],p.446)。＊筆者注：紛らわしいので、本稿に限定

して、「合成一号 B・改良品」とした。 

【特許出願】 乾熱処理法の発明で耐水性を改良した「合成一号 B」関係の特許が、1940 年 6 月-1941 年 10 月に

順次 5 件出願され、全て特許登録された。特許番号：①第 157076 号、➁第 159234 号、➂第 159235 号、④第

159236 号、➄第 159969 号。但し、上掲の川上「1969B」によれば、これらの特許による効果も完全ではなかった。 

 

第 2 章付属資料[3] 表 2-1 「合成一号」の年代別性能 

研究段階別に時系列で見た｢合成一号｣シリーズの軟化点および水中軟化点の向上推移は次の通りである。 

表 ２-1  「合成一号」の年代別性能                 

     合成一号 合成繊維 天然繊維 

A B B・改良品 ビニロン ナイロン 羊 毛 エジプト棉 

発表 年/月 1939/10 1940/10 1941/10 1969 当時 1940 当時 1969 当時 1940 当時 

軟化点（℃） 120-140 190-210 190-200 220-230 250 ―  ― 

水中軟化点(℃) 50- 60 80- 95 (100) 105-120 (100) (100) (100) 

     (注) 工程の相違点：「合成一号 A」は紡糸後繊維をホルマール化し、「合成一号 B」は紡糸後繊維を乾熱処理して 

からホルマール化処理をしたもの。 上表の水中軟化点(100)は沸騰水に耐えることを示す。 

       出所：川上博[1969B ( 1)] pp.329-332. 及び 李升基「1940」pp.113-138 のデータを引用して筆者作成。 

 

第 2 章付属資料[4] 研究陣のその後 

【桜田一郎教授】 (1904-1986)  京都大学卒業 工学博士 京都大学名誉教授 

                                                  
125 ペーハー(potential of  hydrogen)：水素イオン指数。通常ｐＨと表記する。 
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1926 年 京都大学工学部工業化学科卒業、1931 年 工学博士、セルロースの構造や合成高分子を研究。ドイツ留

学後、1935 年京大教授、李升基助教授と川上博助手を指導し、合成繊維ビニロン発明の代表者である。戦後は

高分子の反応機構、放射線高分子化学などを研究。1967 年に定年退官後に、日本原子力研究所大阪研究所長

（1967-76）。同志社大学教授（1967-76） 1955年 紫綬褒賞[ビニロンの発明]、1974年 勲二等旭日重光章、1977

年 文化勲章。 

【李升基助教授】 （1905-1996） 京都大学卒業。助教授を経て教授。工学博士 朝鮮科学院咸興分院長  

韓国全羅北道生まれ。ソウルの中央高等普通学校を卒業して日本留学。旧制松山高校を経て京都大学工学

部入学・卒業。東京工業試験所研究員を経て、京都大学・化学繊維研究所の助教授(1937 年)、教授（1944 年）を

歴任。学位論文「繊維素誘導体溶液の誘電的研究」（1939 年）により、1939 年 1 月 16 日、工学博士学位授与。翌

日の大阪朝日新聞は、「半島同胞学徒の苦節 8 年の真摯なる研究が報いられ戦時日本の躍進化学を背負う工

学博士の学位が 16 日授与された。朝鮮出身者の工学博士は日本では 初である」（「朝日新聞」1939 年 1 月 18

日）と報道した。ちなみに理学博士については 1931 年に京都大学理学部化学科の李泰圭が取得している。李升

基博士は 1945 年 11 月に帰国後、京城帝大を京城大学へ再建。1950 年朝鮮戦争勃発後に北側へ移動した。北

朝鮮では合成繊維ビナロン（＝ビニロン）の発明者として知られ、「2・8 ビナロン連合企業所」を運営。1967 年寧辺

原子力研究所長。北朝鮮 高の化学者の栄誉を得た（李[1969]）。なお、京都大学 HP によれば、1945 年 12 月

27 日まで京都大学教授。北朝鮮の核開発に携わったと記述されている（京都大学 HP  http://www.kyoto-u.ac.jp 

2012.年 5 月 1 日）。 

【川上博助手】 岡山県立工業学校応用化学科卒業。ニチボー繊維研究所長 工学博士。 

1937 年、京都大学化学研究所入所、李升基助教授の助手を勤めた。桜田、李とともに、ビニロン発明者の一人。

京都大学「日本化学繊維研究所」から「合成一号公社」を経て、ニチボーへ移籍。後にニチボー繊維研究所長。

1973 年には北朝鮮向ビニロン・プラント輸出に携わり、4 度の訪朝をしたが、李升基教授との師弟再会はなかった

（ユニチカ[1991a]pp278-280）。 

  

第 2 章付属資料[5] 京都大学と鐘紡の取得特許の相違点 

（１）両者の相違点：鐘紡の取得特許・第 153812 号（1939 年 12 月 8 日出願）は塩類浴熱処理法(＝湿熱処理法)

であるのに対し、京都大学の取得特許・第 157076 号(1940 年 6 月 12 日出願)は乾熱処理法の発明である。 いず

れも日本の研究陣が外国に先駆けて確立した工業化の基礎技術である（矢澤[1968(1)]pp.353-354）。 

（２）特許論争：京都大学の 初の特許[第 47958 号]に異議申し立てをしたのは鐘紡であった。しかし、熱処理に

関する特許では、京都大学側が鐘紡に異議申し立てを行なった(井上尚之[2006],p104)。日本合成繊維研究協会

が産学連携の形態をとりながらも、企業は独自の研究を進めていたと考えられる。このことについては、桜田

[1979 ほか]、川上[1969A,1969B(1),1969B(2)]、矢澤[1968A,1968B]ともに一切触れていないが、特許明細書を判

読すれば概略の類推ができる（筆者）。 

（３）関連する特許明細 

① 「合成一号 A」発表：1939/10/04  「合成一号 B」発表：1940/10/08 

② 特許出願及び登録の時系列の対比 

「合成一号 A」 特許第 147958 号 【出願】1939/10/02 【登録】1942/02/02 【無効確定】1948/05/24 
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｢合成一号 B｣ 特許第 157076 号 【出願】1940/06/12 【登録】1943/06/16 【権利消滅】1946/02/15 

「カネビヤン」  特許第 153812 号 【出願】1939/12/08 【登録】1942/11/20  

➂ 別情報 

「合成一号」の基本特許権は日本化学繊維研究所の所有のまま、広く工業化のために開放された（大原

[1961]p.145-146）。しかし、無効査定なら特許所有権は存在しない。大原[1961]は、無効査定となる前段階の状

況を表しているのだろう。いずれにせよ、この特許は戦後の工業化に寄与したといえる（筆者）。 

 

第 2 章付属資料[6] 鐘紡の油送袋 

（１）構造：その形状は、0.3～0.5mm 厚の PVA フィルムの 25 ㎥の魚形で、内袋の末端に油の出入バルブを装着

し、外装袋は生ゴム板(厚さ３mm)4 層を積層しゴム糊で接着した。その仕様は「ヒ式伊号資材 50 型内嚢仕様書」

（1944 年 2 月 14 日被秘仕第一号制定で、陸軍被服本廠から出されたものであった(矢澤[1968(2)]pp.426-428)。 

（２）実用試験：油送袋に 25 ㎥のガソリンを和歌山県下津港で詰め、紀州沖への 3 日間の曳航・耐波試験126をし

て、荒天の曳航に耐えることが証明された。これを契機に 50 ㎥を主とする耐油材加工品の製作に 400～600 名

の学徒が動員され、油送袋は南方及びフィリピンに送られた(矢澤[1968(2)]p.427)。 

 

第 2 章付属資料[7]  日本化学会化学技術賞 

クラレ、ニチボー、鐘紡各社でビニロンの工業化が達成され、1951 年度日本化学会化学技術賞第 1 回授賞とな

った。対象は｢ビニロンの研究とその工業的製造技術の確立｣で、受賞者は桜田一郎（京都大学）、友成九十九（ク

ラレ）、矢澤将英（鐘紡）であった。しかし、工業化後は課題（品質と用途開発が未解決）と朝鮮戦争特需の反動期

（1951 年後半以降）にあたり操短で苦慮したが、1954 年にクラレが開発した均一な高重合度 PVA が出て、強力ビ

ニロン糸127が出てからようやく軌道に乗った（筆者）。 

 

第 2 章付属資料[8]  PVA の波及効果 

①「エバール」樹脂  

「エバール」は、1957 年に PVA 樹脂の改質を目指して基礎研究を開始し、15 年の歳月をかけて開発した。あら

ゆる樹脂の中で も優れたガスバリアー性（酸素等のガスを通さない性質）をもち、内容物の変質・劣化を防ぐ性

質から、食品容器128として市場を席巻し、人工腎臓129や自動車燃料タンク130などに用途展開した（クラレ

[2006]p.37）。 

➁液晶ディスプレイ用偏光フィルム 

2002 年 4 月、LCD（液晶ディスプレイ)の主力部材・偏光131フルム用途としての PVA フィルムの生産を開始した。

透明性、染色性、帯電防止性、延伸性などに優れ、偏光フィルムの 適素材として、TV、モニター、パソコン、携帯

                                                  
126 陸軍本省関係十数名、宇品船舶廠長以下兵 1 個小隊参加した。 
127 酢酸ビニルの重合方式を部分重合法に改良し、PVA の重合度分布を均整化することにより、ビニロンの機械的強度を画期

的に向上させ、産業資材用繊維として漁網・ロープ等の分野に進出する大きな原動力となった。 

128 マヨネーズやケチャップの容器、かつお削りぶしや味噌などの鮮度を保つ食品容器。 
129 中空糸（中心部が空洞）繊維をつくり、中に液体を通して不純物の濾過を行なう。 
130 1992 年に開発。高度のバリアー性によりガソリン揮発を防止し、自動車の軽量化に貢献。米国で実用化された。 

131 一定の方向にだけ振動する光波、すなわち直線偏光（平面偏光）。電磁波一般についてもいう。 
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電話等に多用される（クラレ HP  http://www.kuraray.co.jp  2012 年 10 月 13 日）。 

 

第 2 章付属資料[9] 鐘紡研究者の移籍と鐘紡の消滅 

研究者の移籍：当時の研究者・矢島稔は鐘淵化学工業(株)に移り、同社のアクリル系合成繊維「カネカロン」の研

究を始め同社高砂カネカロン工場長を務めた。矢澤将英博士は1955年8月に旭化成工業(株)に転じ、同社のアク

リル系合成繊維「菓子巳論」の基礎研究から工場建設までを遂行した。なお、同繊維は 2003 年に生産終結した

（矢澤[1968].p.157）。 

鐘紡の消滅：鐘紡本体は 2007 年に消滅したが、その後もカネボウ化粧品のブランドは、2006 年に花王に売却され

たが、Kanebo ブランドは今に残る（武藤治太・松田尚志[2010]p.171 及び pp.188-192）。なお、戦後、鐘紡から分離

独立した鐘淵化学（現在のカネカ）は、化粧品、機能性樹脂、食品、合成繊維の優良企業として存続する（矢澤

[1968]p.157）。 

 

第 2 章付属資料[10 ] 特許関係資料 

１．京都大学「合成一号 A」の特許 

【特許番号】 第 147958 号 

【名称】 「ポリヴィニールアルコール」系合成繊維の製造法 

【出願】 1939/10/2     【特許】1942/2/ 2   【無効確定】 1946/5/24      

【発明者】 桜田一郎、李升基、川上 博       【特許権者】 日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】ポリヴィニールアルコール水溶液に添加物を加え、硫酸塩類水溶液等を凝固浴として湿式紡

糸後に水洗することなく、湿潤状態、半乾燥状態、乾燥状態にて、塩類を含有するフィルムアルデハイド溶液にて

処理することを特徴とするポリヴィニールアルコール系合成繊維の製造法。 

【筆者注】 特許公報上の語句の表記は当時のままとした。現代表記に直すと以下の通りである。➀ポリヴィニー

ルアルコール⇒ポリビニルアルコール：polyvinyl alcohol.  ➁フィルムアルデハイド⇒ホルムアルデヒド：

formaldehyde. 本特許は、その後無効審判請求があり、1946 年 5 月 24 日に無効査定されている。 

 

２．京都大学「合成一号 B」の特許 

①【特許番号】 第 157076 号 

【名称】耐熱度高き「ポリヴィニル・アルコール」系合成繊維製造法 

【出願】1940/ 6/12  【特許】1943/ 6/16  第 157076 号 【権利消滅】1946/ 2/15  

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博、平林清、人見清志、松岡通禧   【特許権者】日本化学繊維研究所  

【特許請求の範囲】紡糸後繊維を 130℃以上、該繊維の軟化点以下で加熱することで耐熱性を向上する。 

 

➁【特許番号】 第 159234 号 

【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 2 /18  【特許】1943/ 9/20 【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博、人見清志、平林清   【特許権者】日本化学繊維研究所  
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【特許請求の範囲】弱酸性塩類を含有する芒硝水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維の軟化点以下で加熱処理

して、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

 

➂【特許番号】 第 159235 号 

【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 6/ 6  【特許】1943/ 9/29  【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博  【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】高温にて酸性を呈する塩類を含有する芒硝水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維の軟化点

以下で加熱処理して、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

 

④【特許番号】 第 159236 号  

【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 6/ 6  【特許】1943/ 9/29   【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博 【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】弱酸性溶液をアルカリで中和した紡糸原液を硫酸塩水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維の

軟化点以下で加熱処理し、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

 

➄【特許番号】 第 159969 号 

【名称】合成繊維後処理法 

【出願】1941/10/13  【特許】1943/11/5  【権利消滅】1946/ 7 / 5   

【発明者】李升基、陶山英成、上月栄一、桜田一郎 【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】紡糸後繊維を「ベンズアルデヒド」および「アセタール」化処理により耐熱、耐水性を付与する。 

【筆者注】上記は全て特許登録されたが、特許年金の納付期間 3 年間に納付されず、5 件とも 1946 年に権利消滅

（失効）。 

 

３．鐘紡「カネビヤン」の特許 

【特許番号】 第 153812 号  【名称】「ポリヴィニル・アセタール」繊維の製造法 

【出願】1939/12/8   【特許】1942/11/20   【発明者】矢沢将英、目黒清太郎、矢島稔、尾沢敏男  

【特許権者】鐘淵紡績（株） 

【特許請求の範囲】湿式紡糸繊維を緊張状態で、常温にて凝固作用のある薬剤の存在下で 50℃以上の加熱処理

後に、アセタール化処理を行ない耐熱、耐水性を付与する。 
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第 3 章 ビニロン・プラント輸出に見る戦後の対中技術移転の特徴 

                   -クラレの事例に即して- 

 

第Ⅰ節  課  題 

 

本章は、日中の国交が未回復であった 1960 年代を中心に戦後の日本のプラント輸出、および技術

移転がどのように行なわれていたかを、クラレにおける合成繊維ビニロンの開発と工業化に焦点をあ

てて実証的に明らかにする。具体的な課題は以下の３点である。 

課題[1] プラント輸出に際して必要とされたノウハウが何であったかの検証。 

課題[2] そうした技術が必要とされた背景、すなわち中国の衣料事情、経済事情の確認。 

課題[3] プラント輸出を通して見える日中間の政治・経済関係の確認。 

 

日本経済は、第二次大戦によって壊滅的な被害を受けた生産基盤を立て直し、1950 年代後半から

の 20 年余は世界に例を見ない高度成長を維持し、世界をリードする規模の経済へと発展した。この時

代にクラレは戦災を受けた工場を復興し、1950 年には合成繊維ビニロンの工業化を世界に先駆けて

実現した。その後、1963 年-1974 年の間に中国向ビニロン・プラント輸出 3 件を成功させた。この歴史

的な過程について上記の課題を設定する意義は以下の４点にある。(1)戦後の中国向プラント輸出の

先駆けとなり、衣料繊維に不足する中国国民にビニロンを供給し、中国の化学工業、とりわけ合成繊

維工業の発展に大きな影響を与えた。(2)プラント輸出の成功は、戦後の日中関係を互恵平等の方向

で修復する上で大きな転換点となった。(3)戦後日本の合成繊維工業を支えたクラレにとって、プラント

輸出は中国との人的交流と信頼関係を構築し、後続のプラント輸出や中国との合弁事業を実現するた

めの伏線となった。(4)中国化学工業の歴史が抱えている戦前戦後の連続と断絶という問題を考える

際の１つの重要な素材となる。 

このように重要な意義を持っているにもかかわらず、クラレのビニロン・プラント輸出の実態は知られ

ていない。それは社会主義中国が行なっていた厳しい情報管理と中国をめぐる日本国内の政治状況と

いう二つの要因によって関連する資料の公開が妨げられてきたからである。本稿ではこれまで利用さ

れることがなかった資料を発掘し、こうした研究史上の空白に迫ってみたい132。 

 

【先行研究】 

  日本化学繊維協会[1974]では、1963 年に中国政府の要請によりクラレのビニロン・プラント輸出契

約が締結され、工場の建設を始めたと簡潔に説明されている133。井上[2010]は大原總一郎伝であるが、

                                                  
132 本稿は、藤本[2010]岡山大学大学院社会文化科学研究科・修士論文（2010 年 1 月提出）をまとめたものである。修士論文

は 岡山大学経済学部に所蔵されているが、執筆の課程で内部資料の閲覧を認めていただいたクラレの要請に基づいて

2010 年 3 月に複製が同社にも提出されている。修士論文は 2011 年 10 月に立命館大学で開催された政治経済学・経済史

学会/秋季学術大会で報告として発表した。その後、兼田[2012]が出版された。本稿には同書の内容と重複する部分がある

が、それらはすでに修士論文ならびに学会発表の中で記述されたもので、本稿には同書を参考にして記述した部分は全く

ない。 
133 日本化学繊維協会[1974]：1963 年にクラレは中国政府とプラント輸出契約を締結して、「中国初のポバール、ビニロン工場 
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初の北京プラント輸出に際しての大原社長の考え方が概説されている。また兼田[2012]は大原總一

郎の研究書であるが、井上と同様に、北京プラント輸出の経緯を概説している。いずれも本章と重複す

る部分があるのは、同じクラレ資料に依拠するためである。峰[2009]については、脚注で説明する134。 

本章は藤本[2010,2013b]を踏襲し、中国向ビニロン・プラント輸出 3 件のすべてについて、技術の継

承性を課題とする点で他と異なる。  

 

                   第Ⅱ節 ビニロン事業の展開 

 

本節ではビニロンの開発経緯と工業化の成功要因を検証し、戦後復興期の日本経済に対するビニ

ロンの貢献度を確認する。 

 

１．開発の経緯 

 クラレは 1935 年に合成繊維の研究に着手し、カーバイドから得られるアセチレンを出発物質とするポ

バール系合成繊維の研究を推進した。一方、同種繊維を研究中の京都大学の喜多源逸・桜田一郎両

教授の指導の下に、李升基助教授・川上博助手らが、1939 年にポバール系耐水繊維「合成一号」を発

表して特許を取得135した。その基本特許権については、一般に、京都大学日本化学繊維研究所の所

有とされ、広く工業化のために開放されたと理解されている（大原[1961]pp.145-146）。 

しかし、実際には「合成一号」の関連特許が成立する過程では、次のような複雑な経緯が見られた。

1939 年 10 月の出願特許に対し他所から異議申立があったが、京都大学の主張が通り 1942 年 2 月に

特許登録された（特許番号：第147958号）。その後、この「合成一号A」特許に対し、1946年に某社から

無効審判が請求され、同年に特許局（当時）から無効と認める通知書を京都大学側が受取った。特許

出願した研究グループ代表者・桜田一郎の回顧によれば、京都大学側が異議申し立て期限内に手続

を取らず特許は無効になった。その理由について桜田は、「これまでに別な重要特許（筆者注：「合成

一号 B」の特許を指す）も確立しており、大した執着もなかった」（桜田[1969]pp.97-98）と述べている。 

こうした経緯については、これまでの研究では全く言及されてこなかった。筆者は特許庁での近年の

検索結果から、1948 年 5 月に特許権が無効確定していたことを確認した。無効審判請求をした某社は、

特許明細書の検討結果から耐水性付与技術で競合した鐘紡と推測される136。当時は研究者間での熾

烈な競争が行なわれていたのである。しかし、1939 年 10 月の出願から 1946 年 5 月の無効査定に至る

                                                                                                                                                  
   の建設を始めた」ことを簡潔に紹介している(p.766）。 
134 なお、化学工業の戦前戦後の継承性という問題については、峰毅[2009]が、中国に継承された「満洲国」の産業 について、

実態を分析している。同書は戦前戦後の中国における化学工業の発展過程を跡づけ、特に人材面での連続性を検証する

ことによって技術面での継承性を明らかにした。戦後の中国が化学工業を再建する際に戦前の技術が継承されていたこと

を初めて体系的に明らかにした画期的な研究である。ただ、同書には継承性を強調し、また中国側の資料である当代中国

叢書編輯部編[1986]『当代中国的化学工業』を主たる検討材料としたことによって問題点も生じている。同書は中国がポバ

ール・ビニロンを自前で開発したと主張するが、1950-60 年代の中国にはポバール･ビニロンを自前で開発して生産する技

術は確立されておらず、生産設備は日本からのプラント輸入に頼らざるを得なかった。峰氏が強調する「満洲国」時代から

の技術の継承は、戦後のプラント輸入によって導入された新技術を吸収し消化していく土台として理解されるべきである。 
135 特許登録：1942 年 2 月、特許番号 JP147958、「繊維形成後アセタール化する方法」（大原[1961] p.107）。これは「合成一号 

A」の取得特許である。 

136 戦前の特許であるため、当時の無効審判請求書が特許庁でデータベース化されていない。このため両者の特許明細

書から判断した。 
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までには 6 年余が経過し、実質的には「合成一号 B」（筆者注：特許第 157076 号ほか 4 件）に新たな技

術開発が加えられ、これが戦後の工業化に十分に寄与したといえる。ところが、この5 件の特許も 1946

年 2 月から 7 月にかけて、権利消滅していた。桜田によれば、戦後に化学繊維研究所が冬眠状態にあ

った時期に納付金がなく、何回目かの特許登録料（筆者注：特許年金）の未納により失効していた。今

日、ビニロンは、これらの基礎研究をもとに製造されているが、重要な基本特許はビニロンの工業化前

に権利消滅していたことになる（桜田[1969]pp.107-108）。第 3 章付属資料[10] 特許関係資料参照。 

第 2 章（pp.35-36）で既述のように、1941 年 1 月に設置された日本合成繊維研究協会により、京都大

学高槻化学研究所内に「合成一号 B」の中間試験場が設置された。ここに派遣されていたクラレ、ニチ

ボー、東洋紡績、日本レイヨンの技術者によって、1942 年 9 月に日産１トンのプラント計画が｢羊毛様合

成一号製造工場計画書｣として作成された137。クラレはこの研究成果を受けて、いち早く工業化に向け

た取り組みを開始した（クラレ[1987a]）。すなわち、京都大学とクラレの連携が強化されたのである。 

 

２．クラレの試験プラント稼働 

1942 年 10 月、クラレは基礎技術の研究を完了し、翌 43 年 12 月に工業化試験プラント（PVA および

同繊維日産 200Kg）を完成させたが、同プラントは 1945 年 6 月の岡山空襲で全焼した。クラレは 1948

年 4 月に同試験設備を倉敷工場に移設・復元し、1948 年 4 月に操業式を挙行した。プラントはカーバイ

ドから繊維までの一貫方式で、生産能力は戦前のものと同規模であった（カーバイド 6 トン/日、酢酸ビ

ニル 400Kg/日、ポバール 200Kg/日、ビニロン 200Kg/日）。生産された繊維については、操業式典に参

列した京都大学教授・桜田一郎から「ビニロン」と命名する提案があった（クラレ[1987a]。同年 5 月、合

成繊維工業懇話会での協議により、ポバール系繊維の一般名称をビニロン（Vinylon）とすることが決

定された（大原[1961]p.169）。 

 

３．工業化への道程 

（１）基本技術の確立 

クラレは試作したビニロン繊維を各種製品に仕上げて実用試験を行ない、設備改善と品質改良を進

めて、1948（昭和 23）年末にはポバールとビニロンの製造技術を確立した。翌 1949 年 2 月には取締役

会が、工業化方針を正式に決定した（クラレ[1987a],1980b]pp.40-41）。 

同社は原料から 終製品までを一貫生産することが品質を確保する上で重要だと考えていた。後述

するような巨額な資金負担をおして、繊維会社としては前例のない原料遡及に挑戦し、ポバールの工

業化を敢行した。繰り返しになるが、クラレがポバールの自社生産に踏み切った理由は、 終製品の

品質を確保するためには、原料から一貫的に生産することが必要との方針にあったのである。 

当時の商工省繊維局はクラレのポバール生産に賛意を示したが、同省化学局は化学品の生産は

化学会社に任せるべきとの反対意見を持っていた。これに対し社長の大原總一郎は「一貫作業の技術

的重要性とポバールの製造技術確立のために払った多くの犠牲を忘れることはできない」との信念を

                                                  
137 『羊毛様合成一号製造工場計画書』は、「合成一号」の紡糸実験装置とともに、2012 年 3 月、日本化学会の｢化学遺産｣に

認定された。筆者は2012年9月、京都大学化学研究所を訪問し、高分子物質化学・金谷利治教授の研究室でこれを閲覧し

た。 
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貫いた（クラレ[1978a]）。図 3-1 は、この時点における製造工程を示したものである。 

 

        図 3-1 ポバールとビニロンの製造工程図 

ポバール 

           酢酸         メタノール          苛性ソーダ 

            ↓             ↓                ↓ 

アセチレン→合成→酢酸ビニル→重合→ポリ酢酸ビニル→鹸化→分離→ポバール 

   

ビニロン  

           水           温水・芒硝          ホルマリン 

           ↓              ↓                ↓                

ポバール →溶解→濾過・脱泡→紡糸→延伸→熱処理→アセタール化→水洗・乾燥→ ビニロン・トウ   長繊維 

                    ↓                               

                    切断    ホルマリン  

                    ↓          ↓ 

熱処理→アセタール化→水洗・乾燥→ ビニロン・ステープル  短繊維 

      

出所：大原[1961]pp.110-111 より抜粋。 

 

注目しておくべきことに、クラレは戦前来の独自技術だけでなく、そこに戦後に開発した技術138を付

け加えて、ポバールとビニロンに関する世界 先端の技術水準を実現していた。戦前技術の継承と戦

後になってからの技術革新はそれぞれ重要な意味を持っており、二つの技術の独自性を押さえておく

ことは化学工業に於ける戦前戦後の連続性と断絶性を評価する上で重要である。 

（２）政府の合成繊維育成策とクラレの工場建設計画 

 1948 年 10 月、日本政府の経済復興 5 カ年計画に合成繊維が組み込まれ、翌年 5 月には繊維生産

審議会から商工大臣に答申の「合成繊維工業急速確立の件」が省議決定された。これにより政府は資

本と技術を集中して、早急に合成繊維の経済単位工場を建設する意図を明示した。担当企業としてポ

リアミド系繊維（ナイロン）については東洋レーヨン、ポバール系繊維（ビニロン）についてはクラレを選

定し、資金調達等の援助措置を決定した（大原[1961]pp.170-171）。 

 こうした政府の動きを受けて 1949 年 2 月、クラレはビニロン日産 20 トンの工場建設計画を立案した。

ポバール工場は電力が豊富でカーバイド工場の多い富山139に建設し、ビニロン工場は電力、用水等の

ユーティリティ、港湾岸壁、鉄道引込線等の付帯設備を有する岡山工場に建設されることとなった。第

１期分の建設費は総額 36 億円余であった。クラレの資本金は、当時 2 億 5 千万円であったから、投資

負担は重かった。クラレは前期・後期に 2 分して投資を行なった。 

（３）建設資金調達と工場の建設 

工場建設には前期工事だけで 14 億 1 千万円の建設費が見積もられた。1949 年 4 月、ドッジライン140

                                                  
138 1948 年までの開発事項は、酢酸ビニルの気相合成と連続重合法、酢酸ビニルの連続鹸化方式、酢酸及びメタノールの 

   回収法、湿式紡糸法の流上方式開発、アセタール化処理の確立などであった（鈴木[1983]p.115）ほか。詳細資料として 

   安井[1969]がある。 
139 当時の日本の電力事情は「水主火従」であった。このため水力が豊かでカーバイド工業が盛んな富山が選定され、昭和電

工富山工場に隣接してポバール工場を建設した（クラレ[1987a]）。 

140 1949 年、GHQ の財政顧問ドッジが行なった日本経済再建勧告。政府支出削減・インフレ抑制・輸出増進をうたい、１ドル

=360 円の為替レート設定等の諸施策が出された。 
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の実施により、対日援助見返資金特別会計141 が設けられ、合成繊維を含む重要産業に対して建設資

金が供給されることになった。しかし、閣議では合成繊維工業への同資金投入はこの時点で時期尚早

という理由で却下された。資金調達はドッジライン下の金融引締めで行き詰まった。クラレの大原總一

郎社長は日本銀行の一万田尚登総裁に直談判し、「一企業の利益のために興す事業ではなく、日本

の繊維産業を復興するものだ」と訴えて協力を要請した。この交渉の結果、1949（昭和 24）年 10 月、日

本興行銀行を幹事とする 15 行が 14 億 1 千万円の協議融資を行うことになった。 

これによってビニロン工場の建設にめどが立った。その後、政府の合成繊維工業に対する育成援助

も強化され、1951 年には対日援助見返り資金による融資も実現した。クラレは 1949 年 7 月、資本金を

7 億 5 千万円に増資し、社債を募集して資金を調達した（クラレ[1980b]pp.41-42）。 

 クラレは 1949 年 10 月に富山ポバール工場の建設に着工し、翌 50 年 9 月にこれを完成した。同工場

は 10 月より日産 5 トンの生産を開始した。1950 年 2 月には岡山ビニロン工場についても建設工事を開

始し、同工場は同年 10 月に完成した。岡山工場は、11 月より富山工場製のポバールを使用し、日産

20 トンで、世界初のビニロン繊維の工業化を実現した（クラレ[1980b]pp.44-55）。戦前戦後の技術開発

を積み上げ、建設資金の調達に成功することによって、クラレはようやくポバールとビニロンの工場生

産を軌道に乗せることができた。 

 

４．戦後復興期の経済課題とビニロン工業 

戦後復興から間もない 1950 年代は、日本経済を自立させることが国民的な課題となっており、国際

収支の赤字縮小が追求されていた。ビニロンの工業化は、この課題を実現する上で重要な意味を持っ

た。ビニロン（原料となるポバール）は、国内資源（石灰石、水力発電）から生産することが可能であり、

木綿や羊毛に類似の性質を持つことから、外貨を使うことなく国民の衣料需要を充足することができた

からである。ビニロンは衣料分野における官公需要142や水産庁の｢合成繊維漁網転換計画｣に基づく

漁網需要を、外貨を節約しながらまかなう上で貴重な存在となった。外貨の節約と繊維需要の充足を

両立させるこうしたビニロン工業の特長は、中国政府がビニロン・プラントの輸入を追求する上で大きな

理由ともなった。以下ではこの対中プラント輸出の問題を検討してみよう。 

 

第Ⅲ節 中国へのビニロン・プラント輸出 

 

本節では、中国へのプラント輸出の時代背景と交渉の経緯を概観し、複雑に交錯した政治的諸問題

をクラレはいかに克服したかを検証する。その上で、北京、上海、四川に建設されたクラレの各輸出プ

ラントの特徴を確認する。 

 

１．時代背景 

                                                  
141 正式には「米国対日援助見返資金特別会計」という。第 2 次大戦後、対日米国援助物資を国内で売却して得た代金を一括

して経理するために、1949 年に（昭和 24 年法律 40 号）によって設けられた特別会計。当初は通貨安定策として公債買入償

還を行ない、50 年以降は経済再建を目的に、公企業や重要産業に集中的に投資したが 53 年８月に廃止された。 

142 郵政省・保安庁（防衛庁）・国鉄・電電公社の制服・作業服・毛布・軍手・裏地・シート等の各分野に納入した。 
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（１）日本経済の状況 

 1950 年代半ばから第 1 次石油ショック（1973、74 年）まで、日本は長期にわたる高度経済成長を記録

した。この時代には様々な新商品が現われ、消費生活の高度化と多様化が進んだ。日本経済は急速

に成長し、「10 年後所得倍増」のキャッチフレーズを掲げた池田首相の予測を凌駕し、早くも 1968（昭

和 43）年には、GNP（国民総生産）が 1960 年の 2.25 倍に達し、やがて日本が米国に次ぐ世界の経済

大国となる基礎ができた（田中[1998]p.175）。 

（２）自民党政権の動向 

 この経済成長の時代に自民党の政権は、1955（昭和 30）年の「55 年体制」成立後の鳩山内閣

（1954-1956）、石橋内閣（1956-1957）、そして岸信介内閣（1957-1960）、池田勇人内閣（1960-1964）、

佐藤栄作内閣（1964-1972）、田中角栄内閣（1972-1974）へと推移した。この時期は東西冷戦期

（1947-1991）にあたり、経済・外交・宣伝などを手段として、東西の陣営が厳しく対立する時代であった。

中国問題に引きつけていえば、日本は 1952 年に台湾（蒋介石政権）と日華平和条約を結び、その後の

20 年間にわたって、中国本土の人民共和国とは不正常な外交関係を続けていた143。 

（３）中国視察団の来日 

 クラレの主力・ビニロン事業が好調でフル稼働の状態にあった 1958（昭和 33）年 1 月、中国化学工業

考察団144が来日し、富山工場（ポバール生産）と岡山工場（ビニロン生産）を見学して、プラント輸入の

申し入れを行った。それは岸内閣145の時であった。しかし、交渉が両者間で開始されようとした矢先に

長崎国旗事件146が発生し（同年 5 月）、中国政府は対日貿易の中止を発表した。日中間の契約交渉は

中止され、約 2 年半にわたって貿易は中止された。その後、中国では大躍進運動（1958 年～）による経

済の混乱と自然災害（1962-63 年）が相ついで発生し、食糧事情そして衣料事情が急速に悪化した147。

こ う し た 事 情 を 背 景 に 、 1960 年 に な る と 両 国 間 に 再 び 貿 易 拡 大 の 機 運 が 高 ま っ た （ 大 原

[1963]pp.103-104）。 

 

２．プラント輸出交渉の経緯 

 クラレ側の動きについては、ここでは同社の社内資料等によりその概要を確認しておこう。 

（１）池田内閣の政経分離政策 

1960（昭和 35）年 12 月に成立した第２次池田内閣は、「自由国家の一員としての立場で、日中貿易

を拡大の方向に進める」との基本方針を、翌年の第 38 国会で示した（1961 年 1 月 30 日）。両国間の貿

                                                  
143  1972 年 9 月、田中角栄首相は北京で毛沢東主席・周恩来総理と会見し、国交回復を果たした。同時に日華平和条約は存

続の意義を失い、台湾政府は「背信忘義の行為」と非難して対日断交を声明した。 
144  侯徳傍団長は、中国化学界の重臣。自身が化学者で、中国では「侯氏ソーダ法」として知られる。 

145  安保改定の為に日米関係を重視した。台湾の国民政府擁護派の内閣（1957 年 2 月-1962 年 7 月）。 
146  1958 年 5 月、浜屋デパートでの、日中友好協会長崎支部主催「中国切手・切り紙展覧会」会場で、右翼団体員が五星紅

旗を引下ろし毀損した。中国の陳毅外交部長は中国に対する侮辱であると声明し、日中間の貿易契約はすべて破棄され

た。この背景には、岸信介首相が 1958 年 3 月、台湾・蒋介石総統に中華人民共和国不承認を保証する親書を出したこと

があった。 

147  当時、総路線・大躍進・人民公社の３つは社会建設の“３本の紅旗”として称賛されたが、1959 年には大躍進政策の失敗 

から全国的に深刻な食糧不足を招き、農村では数年間で 1500 万人の餓死者が出たといわれる（加藤・上原[2005]p.45）。 

この時期の中国は人口増が著しく、1950 年代半ばから食糧事情が悪化し、従来の綿花栽培地を穀物用地に転用したた 

め繊維不足の問題が発生した。 
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易環境を改善しようという機運が高まるとともに、中国側でもビニロン・プラント輸入の動きが復活した。

1962 年 1 月には中国より正式にプラント見積書提出の要請があり、クラレはこれに応じることにした（ク

ラレ[1980b]）。 

この時点で、大原總一郎社長は、あらためてプラント輸出の実現を決意し、自民党内で も慎重派

とされていた佐藤栄作148を訪ねて、その意思を確かめた。そこで佐藤から「対米的顧慮のために逡巡

する必要はない」との返答を得て、自民党とその内閣が「中共貿易」（中国貿易）に対して前向きの姿勢

であることを確認した（大原[1963]p.104、大原[1969]pp.270-271）。 

 

（２）北京訪問と輸出交渉 

1962 年 9 月、クラレ（豊島武治副社長ほか）は中国政府からの招聘により訪中し、 初の具体的折

衝を行なった。中国政府のプラント輸入の熱意は確認したが、輸入条件は価格面で実現不可能なまで

に隔絶していた（大原[1963]p.104）。支払条件については、その後、両者間の歩みよりがあったが、そ

の点については後述する。 

1962 年 11 月、高碕達之介149を団長とする経済使節団が訪中して、「日中両国民の長期総合貿易の

発展に関する覚書（LT 覚書）」（後述）に調印した。その調印に際して、豊島クラレ副社長も同行し、中

国技術進口公司との間でビニロン・プラント輸出議定書に調印した。この議定書に基づいて中国ビニロ

ン考察団が同年 12 月から翌年 1 月にかけて来日し、クラレの工場見学と輸入技術範囲の調査を実施

した（クラレ[1987a]）。 

1963 年 3 月にはクラレ技術者が訪中して現地調査を行ない交渉の進展を図った。プラント輸出交渉

の 終段階を迎え、同年 5 月、クラレ常務取締役・矢吹修を団長とする契約交渉団が訪中した。この時

点でも契約交渉は難航したが、互恵平等の基本精神をうたって、同年6月29日、人民大会堂で中国技

術進口公司・崔群総経理と正式契約書へ調印するにいたった（大原[1963]pp.105-106）。 

 クラレは調印後、直ちに日本政府へプラント輸出の許可申請を行なったが、国交未回復の社会主義

中国に対する初のプラント輸出となることから、国内外で異常な関心を呼んだ。政財界では支持が出る

一方で、台湾擁護派の政治家や、一部西側外交官筋からの批判と反対意見が提起され、本来の経済

問題が完全に政治問題化した。大原社長をはじめ、クラレ幹部は政府・政党・財界・在日外交官など各

界に対して了解工作を積極的に行ない、高碕事務所はこれをLT貿易（脚注22）の目玉として強力に支

援した(クラレ[1987a])。しかし、その後の 8 か月間、事態は政経分離方式の具体的な運用方法につい

て合意を見ることができず、行き詰まることとなった。 

 

３．解決への道 

（１）政経分離方式と政府内合意 

                                                  
148 1948 年第２次吉田内閣の官房長官で、後に首相在任 7 年 8 カ月の長期政権を維持（1964.10-1972.7）した。岸信介の実弟。 
149 昭和期の実業家、政治家。1919 年東洋製缶を創設。1941 年渡満。満洲重工業総裁。戦後は（株）電源開発初代総裁。

1954 年第 1 次鳩山内閣の経済審議庁長官。1955 年衆議院議員となり、第 3 次鳩山内閣まで経済企画庁長官。1958 年第

2 次岸 内閣通産相。日中復交前の 1962 年に訪中し、LT 貿易のルートを開き、国交回復に貢献した。 
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  池田内閣は国交のない中国に対して、「政経分離方式150」による関係改善策をとった。1962 年 9 月

19 日、親中国派の自民党議員・松村謙三を中国に派遣して、周恩来首相との会談により、「積み上げ

方式」による日中関係正常化の合意が成立した。その結果、11 月 9 日、高碕達之介と廖承志の間で

「日中貿易に関する覚書」（LT 貿易151方式）が調印されたことは既述の通りである。しかし、政府は日米

関係、日台関係および西側諸国への配慮から、対中貿易の開始を躊躇した。クラレの積極性に理解を

示しつつも、政府は自民党内の親台湾・反中国路線に固執する保守派に配慮して混乱を重ねていた。 

 

（２）日本政府の解決策 

中国向けプラント輸出第１号は、 終的には池田首相の決断により承認された。それは日本政府に

与えられた 60 日間の期限152切れを目前にした 1963 年 8 月 26 日のことであった。1958 年 1 月に中国

化学工業考察団が来日して以来、既に５年余が経過していた。 

 プラントは価格約 2 千万ドル、頭金 25%、金利 4.5%、船積み後 5 年の延払という条件であった。日本政

府は上記のように自民党内の反対論に配慮して結果を先送りにしていたが、延払の金利を原案の

4.5%から6.0%に引き上げるかわりに2千万ドルの価格はその分だけ引き下げるという対策案をまとめ上

げた。金利引き上げの根拠は、後進国に高い金利でプラント輸出しているのに中国へ安い金利で輸出

すると、米国や欧州諸国からから批判を受けるという恐れがあったので、これを回避するためであった

(『朝日新聞』1963 年 8 月 21 日第 5 面)。こうして 1963 年 8 月 20 日、政府が認可方針を決定して、北

京ポバール・ビニロンプラントの輸出問題は決着を見た。 

 

（３）大原總一郎社長の対中意識 

企業体としてのクラレは企業戦略の一環として対中プラント輸出に取組んでいた。実際これから見る

ように、クラレはビニロン・プラントの輸出を成功させることによって中国側との間に信頼関係を築き、対

中進出を加速した。しかし、大原社長が述べている以下の言葉にも注目しておくべきであろう。 

「私達が今から中国に建設しようとするポバールとビニロンのプラント技術はクラレの一企業に働く 1

万の従業員が、戦後の困難に屈せず心血を注いで創り育てた会社の財産である。その経営者である

私は、会社の利益のために有償でこれを売却する責務を持つ。私の念願することは、日産 30 トンのビ

ニロンは、繊維に不足を告げている中国人大衆にとって、いささかでも日々の糧となり、戦争によって

物心両面に荒廃と悲惨をもたらした過去の日本人のために、何程かの償いにでもなればということ以

外にない」(大原[1963]pp.107-108)。大原はここで戦争に対する贖罪を語っている。短期的には政権与

党との間に大きな摩擦をもたらし、経営的にも損失をもたらしかねない対中プラント輸出に対してクラレ

が大胆に取組んだ背景に、企業としての長期的な戦略ばかりでなく、戦前期の日中関係に対する企業

                                                  
150 第 2 次池田内閣は、「自由国家の一員としての立場で、日中貿易を拡大の方向に進める」という政府基本方針を 1961 年 1

月の第 38 回国会で示した。 
151 1962 年 11 月に中国代表・廖承志と日本の民間代表・高碕達之介が北京で取決めた覚書（備忘録）に基づく日中総合貿易

の通称。LT は両者の頭文字をとったもの。無条約下の日中貿易の中心となった。68 年 3 月からは 1 年の期限付で日中覚

書貿易と改称。政治運動に左右され不安定であったが存続し、日中国交回復後の日中貿易協定の成立で役割を終えた。 
152 中国側は契約発効（調印後２カ月）までに日本政府の認可がないか、延払 5 年の基本条項が認められない場合、契約を取

消すとの強い態度を示した（『朝日新聞』1963 年 7 月 20 日第 5 面）。 
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トップの反省があったということは注目しておくべきである。 

 

（４）台湾対策 

 吉田茂元首相は 1964（昭和 39）年 2 月 23 日、羽田発の日航機で訪台した。政府派遣の特使ではな

く個人の資格で、池田首相の蒋介石総統にあてた親書を携行した。26 日の会談で蒋介石は、中共向

プラント輸出は純民間ベースならやむを得ないとの意向を表明した。これに対して吉田は日本経済が

成長するに伴って市場を獲得するために中共との貿易を行なう必要性を強調した。蒋は日本が大陸に

戦略物質を輸出することには反対であること、また日本政府が延払方式を認可して輸出することは中

共に対する援助となるから反対であることを表明した。吉田は「戦略物質は政府が禁止している。延払

輸出は政府が認可して輸銀の資金を使い輸出する場合は、資金枠に限度あり、さし当りはできない」と

説明した。こうした経緯に規定されて、ＬＴ貿易の第2号として許可申請を行なったニチボーのビニロン・

プラント輸出については、米国・台湾への配慮から日本政府は不認可とした(『朝日新聞』1964 年 2 月

27 日、第 1 面)。 

  

４．プラント建設の経緯 

（１）プラント輸出時期の中国情勢と各プラントの概要 

 表１は 1949 年に人民共和国が成立してから改革開放政策に転換する 1978 年までの 30 年間の中国

情勢とクラレから中国への各プラント輸出の時期をまとめたものである。 

 

表 ３-１  中国年表とプラント輸出の関係 

  

区  分 中   国  年   表 クラレ年表・プラント輸出の経過 

経 済 復 興 と 新

民主主義期 

１９４９－５２ 

 

１９４９ 中華人民共和国成立（１０月 ） 

１９５０ 朝鮮戦争勃発（～５３）  

１９５２ 土地改革完了 

１９４９ ビニロン工業化決定（２月） 

１９５０ ビニロン工業生産（１１月） 

（ポバール・富山、ビニロン・岡山） 

第１次５カ年計

画期 

 １９５３－５７ 

１９５３ 第１次５カ年計画開始 

１９５６ 社会主義的改造の完了 

１９５４ ポバール部分重合法開発・高

強力ビニロン生産に成功 

大躍進・経済困

難期 

 １９５８－６０ 

１９５８ 毛沢東「大躍進」提起。人民公社成立 

１９５９ 盧山会議「大躍進」で対立、 劉少奇国家主席就任 

１９５９ 黒竜江省で大慶油田の試掘成功（９月） 

１９５８ 中国化学工業考察団来日 

  （ポバール・ビニロン工場見学） 

１９６０ クラレ訪中団・北京訪問 

経済調整期 

１９６１－６５ 

１９６１ 第８期９中全会調整政策への転換 

１９６２ 経済指導権を劉少奇、周恩来、鄧小平、陳雲へ委ねる 

１９６３ 北京プラント契約（６月） 

１９６５ 北京プラント完成(８月) 

文 化 大 革 命 と

その影響期 

 １９６６－７６ 

１９６６ 文化大革命勃発 

１９７１ 国連復帰 

１９７２ 田中角栄首相訪中。日中国交正常化（９月） 

１９７４ 日中貿易協定調印 

１９７５ 周恩来「４つの近代化」提唱（農・工・国防・科学） 

１９７６ 周恩来没（１月）・第１次天安門事件（４月）・毛沢東没（９月）

 

１９６６ 北京プラント引渡(１月/２月) 

 

１９７３ 上海プラント契約（３月） 

１９７４ 四川プラント 契約（１月） 

１９７６ 上海プラント完成（３月） 
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洋躍進期 

１９７７－７８ 

１９７７ 鄧小平再復活 

１９７８ 日中平和友好条約調印（８月） 

１９７８ 第１１期３中全会 改革開放政策へ転換（１２月１８日） 

１９７７ 上海プラント引渡（２月） 

１９７８ 烟台プラント契約（５月） 

改革開放政策

転換以後 

１９７９－２００１ 

１９７９ 米中国交正常化 

１９８９ 第２次天安門事件 

１９９７ 鄧小平没、香港返還 

２００１ WTO 加盟（１２月） 

１９８０ 四川プラント完成（１月） 

１９８０ 四川プラント引渡（３月） 

１９８３ 烟台プラント完成（６月） 

１９８３ 烟台プラント引渡（９月） 

出所：中国年表は加藤・上原[2005]pp.41-48, pp.314-315；南[2005]pp.191-207 を参考に筆者作成。クラレ年表・プラント輸出

の経過は筆者が独自に作成した。なお、時代区分の境界は概略を示し、必ずしも厳密なものではない。なお、本表ではビニロ

ンに続くクラレの烟台・人工皮革プラント輸出関係についても記入した。 

 

北京ポバール/ビニロン・プラント輸出が成功すると、クラレはさらに上海ポバール・プラントと四川ポ

バール・プラントについても輸出を成約した。以下では、それぞれ北京プラント、上海プラント、四川プラ

ントと略称して、その概要を示すことにする。 

 

➀ 北京プラント 

経 緯： 当プラントは、日中国交未回復時代に契約した 初のプラントである。複雑に交錯した内外

の政治的諸問題を円満に解決して、1963（昭和 38 年）8 月 26 日付で日本政府の承認が得られた。 

契約内容は、カーバイド・アセチレン法によるポバール（PVA）製造プラントに加え、ビニロン製造工

程からパーロック紡績工程までの一貫製造プラントと、それらの製造技術に関するものであった。 

その工程は概略次の通りで、生産能力（日産）は、ポバール 30 トン、ビニロン・ステープル 25 トン、ト

ウ 5 トン、パーロック紡績153 12,000 錘であった。なお、設備・技術ともクラレが戦後開発した 新鋭技

術によるものであることを保証した。その工程概要は以下の通りである。 

 石灰石→カーバイド→アセチレン→酢酸ビニル→ポバール→ビニロン→パーロック紡績→紡績糸 

契約金額は約７２億円（英ポンド払）で、支払条件は契約発効時に契約金額の 10%、船積完了時 15%、

船積完了後５か年に残りの 75%を均等分割払で各回 15%とした。 

  工場建設は、ポバール工場とビニロン工場は中国側の主管官庁が異なり、用水問題との関わりで

別々の場所に立地された154。契約に基づき、1964 年 10 月から機械設備・材料類を神戸港より船積した。

クラレは建設技術者及び関連メーカーの技術者 100 余名を派遣した。据付工事は順調に進捗し 1965

年 8 月に完成した。クラレは運転技術者 75 名を派遣し、OJT 指導を実施した。 

  ポバール工場は 1966 年 1 月、ビニロン工場は 2 月にそれぞれ確認運転を行ない、製品品質・数量、

原単位とも所期の目標を達成した。ポバール工場は同年 3 月、ビニロン工場は 5 月に各々引渡調印し

た。こうして中国へのビニロン・プラント輸出は成功を収め、クラレの技術は中国側からの信頼を集めて、

その後のプラント輸出の伏線になっただけでなく、日中友好関係の促進にも大きく貢献した。 

  中国ではその後、このビニロン・プラントで得た技術をベースに、自らの手で中国各地の10数か所に

ビニロン工場を建設し、繊維に不足していた中国人の衣料用にビニロンの供給を行なった。これにより

                                                  
153 パーロック式牽伸切断紡績のことで、高強力糸が得られる。レーヨン・スフ開発当時に得た技術。 

154 使用水量の多いポバール工場は北京市朝陽区（都心より 15Km）のコンビナート地区に、ビニロン工場は北京市順義県（同

50Ｋｍ）の畑地に建設された。 
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ビニロン・プラント輸出が中国国民の生活向上に大きく貢献することになった(クラレ[1987a])。 

 クラレ大原總一郎社長は、1965(昭和 40)年 10 月 12-25 日に中国を訪問、北京に完成したビニロン工

場を視察し、陳毅副総理、郭沫若155中日友好協会会長、廖承志国貿促主席、南漢宸らの要人と会談し

た(クラレ[1980a]p.57)。こうした動きを通じて、クラレは中国政府要人との新たな人脈を構築した。 

 

北京プラントの特徴と歴史的意義： 当プラントは中国初の大規模なポバール、ビニロン、紡績までの

一貫製造プラントであった。この製造技術は中国内に産出する石灰石を原料としており、外貨の不足

に直面する中国側には魅力的であった、クラレの先端技術であり中国側の自主技術では開発できな

かった、という２点が重要である。 

 

➁ 上海プラント 

経 緯： 1971(昭和 46)年秋、クラレは中国側から石油を出発原料とする[エチレン]・[酢酸ビニル]・[ポ

バール]を製造するプラント156の見積書提出の要請を受けた。この背景には、中国側が大慶・勝利など

の大油田の開発157を急ピッチで進め、石油化学工業の展開を図ることにあった。1972 年 3 月、中国化

合繊工業視察団（李正光団長）が来日、クラレ岡山工場と、関連する三菱油化の四日市と鹿島の両コ

ンビナートを視察し、石油化学と合成繊維の詳細調査を行ない帰国した。同年 6 月、中国政府から訪

中要請を受けクラレ契約交渉団（岡林次男副社長・団長）が北京にて長期にわたる交渉を重ねた。折

から、田中角栄首相が訪中158し、9 月 29 日に「日中共同声明」に調印して国交を樹立したことから、両

国間の友好は一層促進されることになった。翌 1973 年 3 月、クラレ訪中交渉団が契約調印を行なっ

た。 

契約内容は、エチレン法による酢酸ビニルからボバールを製造するプラントと製造技術で、その生産

工程は概略次の通りで、生産能力は酢酸ビニル年産 66,000 トン、ポバール年産 33,000 トンであった。

その工程概要は以下の通りである。 

製油所→灯軽油分解→エチレン→酢酸ビニル→ポバール→ビニロン 

     三菱油化/三菱重工          クラレ                      中国側の自前技術 

契約金額は 52,747,308 元（邦貨約 77 億円）で、前回の英ポンド払が今回から元建ての契約になった。

支払条件は、契約発効後 10% 船積完了後 15% 工場引渡 12 カ月後 5%  船積完了後 5 年間 10 回分

割払 70%であった。クラレは契約締結とともに設計、機器調達に着手し、機器類の船積を 1974(昭和 49)

年末に終了し、技術者を派遣して建設の指導を行なった。前回プラント輸出の経験を活かし効率的に

建設を進めた。クラレは 1976 年 3 月に建設工事を完了すると、引き続き運転指導を行ない、翌 1977

                                                  
155 日本に留学し、六高（現在の岡山大学）・九州大学医学部卒業。1949 年中華人民共和国成立後、国務院副総理・文化教育 

委員会主席・科学院院長を兼任。1963 年中日友好協会名誉会長となる。 

156 クラレ岡山工場では、水島コビナートからパイプライン（30Km）でエチレンガスの供給を受け、エチレン法による酢酸ビニル・ 

ポバール生産開始（1968 年 10 月）。エチレンから気相法で酢酸ビニルを量産する世界初のプラントであった。生産能力増と

コスト低減策としての石油化学への転換である（クラレ[2006]p.30）。  

157 黒竜江省南西部の大慶をはじめ、1960 年から次々に中国国内油田の採掘を開始、石油化学工業都市を形成した。 

158 戦後日本の首相として初の中国訪問。9 月 26 日に周恩来首相と国交正常化の基本方針について会談、27 日に毛沢東主

席と会談し、29 日に共同声明に調印して国交を樹立した。1937 年（昭和 12）年の盧溝橋において勃発した「日中戦争」から

数えて 35 年目の国交回復である。 
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年 2 月に中国側へ引渡した(クラレ[1987a])。 

このコンビナートは上海石油化工廠と呼ばれ、中国石油化学工業発展の一大中心となった159。この

石油化学コンビナートを作る契機となったのが、このプラント輸出交渉時の話し合いであった（クラレ

[1987a]）。プラントの特徴は三菱油化との共同受注で、エチレンから酢酸ビニルを経てポバールまでの

工程をクラレが担当し、後続のビニロン・プラントのみは中国側が自前で建設したことである。前回の北

京プラントでの中国側の OJT 経験が活かされた証である。ビニロン製造設備を自前で建設できる技術

を、北京プラント建設時のクラレの指導と、操業経験により蓄積されたためである。 

 

上海プラントの特徴と歴史的意義： 当プラントは、従来のカーバイド・アセチレン法（北京プラント）から

石油化学に原料転換してポバールを製造する中国初の技術であった。中国では石油開発を進め、石

油の輸入すなわち外貨の消費を回避しながら、生産コスト・製品品質・生産効率の面でより有利になっ

ていた石油を原料とする新技術の導入を図ったものである。この技術はクラレ岡山工場が開発した

新技術であった。 

 

➂ 四川プラント 

経 緯： 中国では四川省に産出する天然ガスを原料として、アセチレンとその誘導品を製造する計画

を進めていた。クラレは 1972(昭和 47)年 10 月、技術チームを北京に派遣して、天然ガスからアセチレ

ン・酢酸ビニル・ポバールを製造する技術160に関し、クラレの中条工場（新潟）での実績に基づく技術説

明を行なった。翌 1973 年 6 月、クラレに対してポバール・プラント（年産 45,000 トン）の見積要請があっ

た。クラレは代表団を北京に派遣して交渉し、翌 1974（昭和 49）年 1 月に契約が締結された（クラレ

[1987a]）。 

契約内容は天然ガス法により、酢酸ビニルからポバールを製造するプラントと製造技術で、工程は

概略次の通りで、生産能力は、ポバール年産 45,000 トンである。その工程概要は以下の通りである。 

  天然ガス→アセチレン→アセトアルデヒド→酢酸ビニル→ポバール→ビニロン 

      仏・Speichim                  クラレ                    中国側の自前技術 

契約金額は 38,890,000 元（邦貨換算 56 億円）で、支払方法は、契約発効後 15%、船積完了後 10%、

工場引渡後 12 か月後 5%、船積完了後 5 年間 10 回均等払 70%、の条件であった。 

 1975（昭和 50）年 3 月に現地の建設工事に着工した161。同地域はインフラ等の立地条件が悪く、中国

側の内部事情から工事は大幅に遅延し、主要工事の完成は 1977 年 3 月であった。さらにコンビナート

全体の建設工事が遅れ、確認運転実施はおよそ３年後の 1980（昭和 55）年 1 月であった。確認運転で

は目標とする技術・経済指標をすべて達成し、同年 3 月にプラントの引渡を完了した（クラレ[1987a]）。 

 

四川プラントの特徴と歴史的意義： 当プラントは中国内で開発が進んだ天然ガスを原料として、より効

                                                  
159 工場は上海市金山の杭州湾に面した埋立地に建設された。 
160 クラレは 1962 年 5 月、新潟・中条工場で、天然ガス法によるアセチレンで高品質のポバールを生産開始（日産 40 トン）。ク

ラレのポバール生産能力は富山工場と合わせて日産 125 トンとなった(クラレ「2006」p.26)。 

161 工場は、四川省長寿県長江江岸の四川省維尼綸廠に建設された。 
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率的にポバールを製造する中国初の技術となった。またフランス企業スペイシム社との共同受注であ

った点で、それ以前の二つのプラント輸出とは異なっていた。天然ガス法の技術は、クラレ中条工場で

実施中の 新技術の移転であった。 

 

（２）プラント輸出 3 件のまとめ 

 上述の北京、上海、四川に建設された３つのプラントに関して、以下のように集約することができる。 

集約（ⅰ）衣料繊維が不足する中国でビニロンが充足し、中国経済と中国の化学工業に寄与した。社

会主義経済の建設を強力に推進する中国の工業化の一つは綿業で、並行して化学繊維の生産も企

図され、戦時中日本が建設したレーヨン工場を復元して生産を開始していた。合成繊維では東独の技

術援助でナイロン工場が新設された。当時の中国化学繊維（化合繊）生産会社は下表 3-2 の通りであ

った(大原[1961] pp.356-.362)。 

 
              表 ３－２ １９６０年代中国の化学繊維会社一覧 

 

会   社   名 繊維種類 生産開始 備      考 

Aloud Rayon Co.  レーヨン １９５８ 国営。英ドプソン・アンド・バロウ社機械。 

Antung Chemical Fiber Plant（安東） レーヨン・スフ １９５７ 国営。 

Kiangsi Cellulose Fiber Plant レーヨン １９５９ 国営。 

Paoting Cellulose Fiber Plant(保定) 強力レーヨン １９５９ 国営。東独の技術援助。  

Peiping Synthetic Fiber Plant（北京）  ナイロン １９５９ 国営。東独の技術援助。唯一の合成繊維。 

                     出所：大原[1961] p.360 より抜粋。 

 

  しかし、上表で示される繊維種類だけでは国民の衣料用繊維を充足できず、次の理由からビニロ

ン・プラントが必要であった。 

１）当時のレーヨン繊維やナイロン繊維は、物性面から一般衣料には不向きである162。これに対して綿・

羊毛に近似した性質を持つビニロンは、石灰石と電力により低コストで生産できることから、中国側で

はプラント輸入の必要性があったと見る。ビニロンの用途は広く、天然繊維や化学繊維に比して多くの

特性を持つ。繊維長は任意にカットできるので各種天然繊維や化学繊維との混紡が可能で、在来型紡

機にも適合する。質実剛健の繊維ビニロンは中国の衣料用に適した。 

２）中国は 1959 年から 61 年にかけ、連続 3 年の重大な自然災害に見舞われ、国民経済にかなりの困

難を生じた。北は干害、南は集中豪雨による水害と、全国総耕地面積の約半分に達する約 6,000 万ヘ

クタールが被災した。自然災害による食糧不足が食糧の輸入と農産物の輸出不振を招き、外貨面に

影響を及ぼした。このため衣料繊維の不足は深刻であった。（橋本[1962]pp.1-6）。これをビニロン・プラ

ントが充足した。 

３） 初の北京プラントはカーバイド・アセチレン法によるポバールからビニロンの一貫製造プラント設

置および生産技術全般を技術移転した。２番目の上海プラントは杭州湾に面した埋立地に、クラレの

提案で建設された石油化学コンビナートである。ここには、三菱油化(株)のエチレン・プラント及びクラレ

                                                  
162 柔軟性、吸水性（吸汗性）、保温性、耐熱性、耐薬品性、洗濯性をはじめ、衣料用としての各種堅牢度が低い。 
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の酢酸ビニル/ポバール・プラントと中国側が自前で建設したビニロン工場がパイプラインでつながった。

このコンビナートには、その後ポリエステル繊維、アクリル繊維、ポリエチレン等の合成繊維工場も併

せて建設され、中国合成繊維工業の画期的発展につながっただけでなく、上海石油化工廠と呼ばれる

中国石油化学工業の一大中心をなした。３番目の四川プラントは長江江岸の四川維尼綸
ビ ニ ロ ン

廠に立地す

る天然ガス方式のポバール工場となった。クラレの３つのプラントは中国の化学工業の進歩に大きな

影響を与えた。 

集約（ⅱ） 戦後の日中関係を互恵平等の方向で修復する上で、プラント輸出の成功は大きく寄与した。

北京プラントは、1962 年成立の LT 貿易の第１号となったが同時に、74 年の日中貿易協定の成立でそ

の役割を終えるまで LT 貿易の唯一の実績であった。このプラントは日中国交回復の促進に大きく寄与

した。プラント建設を通じて中国との人的交流と信頼関係を構築し、後続プラントや合弁事業の伏線と

なった。1963 年の北京プラント契約から、上海プラントを経て、1980 年の四川プラント引渡までの通算

17 年間に及ぶ中国への技術移転は、日中相互の信頼関係を築きあげ多くの人的交流を果たした（詳

細については次節を参照）。 

 

第Ⅳ節 ビニロン・プラント輸出の特徴 

 

日中貿易の黎明期というべき戦後体制の下で行われた、ビニロン・プラント輸出の特徴を以下に集

約する。 

１．プラント輸出の実現過程 

本節では、国交未回復時の混乱とプラント輸出の実現過程を検証する。 初の北京プラント輸出契

約は 1963（昭和 38）年で、日中国交回復(1972 年)の 9 年前である。日本国内では社会主義中国に対

する反感から抵抗の動きが広がったが既述のように、日本政府は紆余曲折の末に政教分離の原則を

貫きこの輸出事業を承認した。大原はこの輸出事業に対して、中国に対する強い贖罪の意識を持ち、

不退転の決意を以て取り組んだと回顧している(クラレ[1987a]）。そして、ビニロン・プラント輸出による

収益性は採算ラインの下限であったといわれる。この点を経営分析によって検証することは今後の課

題として残さざるをえない。しかし、企業体であるクラレが中国に対する長期戦略の一環としてこのプラ

ント輸出事業に取り組んでいたであろうことは想像に難くない。実際、この時のプラント輸出を足がかり

に、対中関係を築き上げたクラレは、1970 年代そして改革開放時代を通して、日本の合成繊維メーカ

ーとしては 大の対中事業を展開していくことになった。 

北京プラントの契約金額は 終的には約 72 億円（英ポンド払、円価値保証付き）で、5 年間の延払

方式の決済であった。この方式は金額が大きい貿易の場合に、頭金以外の残りを一定期間猶予する

もので、外貨準備の少ない発展途上国へのプラント輸出に適用される手段である。通常は政府系金融

機関の日本輸出入銀行（国際協力銀行の前身）の融資を使い、一定範囲で相手国に政府による信用

供与を約束することになる。信用供与は事実上、中国に対する経済援助になるというのが自民党台湾

擁護派や外務省の反対理由であった。池田首相、福田通産相は認可の方針であったが、自民党内の

調整に時間がかかった。通産省案は金利4.5%から6.0%に引き上げて批判をかわし、金利引き上げ分だ
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け契約金額を減額することで関係者の了承を得た（『朝日新聞』1963 年 8 月 21 日第 5 面）。すなわちク

ラレは中国側の実質的な負担を増額することなく、批判勢力のメンツを立てて、プラント輸出を実現す

ることに成功したのである。 

 

２．技術移転と対価の授受方式 

クラレが行なったプラント輸出はいずれもターンキー方式（Turn key system）163で、設計、据付から確

認運転、引渡検収までのすべてをクラレが担当し、技術資料引渡と OJT 方式による現地従業員教育を

実施した。さらに中国の中堅社員に岡山工場で長期研修も実施した。対価の授受方式は通常、西側

諸国で用いられるランニング・ロイヤルティー方式では、技術移転契約発効、工場の建設開始、生産開

始の３時期に一定額が授受され、生産・販売が開始されると、販売額に一定率を掛けた金額がロイヤ

ルティーとして授受されるその金額は製造業の利益率 5%を目安に決められる（伊藤［2005］p.196）。こ

れに対し、既述のようにクラレのプラント輸出３件はすべて 5 年間の延払方式で決済された。生産量を

問わず特許料を含めて全部込みの計算方法をとったのは、国情が異なる社会主義国家には西側諸国

のような商業ルールが存在しなかったためである（なお、同時期の 1958 年に米国エア・リダクション社

へポバールの技術輸出をした時は、頭金 3 回分割払いとロイヤルティー方式が採用された）。このよう

な決済方法は戦後の対中技術移転の大きな特徴である。 

 

３．プラント輸出の経済効果 

北京プラントのポバール製法はカーバイド方式であったが、上海プラントに対しては石油化学方式

（クラレ岡山工場で実施中）の技術を、四川プラントに対しては天然ガス化学方式（クラレ中条工場[新

潟]で実施中）の技術をそれぞれ移転した。こうした原料の転換は1970年代の油田開発や1980年代の

天然ガス田開発の進展を反映したものであった。そしてポバール原料を石油や天然ガスに転換したこ

とは、製造過程で生成するエチレン・プロピレンを中心とする炭化水素から各種誘導品を利用する総合

的な石油化学工業への展開を可能とし、これらの技術はさらなるスピルオーバー（spill over.外部経済）

効果を生み、中国の化学技術の向上に貢献することになった。 

 

一方、プラント輸出はクラレに対しても大きな経済効果をもたらした。 初の北京プラント（1963 年契

約/1966 年引渡）に続き、上海プラント（同 1973/1977）、四川プラント（同 1974/1980）までの長期にわ

たる技術移転を通じて、多くの人的交流を経験したことはクラレの大きな財産となった。ビニロン・プラン

トで中国に先鞭をつけたクラレは、その後、新たな事業を展開することに成功した。 

 クラレは 1975 年 8 月より人工皮革「クラリーノ」中国に輸出していたが、中国では牛皮の供給が少

なく人工皮革の潜在的な需要が極めて大きかった。1978 年 5 月、人工皮革プラント輸出契約を締結し、

ターンキー方式で山東省烟台にプラント建設をした。1983 年 9 月には中国で 初の人工皮革工場（烟

台合成革廠）が完成、年産 300 万㎡（紳士靴換算で 1,800 万足分）の人工皮革が産出されることになっ

                                                  
163 一括請負方式。プラント建設に当たり、用地整備、建設、設備据付、試運転までの一連の業務を一括して受注者が引き受け

る方式。キイーを回すだけで操業できる状態で発注者が工場の引渡を受けることから、この名称が生まれた。発展途上国に

対してはこの方式による輸出が多い。 
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た(クラレ[2006]p.40；藤本[2011]pp.185-204)。次章ではこれについて詳細を報告する。 

 

 クラレは 1995 年、可楽麗
ク ラ レ

香港有限公司や上海事務所（2002 年、現地法人）を設立し、2000 年代初め

から中国各地での事業を積極的に展開している。上海可楽麗魔術粘扣帯（上海）有限公司（2004 年・

面ファスナ―「マジックテープ」の現地加工)、可楽麗化学（寧夏）環境化工有限公司（2004 年・活性炭

生産）、禾欣可楽麗超繊皮（嘉興）有限公司（2004 年人工皮革生産）、可楽麗亜克力（張家港）有限公

司（2005 年・メタクリル樹脂164シート生産）など、中国各地での展開を図っている。この源流はビニロン・

プラント輸出の成功にあると言える。 

 

第Ⅴ節  小  括 

 

本章ではクラレの対中プラント輸出に焦点をあて実証的に見て来た。以下では冒頭に記載した課題

に添って、その内容を簡潔にまとめることにする。 

課題[1] プラント輸出に際して必要とされたノウハウが何であったかの検証。 

ビニロンは日本や中国に豊富に存在する自国資源（石灰石と電力）を使用して、低コストで生産でき

る繊維で、糸質は綿・羊毛に近似することから、国民生活に不可欠な衣料繊維を提供することにあった。

初の北京プラントは、同方法による PVA 製造と、ビニロン繊維製造を経て、パーロック紡績までの一

貫製造プラントおよび製造技術であった。その後、中国の 1970 年代の油田開発や 1980 年代の天然ガ

ス田開発に対応して、石油原料の上海ポバール・プラント、天然ガス原料の四川ポバール・プラントもク

ラレ技術の導入によって進められた。 

 

課題[2] そうした技術が必要とされた背景、すなわち中国の衣料事情、経済事情の確認。 

 外交的な緊張関係が続いていた 1950-60 年代にこうした輸出事業が中国側から提起された背景に

は、中国経済が抱えていた外貨不足、繊維不足という深刻な問題が横たわっていた。中国は 1959 年

から 61 年にかけて、連続 3 年の重大な自然災害に見舞われ、全国総耕地面積の約半分が被災し国

民経済に困難を生じた。食糧不足から外貨面に影響を及ぼし衣料繊維の不足は深刻であった。中国

政府はクラレに対してビニロン・プラントと製造技術の提供をクラレに要請した。中国では北京プラント

の経験から得た技術165をもとに、自らの手で中国各地 10 数か所にビニロン工場を建設166し、繊維に不

足していた中国人の衣料用にビニロンの供給を行なった。 

 

課題[3] プラント輸出を通して見える日中間の政治・経済関係の確認 

                                                  
164 プラスチック中で も優れた透明性、耐候性を持ち、液晶ディスプレイの導光体、自動車ランプカバー等に使用される。 

165 中国側は、北京プラントのビニロン製造設備をモデルとし、習得した機械設備の据付技術と運転技術（ノウハウ）を活かし、

日本から機材（部品）を輸入すれば、自らの手で複製設備をつくりビニロンを生産できる技術まで成長した。ただし、より高度

な化学工学のノウハウを必要とするポバール製造設備に関しては、中国側にはそれを複製できる技術力はまだなかった。  
166 吉林有機合成化工廠、上海合繊実験廠、北京ビニロン二廠、哈爾浜繊維綸織廠、福建ビニロン工場、上海石油化工総工

場、重慶天然ガス化工総廠、湖南ビニロン工場、宣山ビニロン工場、四川ビニロン工場などである（アジア経済研究所

[1980] pp.75-76）。 
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初の北京プラント輸出契約(1963 年)は、日中国交回復(1972 年)の 9 年前であった。日本国内で 

は社会主義中国に対する反感の動きがあり、日本政府は政教分離の原則を掲げて輸出事業を承認 

した。２番目の上海プラントの契約交渉中に両国の国交が回復され、ここから日中交流が始まった。 

プラント輸出の対価授受方式は、輸出 3 件とも 5 年間の延払方式で決済された。国情が異なる社会主

義国家には西側諸国のような商業ルールが存在しなかったためである。このような中国との決済方法

は戦後の技術移転の特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 
 

             第４章 人工皮革事業の展開と対中プラント輸出の特徴 

-クラレの事例に即して- 

 

                         第Ⅰ節 課  題 

 

本章はクラレにおけるビニロン工業化に続き、新規開発された人工皮革「クラリーノ」に焦点を当てて

以下の 2 つの課題を検証するものである。 

 

課題[１]クラレにおける技術の継承性を検証する。具体的には、人工皮革に至るまでのレーヨン、ビニ

ロンを貫く要素技術である、紡糸技術と後加工性に関する継承性を検証する。 

課題[２]合繊工業（人工皮革）の技術移転から見た戦後の日中関係の修復過程を検証する。 

  

クラレは1964年、ビニロン技術を基盤に国産初の人工皮革「クラリーノ」を開発し、上市した。1978年

には対中人工皮革プラント輸出を成約し、1983 年に烟台プラントが完工した。本章ではクラレにおける

「クラリーノ」事業の展開と、対中プラント輸出を通して日中経済協力の経験を顧みる。 

 

【先行研究】 本章と同一の課題を掲げる先行研究は見当たらない。しかし、本章の課題に関連する事

項ついては、すでにいくつかの先行研究が取り上げている。課題[1]についていえば、これまでの研究

における記述は概論的な域にとどまっており、技術に関する説明には正確を欠いている場合が多い。

たとえば森谷[1986]は、昭和の各種産業界の技術開発史を概観し、クラレ人工皮革研究の契機となっ

た新規合成繊維のエピソードを紹介167している。鈴木[1991]は合成繊維の「製品差別化の新展開」とし

て 1960 年代初めから 1980 年代初めにかけての、人工皮革各社の参入・撤退の状況を概観している168。

しかし、これらの研究には脚注に示すように、技術面に関して多くの誤解が含まれている。また、朝倉・

田渕[2008]は、人工皮革用不織布の一般的な製法を解説し、その応用例としてクラレほか数社の人工

                                                  
167 森谷[1986]は、引用元を明記されていないが「クラレ・福島修が新合成繊維開発に際し、ナイロンとポリエステルの混合繊

維の不織布からナイロンを溶解・除去し皮革様のシートを得た」（p.109）と解説している。これは誤認である。正しくは、福島

はナイロンとポリプロピレンの混合紡糸繊維の不織布から、繊維中のナイロン成分を溶出させ、不織布中で固化させたもの

であり、ナイロンを除去したものではない。「ナイロンとポリスチレンの不織布にポリウレタンを含浸させて、ポリスチレンは除

去してポリウレタンをスポンジ化するという合成皮革の基本構造が固まってきた」（p.110）という記述も誤認である。正しくは、

ナイロンとポリスチレンの混合紡糸繊維の不織布にポリウレタンを含浸し、凝固浴中でスポンジ化した後に、ポリスチレン成

分を抽出・除去するのである（藤本）。製造技術についてのこうした誤解は、一般に、社会科学の論文においてはそれほど

大きな意味を持たないといえるのかもしれないが、技術的な継承性に関する検証を課題とする本稿においては無視できな

い重要な意味を持っている。 

168  鈴木[1991]は、1960-80 年代に関し、米国デュポン社「コルファム」、クラレ「クラリーノ」、東レ「エクセーヌ」をはじめ、国内各

社の商品名とその特徴について述べている。同論文は技術史ではないが、概論的な技術面や商標名にいくつか基本的な

間違いがある。その一例を指摘すれば、「クラレは 1965 年、不織布を加熱・収縮させて多孔性組織にし、それにポリウレタン

系樹脂を重ねた人工皮革クラリーノを倉敷工場で製造開始した」（p.169）としている。しかし、「不織布を加熱・収縮させて」と

いう指摘は誤認である。正しくは、「混合紡糸繊維よりなる不織布にポリウレタン溶液を含浸し、それを凝固させる。ポリウレ

タンは凝固条件を制御することにより、多孔質層が形成される。しかる後に、繊維中の 1 成分を抽出・除去することにより、

繊維中に無数の空洞が存在する特殊繊維を得る方法である」。またスエード調人工皮革「アマーラ」の商標を「アマーナ」と

誤記もしている。ちなみにこれらの記述については引用元が明記されていない。なお、安部・平野[2013]の第 3 章（平野）で

も典拠が示されていないが、 鈴木[1991]を引用したとみられる（同書 p.196）。 
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皮革製品を紹介している169。 

研究書とはいえないが、日本経済新聞社[1978]が、この問題を扱っている。同書は、「クラリーノ」開

発当初の状況を記述したサクセスストーリーである。日本繊維新聞社 [1991]は、「クラリーノ」発売 25

周年記念に出版された書籍である。両書とも、クラレ研究陣に対するインタビューにもとづいて開発状

況をリアルに跡づけている部分が貴重である。ただし、どちらも宣伝の色合いが強く、資料を検証して

実証するという点では不十分である。その他、本章課題との接点はないが、出口[1999]は、天然皮革

の歴史と技術を論じる中で人工皮革にも言及し、人工皮革は食肉生産の副産物である動物皮が需要

に対応できないとの見方から開発されたという興味深い指摘を行っている（同書 p.127）。総じていうな

ら、これら各々が断片的な情報を提供しているが、系統的に実証分析を行なったものはない。 

課題[2]に関わる先行研究としては、大原總一郎の人物論をとりあげた井上[2010]と兼田[2012]があ

げられる。前者は伝記として、後者は歴史学の学術論文」として発表されている。どちらもクラレ資料を

ベースに、プラント輸出については 初のビニロン・プラント輸出（筆者注：北京プラント）の経緯を明ら

かにしているが、後続のビニロン・プラント２件と人工皮革プラントには言及されていない。本章は藤本

[2010]を踏襲して、ビニロン・プラント輸出3件（北京、上海、四川の各プラント）及び人工皮革プラント輸

出（烟台プラント）に関し、技術移転からみた日中関係の修復過程を検証するものである。 

 

第Ⅱ節 人工皮革事業の展開 

 

本節ではビニロンの工業化で培ったクラレの高分子化学の技術170がどのように継承され、人工皮革

事業をいかに有利に展開したかを明らかにする。具体的には、（１）人工皮革の開発経緯、（２）到達し

た技術水準、（３）先発の米国デュポン社「コルファム」や国内他社品に対する優位性を技術的視点か

ら明らかにする。 

１．事業展開 

（１）人工皮革の開発経緯 

技術的背景： クラレの社長であった大原總一郎は「天然のものを人工に置き換えることが国家のため

になる」とすることにこだわった。実際、天然素材を人工素材に代替するクラレの技術は、これまでに絹

に代わるレーヨン、綿に代わるビニロンで具現されて来た（クラレ[2006] p.53）。レーヨンとビニロン こ

れらの開発技術に共通な生産技術は、異なる原料の湿式紡糸技術と、後工程の加工技術である。 レ

ーヨンの場合は紡糸口金（ノズル）を介して紡糸原液を凝固浴中に紡糸する湿式紡糸法をとった。ビニ

ロンは衣料用ステープル糸として当初よりこの方式を踏襲してきたが、1954 年の産業資材用フィラメン

ト糸の生産に至り、品質と生産性の点から乾式紡糸法も採用され湿乾 2 方式となった。後者は紡糸口

                                                  
169 朝倉・田渕[2008]は、人工皮革メーカーがこれまで公表しなかった不織布の製法を詳述しており貴重である。記述された技

術についての解説は、当業社間では既に公知であったが、業界外に伝えたことに意味がある。 

170 クラレは、ドイツのヘルマン(W.O.Herrmann)博士の発明（1924 年）した合成樹脂・ポバール（ポリビニルアルコール[polyvinyl 

alcohol]の略称）の量産化技術を世界に先駆けて確立した。1950 年には、ポバールを中間原料とする初の国産合成繊維・

ビニロン（Vinylon）の工業化を実現した。同繊維の性質は綿に近く、親水性で、酸・アルカリ・熱に強く、衣料のほか、漁網、

タイヤコード、ロープ等の産業用資材に多用された。この工業化過程で蓄積された研究成果は、同社の要素技術の基礎と

なり、その後の高機能性樹脂「エバール」、人工皮革「クラリーノ」、イソプレンケミカル等の製品分野を生み出す原動力とな

った。 
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金を介してポバール溶液を乾熱空気浴中へ紡糸する方式である。1960 年には岡山工場内にフィラメン

ト専用プラントが建設され、400 デニールや 1200 デニールのマルチフィラメント糸が生産された。こうし

たビニロンでの乾式紡糸の経験が、後の混合溶融紡糸に継承されることになった（前者が 1 つの樹脂

を紡糸するのに対し、後者は 2 つの樹脂を混合して紡糸する相違点がある）。 

 

 クラレ研究所では 1961 年頃より新繊維の開発研究に着手し、混合溶融紡糸には乾式紡糸の経験が

活用された。こうして、レーヨン、ビニロンに続く 3 番目の新製品開発に乗り出していたのである。以下

にその概要を説明する。 

 

開発の契機： 1950 年代半ばに入りビニロン事業が軌道に乗ったことから、1956 年に新発足したクラレ

研究所では、新規合成繊維の研究開発を推進することになり、共重合ポリマーやポリマーブレンド171を

研究の対象とした。1961 年頃にはナイロンとポリプロピレン、ナイロンとポリスチレンなど各種ポリマー

の混合紡糸繊維の研究を行なったが、いずれも繊維素材としての格別な特徴はなく、当初目的は達成

できなかった(クラレ[2006]pp.52-53)。これらの繊維素材について利用法を模索する過程で、当時市場

に出始めた合成皮革172が人気を博し、加えて米国デュポン社の人工皮革開発情報が伝わったことから、

これを皮革材料に用いるアイデアが社内から提案された。これが、クラレが人工皮革研究に取り組む

契機となった（クラレ[1987b]）。 

 天然皮革はコラーゲン173繊維の三次元絡合構造体174で、天然の不織布でもある。この構造をモデル

に、実験室でナイロンとポリプロピレンの混合紡糸繊維からなる不織布を作り175、ナイロンの溶剤で処

理して再凝固させる実験176の結果、溶出したナイロン樹脂がポリプロピレン極細繊維の不織布を接着

（バインダー効果）した形で、皮革状のシート素材を形成した。これが後日の人工皮革につながる糸口

であった（福島[1976] pp.46-50）。 

 

人工皮革の基本形誕生：研究所では人工皮革を新規の研究テーマに採用し、1962 年から翌年にかけ

て急ピッチで研究を推し進めた。当初に取組んだナイロンとポリプロピレン混合紡糸繊維を用いる皮革

様シートの場合は、靴用甲皮としては表面層の耐屈曲性が不十分であった。次にナイロンとポリスチレ

ン混合紡糸繊維の不織布に、ポリウレタン溶液177を含浸・塗布し、水中で凝固させスポンジ層を形成し

た後に、繊維構成の一成分のポリスチレンを抽出除去する方式を検討した結果、耐屈曲性178に優れ、

                                                  
171 共重合は 2 種以上の単量体が結合して重合体を生成することで、例えばスチレンとブタジエンとの共重合で合成ゴム SBR

（styrene-butadiene rubber）を作る。またポリマーブレンドとは、複数樹脂を混合して各々の長所を活用し、新しい特性を生

み出すこと。ポリマーアロイ（polymer alloy）と同意。 
172 当時の NCF（Nylon coated fabric）のことで、織布等にナイロン樹脂を塗布したものを｢合成皮革｣と称した。 

173 Collagen：動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。温水で処理すると溶けてゼラチンとなる。 

174 繊維が立体的に絡み合った構造をいう（平面上の X,Y の座標軸に立体空間の Z 軸を加えて三次元とする）。 

175 ここでは、実験室で一定長に切断した繊維を水中に分散し、抄紙法（紙漉）により簡易的に不織布にしたものを指す。 

176 塩化カルシウムのメタノール飽和溶液に浸漬し、ナイロン成分を溶出させ、不織布中で再凝固させたことを意味する。 

177 Polyurethane：主鎖中にウレタン結合をもつ重合体の総称。これをジメチルホルムアマイド（高分子化合物の溶剤・略称 

DMF[dimethyl formamide])に溶解したもの。 

178 靴甲部分の歩行時における耐屈曲性の試験をいう（JIS 規格による試験装置がある）。 
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風合いのよい靴用甲革に適した皮革状物が得られたことにより、人工皮革の基本型の誕生をみた（福

島[1976]pp.46-50、[1981]pp.389-397）。 

 

（２）到達した技術水準 

 研究開発の段階で各種繊維との比較試験を実施した結果、人工皮革として必要な物性（強力、伸度、

耐屈曲性等）と感性（しなやかさ、風合い等）を表現できる素材としては既存のレギュラー繊維はビニロ

ン、ナイロンを含め、すべて不適当であった。 終的には 2 種類（2 成分）の樹脂を混合紡糸して得られ

た海島（うみしま）型繊維から、1 種類（1 成分）を溶解除去した特殊繊維が人工皮革用途にマッチした。

これが「クラリーノ」の基本特許179となった。この特許において押えておくべき技術面での特徴は、混合

紡糸の方法であった。以下ではナイロン・ポリスチレン混合紡糸繊維を主体に、その概要を説明する。 

 

基本特許の概要： 発明名称：特殊中空糸又は特殊中空成形物の製造方法 特許登録番号：477457 

図 4-1 は、混合紡糸した単繊維（繊維 1 本）の断面をモデル的に表わす。この技術は 2 種類のタイプ

があり、いずれも海島（うみしま）型繊維である180。図①の「れんこん型」は主として靴、鞄用途の汎用タ

イプで、図②の「そうめん型」はのちに開発された新タイプで、ソフト化のニーズに対応した衣料用途や

スポーツ用品の主力となった極細繊維（ミクロファイバー）である。なお、後述の中国向プラントで使用

する繊維は前者の「れんこん型」である。 

 

図 4-1 混合紡糸繊維の断面モデル図 

 

①ナイロンとポリスチレンの混合紡糸繊維        ②ナイロンとポリエチレンの混合紡糸繊維 

れんこん型                               そうめん型 

                海 ナイロン                   海 ポリエチレン 

                                           

 

 

                  島 ポリスチレン                           島 ナイロン                        

       
島成分のポリスチレンを溶解除去すること          海成分のポリエチレンを溶解除去すること 

により、穴（孔）のあいた、れんこん状になる。        により、そうめんの束状となる。 

柔軟性、通気性、保温性は（孔）の存在にある。       直径 0.5～1μの極細繊維で強靭となる。 

 

＜特殊多孔配列繊維の断面形状＞           ＜極細繊維集束型繊維の断面形状＞ 

                       出所：上掲の特許公報に基づき筆者作成 

 

                                                  
179 発明名称：「特殊中空糸又は特殊中空成形物の製造方法」 特許登録番号：477457、公告：昭 41-4810 [昭 41.3.17]、特願：

昭 38-14774[昭 38.3.20]、 発明者：福島修・早浪洋、出願人：倉敷レイヨン（現クラレ）代表者：大原總一郎。 
180 海島を決める因子は、混合組成で体積分率の大きい成分が海相となる傾向を示す。75%以上の成分では海相であり、25% 

以下の成分では島相となる（福島[1981]pp380-382)。 
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一般的に、繊維の表面積は繊維繊度（デニール）181により変化し、繊維が細くなると表面積が増大す

るため、人工皮革内部繊維のズレが起こりにくく、製靴時の保型性（甲皮のヒートセット性）が向上する。

また実際に靴が履かれた際に、透湿性や吸放湿効果（ムレ防止）につながる特徴がある（松本

[2004]p.159；藤本[2010]p.41）。 

 

２．人工皮革の工業化 

1963（昭和 38）年当時のクラレ研究所は、研究開発要員 1,500 名を擁した。売上高に対する研究開

発費比率は 5％近くで、当時の業界では突出しており、人工皮革を含めて 10 件余の研究プロジェクト

が進行中であった。その中から人工皮革を重要かつ緊急なプロジェクトに認定し、同年７月にパイロッ

ト・プラントの設置を決定した。その理由は次の通りであった。➀わが国は原皮のおよそ 75％を輸入に

依存しているが、世界的にも天然皮革の不足が予想される。➁従来の合成皮革は、その構造と物性

面から見て、靴材料として天然皮革に代わり得ない。➂天然皮革代替の人工皮革製品は高付加価値

商品である。従って有望な市場である（クラレ[1987b]）。第 4 章付属資料[1] 表 4-1 「昭和 30 年代の

わが国の原皮供給状況」参照。 

（１）基本条件の決定 

1964 年 4 月には倉敷工場にパイロット・プラントが完成し、工業化の技術開発を推進し、基本方針と

して次の 4 点を決定した(クラレ[1987b]；藤本[2010]pp.41-42)。 

（ⅰ）繊維素材は混合紡糸繊維を使用する：相溶性182のない２種類の樹脂を用いて混合紡糸した繊維

は、単繊維内で各樹脂の相分離183を起こして海島構造の断面を呈する。この島または海を溶剤で抽出

すれば、特殊多孔配列繊維（直径 0.01-0.20μの微細孔がランダムかつ無数に開いた「れんこん型」繊

維）、または極細繊維収束型繊維（0.01-0.001 デニールの極細短繊維が収束した「そうめん型」繊維）

に変移し、曲げ・捩じりなどの変形が容易な、しなやかな繊維になる（詳細は福島[1981]pp.380-38２を

参照）。既述のように、ビニロンの乾式紡糸経験が継承された混合紡糸技術によるものである。 

（ⅱ）繊維とポリウレタン・スポンジを非接着型とする：ポリウレタン溶液を不織布に含浸・凝固した後に、

繊維の一成分を抽出すれば、繊維とポリウレタン・スポンジとの接着が離れて、不織布はソフト化しゴ

ム反発性が減殺される知見を得た。これは繊維とポリウレタンの離型効果により、皮革様シートに柔軟

性を付与するものである。なお、上記の不織布工程では」ビニロン原料の PVA が使用された。 

（ⅲ）表面層と基体層の二重構造とする：構成は表面層と基体層の二重構造とする。デュポン社「コル

ファム」のように表面層と基体層の間に織布を挿入する三層構造はとらない。織布を入れると表面が平

滑化し機械的性質が補強される反面、風合い硬化と層間剝離を生じる重大な欠点となり、製靴加工性

                                                  
181 デニール（Denier）：原糸の繊度（太さ）を表わす単位で、生糸、人絹糸、合繊糸に用いる。基準値は長さ 450m、重さ 0.05g 

時の繊度を１デニールとする（実用上は9,000m/１gを１デニールとする）。デニール数が大きいほど糸は太くなる。またデニ
ールは同じでも比重により断面積は異なる。 

182 2 種類の樹脂 A,B が存在する時、A と B を同時に溶解することをいう。 
183 層分離（Phase separation）：2 種類の物質 A,B を混合するとき、ある温度で混合しやすいかどうかは、混合する前後のエネ 

   ルギー差（混合エネルギー）と混合エントロピーとのかねあいで決まる。混合エネルギーが正の場合には、エネルギー的に 

   は各成分に分離し、エントロピー的には混合を促進させ相反する効果の競争となる。このとき各成分に分離する現象を相分 

   離という。その逆は混合溶液である。 
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（釣り込み性184、保型性185）が低下する等の知見を得たからである。 

（ⅳ）ポリウレタンは自社生産とする：ポリウレタン樹脂は人工皮革の性能に重大な影響を及ぼすので、

各種ポリウレタンの重合及び凝固性に関する研究により、自社生産とする。既述のようにビニロンでの

原料遡及主義がここでも活かされている。 

  

 なお、人工皮革の製造技術を開発するに当たっては、上記以外にもビニロンでの技術経験が多用さ

れた。紡糸後の延伸・捲縮・切断等の後工程におけるノウハウや、合成繊維特有の帯電防止対策、温

湿度管理をはじめ、合成繊維として共通する技術は全工程に及び継承された。即ちレーヨンからビニロ

ンを経由して構築されたクラレの技術基盤が「クラリーノ」に結実していたのである。 

 

（２）製造工程の概要  

 当時クラレが公表したフローチャートは、図 4-1 に示す通りであった。靴用は通常は銀面付きで、衣料

用は銀面付と銀面なしの起毛品（スエード）がある。銀面とは皮革の緻密な表面層をいい、人工皮革で

はポリウレタン・コーティングの表面層をいう。 

 

図 4-1  「クラリーノ」生産工程の概要 

➀ 靴用人工皮革 

  混合紡糸繊維→不織布→ポリウレタン含浸・塗布→ポリウレタン湿式凝固→繊維１成分抽出→ 

  基体（銀付）→表面仕上→クラリーノ 

➁ 衣料用人工皮革 

  混合紡糸繊維→不織布→ポリウレタン含浸→ポリウレタン湿式凝固→繊維１成分抽出→ 

→ 基体(床) →表面立毛処理→生機→染色仕上→アマーラ ソフリナ・シャル 

               →特殊仕上→生機→染色仕上→ソフリナ 

     出所：クラレ[1987b]の工程図を参考に筆者作成。なお、 クラリーノ、アマーラ、ソフリナ、ソフリナ・シャル等はいずれも商

品名○R である。 

不織布の製造方法：「クラリーノ」の不織布は、天然皮革のコラーゲン繊維構造186に類似した立体構造 

体をとる。不織布をつくるには、予め捲縮を付与した混合紡糸繊維を一定長にカットしたものをカーディ 

ング（carding）してウェブ(web) 形成し、その積層体にニードル・パンチを施すことにより、立体構造体と 

する（藤本[2010]p.43）。 

 

 不織布が人工皮革を構成する重要な位置にあることは特許公報等で既知であったが、一般には殆ど

                                                  
184 製靴釣込機（トウラスター）で甲革を引き伸ばして、立体的に木型に沿わせて成型することをいう。 
185 成型物の保型性のことで、温度、湿度、経時などに対する形態安定性の保持性能をいう。 

186 天然皮革は、コラーゲンの微細な繊維が数百本収束してファイバーを形成し、このファイバーが数十本収束したファイバー

バンドル(繊維束)が三次元的に絡み合った構造を持つ。皮革の表面は艶があり、裏側は毛羽だっている。この艶のある表

面を銀面層といい、その下の中間層を経て、強度がある網様層からなり、これらが連続した構造である。銀面層は柔軟性が

あり手触りがよく艶があるのは、ファイバーバンドルが極めて緻密になっているからである（丹波[1997]p.14；藤本

[2010]p.43）。 
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知られていなかった。これについて朝倉・田渕[2008]が詳細に説明している187。その要旨は、人工皮革

用不織布は、繊維積層体を絡合用のニードルで突き刺してフェルト状にするもので、ニードルの形状

は人工皮革メーカーのノウハウである（pp.34-37）。さらにデュポン社が織布を挿入したことのジレンマ

にも言及し、クラレが強さと柔らかさの要求特性を満たすことができたのは、技術面と開発思考面での

革新にあったと記述されている。 

 

商品開発プロジェクト：1963（昭和 38）年 7 月、研究所内に開発委員会を設置し、新規商品開発がプロ

ジェクト化された。翌 64 年 11 月にテスト生産を開始、販売のための本社組織が発足した。しかし、一繊

維メーカーが天然皮革という未知の分野へ挑むのはリスクが大きすぎるという見方から、新素材の事

業推進には反対の声も多かった。これを押し切ったのが、社長・大原總一郎であった。「天然のものを

人工に置き換えることが国家のためになる」。絹に代わるレーヨン、綿に代わるビニロンで成功を収め

たクラレにとって、優れた人工皮革の開発は大きな潜在的テーマであった（クラレ[2006]p.53）。 

 

人工皮革の名称と生産化：パイロット・プラント建設がスタートした 1963 年、新商品に名前がついた。ク

ラシック音楽を愛する大原社長は、かつてビニロンのブランドに、弦楽器を生んだ北イタリアの地名「ク

レモナ」をつけた。人工皮革の命名に当たり大原社長はこう語った。「オーケストラの中の吹奏楽器の

地位を占めることを期待する。それは“クレモナ”以上に、勇壮な前進を夢見るためのファンファーレの

ように鳴り響いてほしい」。新商品は、古い形のトランペットの名に由来する「クラリーノ」と名づけられた。

翌 64 年、倉敷工場内に月産 5 万㎡のパイロット・プラントが完成した。その後、月産 15 万㎡規模の本

プラント建設を決定し、1966（昭和 41）年 11 月、岡山工場内にクラリーノ・生産工場が完成し操業を開

始した（クラレ[1980b]pp.126-128）。 

 

人工皮革の黎明期：人工皮革の商業生産は、1963 年、米国デュポン社の「コルファム」（Corfam）に始

まり、翌 1964 年にクラレ「クラリーノ」が市販を開始した。クラレの生産化と同時期に、東レ「ハイテラッ

ク」、東洋ゴム「パトラ」、日本レイヨン「アイカス」が発売され、その数年後に帝人「コードレ」、東レ「エク

セーヌ」（衣料用）が参入した。海外では米国、英国、西独、ポーランド、東独、チェコなどの新規参入が

相ついだ。 しかし、1971 年のデュポン社「コルファム」の撤退が象徴するように、各社とも靴用甲革を

指向したため、高度な品質要求とファッションの変化に対応しうる多銘柄生産や販売体制の不備から、

生産中止や縮小するメーカーが続出した。当時の国内においてはクラレ「クラリーノ」、「クラリーノ・エ

ル」、東レ「エクセーヌ」、帝人「コードレ」、鐘紡「カネボウ・パトラ」が市場に出ており、靴、鞄、ボール、

ケース類では「クラリーノ」が、衣料用では「エクセーヌ」と「クラリーノ・エル」が圧倒的なシェアを持った。

わずか 10 年余の歴史の中で、メーカーの消長は激しかった（クラレ[1977]p173）。第 4 章付属資料[2] 

「表 4-2 世界の主要人工皮革の消長」参照。 

 

３．技術開発をめぐるその後の紆余曲折 

                                                  
187 朝倉は東京大学大学院工学系研究科（構造解析）、田渕は元・日本バイリーンの不織布専門家である。 



 79 
 

（１）新製品の品質問題 

1966（昭和 41）年、岡山工場での操業開始から間もなく、クラレは新たな問題に遭遇した。1 日に数

百足のペースで、紳士靴の返品が続発した。「クラリーノ」の商標名で販売した靴甲の表面に、微小か

つ無数のひび割れが発生し、消費者クレームとなった。販売店に販売中止をかけ、10 万足にのぼる流

通在庫を回収した。当初、この現象は靴着用による屈曲疲労が原因と見られたが、物性試験では耐屈

曲性に問題はなくすべて社内規格をクリアしていた。研究陣は原因究明のために、素材自体の屈曲性

試験やポリウレタン樹脂の劣化評価をはじめ、この原因を追究し、さらに工場の男子従業員数百名が

紳士靴を履いて日常業務を進める着用試験を実施した結果、原因は着用者の汗にあることが判明し

た。着用者間で個別差があり、特定個人に多発する現象であった。 

 人の汗には酸性とアルカリ性のものがあり、この現象は後者の場合に多発した。化学的表現をすれ

ば、ポリウレタンの加水分解188であった。研究陣はポリウレタンの改質に着手し、難問の解決を図っ

た。 

 一般的にポリウレタンにはエステル系とエーテル系があり、前者は後者に比して柔軟性を有するが 

耐加水分解性は後者が優る。このために、さまざまな角度から技術と性能、品質の見直しを行なうこと

ができた（日本繊維新聞社[1991]pp.34-39；藤本[2010]pp.46-47）。 

 

（２）デュポン社との特許問題 

特許論争のいきさつ：1966 年、米国・デュポン社からクラレ大阪本社に届いた通告書は、「クラリーノ」

は同社の「コルファム」特許に抵触の疑いがあるという内容であった。デュポン社が米国で成立し、日

本出願した特許はポリウレタンの湿式凝固に関するもので、特許請求範囲は広く、「凝固に際し溶剤を

抽出、再利用する」という表現があった。これは当業者189ではごく当たり前のことである。『特許実施権

を与えるかわりに「クラリーノ」の技術を譲渡せよ』とあった。クラレ技術陣は、デュポン社の出願内容で

は日本国内で成立しないと見て、米国内でも「クラリーノ」技術との相違性を明確にすれば勝てると見

ていた。一方、海外戦略を始める販売陣は、長期の係争による弊害を考えた。これが決着したのは、

1969 年の「和解」であった。その内容は、クラレはデュポンに対し技術使用料を払う。ただし、デュポン

は「コルファム」の技術情報を提供しないというものであった。クラレにとって「コルファム」の技術は不要

であったが、無用な争いを避けるための高度な判断であった（日本繊維新聞社[1991]pp.43-47）。 

クラレは輸出市場での開発に先立ち、世界各国で人工皮革に関する基本的な特許を保有していた

デュポン社より、1969 年にその特許実施権の許諾を受けて、輸出市場での不測の混乱を回避した。こ

れが結果的に輸出の促進には一役買った(クラレ[1987b；藤本[2010]pp.47-48)。 

 

デュポン社特許のライセンス：岩田[1969]は「コルファム」や「クラリーノ」をはじめ人工皮革の原料や製

造法を解説し（pp.265-274））、デュポン社特許のうち、凝固に関する[特公昭 40-26559]ほか 6 件の方

                                                  
188 加水分解（Hydrolysis）とは、水が作用して起こる分解反応をいう。 

189 「当業者」は、特許明細書や特許論争で通常に使用する用語であり、業界関係者を意味する。 
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法190を紹介した上で、「クラレは 1969 年 3 月デュポン社の日本特許独占実施権[特公昭 37-2489 ほか]

を取得し、世界に対する輸出権を獲得し、これによって全世界への技術、製品の輸出が可能となった。

今後の事業に大きな影響を与えると記述している（pp.274-280）。一般的な傾向として、特許明細書の

「特許請求項」には、企業防衛上から特許の実施上で必要のない裾野まで広範囲に規定されることが

多い。このケースでは、特許裁判での時間と費用を考慮すれば、上記のように和解(ライセンス)を選択

したのは、やむを得ない措置であったと思われる（筆者）。 

 

（３）デュポン社の人工皮革からの撤退に関する弁明 

特許論争では攻勢に出たデュポン社ではあったが、1971 年に同社「コルファム」の市場からの撤退

が決定された。そして歳月を経た2009 年の同社ホームページ「デュポン 200 年の軌跡」の中で、次のよ

うに米国の巨大企業が自らの敗因を回顧している。以下の（ⅰ）、（ⅱ）は原文のまま引用する。なお

「コルファム」は、原文ではコーファム○R と表記されている191。 

（ⅰ）「悲運の発明品-10 年早すぎた高機能素材」 ― 「コルファム」の自己批判 

「次々生みだされる新製品192の一方に、歴史に埋もれかけた、しかし記憶に留められるべき製品が

ある。コーファム○R 。それはデュポンにおいて1950年代半ばから競うように開発された[極微孔性素材]

だった。皮のように呼吸193して手入れが簡単な、多孔性の湿気を通すシート状素材である」。「経営委

員会は本格的な量産に踏み切ることを決定。200 万ドルキャンペーンの後押しですぐにマーケットを捉

え、発売 2 年後の 1966 年には約 19 万㎡がたちまち完売の人気ぶりだった」。（中略）「しかし、その後

靴業界に低価格の輸入皮革が氾濫。コストの高いコーファム製の靴は太刀打ちできなくなる。 大の

問題は[伸びない][呼吸しない]という一見不合理な消費者の声だった。実際には呼吸をし、実地テスト

では多くの満足を得た。靴は足にぴったり合えば、伸びる必要はないとの合理的観点194から伸びること

を考えていない。結果的にこれが問題を招いた」。「コーファムの名誉は回復されぬまま、ついには生

産中止となってしまう。しかし、当時の特殊製品事業本部を監督したアービング・シャピロはこう語った。

もしコーファムが 10 年遅く発明されていたら、きっと大成功だったと確信する」。 

（ⅱ）「敗因の解明」 ― デュポン社が人工皮革から撤退した理由 

 「コーファムにも期待を裏切られ、デュポンの財政は逼迫。その危機を乗り越えるべく、徹底した停滞

の原因究明がなされた。各本部長による厳しい自己分析の結果、会社の指導力の欠如は変化する条

件、不十分な先行計画および基礎研究に対する過度の自信に起因する」と報告された。その 3 年後に

は「デュポンの研究の成果は、スタッフの能力、施設および支出に比べて弁解の余地がないほど低か

った」との報告もなされた(中略)。デュポンは「科学の長い鎖の先に利益がつながっているという従来の

思考から逃れることができなかった」（デュポン社ホームページ「歴史と伝統」第一部 pp.1-4）。 

                                                  
190 6 件の方法とは、いずれも「三次元構造不織布にポリウレタン等の溶液を含浸し水中で凝固させ、水中で溶剤を抽出して多

孔性のエラストマーをある種の結合剤とする」ことを意味する。 

191 ○R は特許法での登録商標であることを示すマークである。 
192 総合化学企業デュポン社の人工皮革以外の、他の化学製品を指す。 
193 着用中の靴内部は高温多湿となる。これを人工皮革が吸収し、外部に放出する性能（吸放湿性）をいう。「コルファム」は３

層構造のため、この性能が劣ることをクラレ研究陣は把握した。 
194 着用中の足の膨張に対応して、靴が伸縮する機能性（履き心地）を考慮しなかった誤算であろう。 
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http://www2.dupont.com/DuPont_Home/ja_JP/history_07a.html、2009年10月16日。引用文中の下線は藤本に

よる。 

 

上記のように、クラレとデュポンの間でくりひろげられた人工皮革の技術開発については、デュポン側

が自らの敗北を認めて弁明しているが、この件は一般には知られていない。デュポン社がいう「低価格

の輸入皮革」とは、むろん、クラレの「クラリーノ」を指している。デュポン社「コルファム」の品質上の

大の問題は[伸びない]と[呼吸しない]ということにあった。具体的には靴着用時におけるフィット性に欠

けることに加え、“むれ”を回避できなかった問題である。そして、商品開発に要した時間的不足と、基

礎研究に対する過度の自信に起因すると弁明されている。 

これに対し「クラリーノ」の場合は、着用時における足自体（=foot）の膨張（収縮）に対応するフィット

性能と“むれ”防止に寄与する透気、透湿、吸放湿の各性能を具備していた195。海島型中空繊維の発

明がなければ、この性能は出せなかったと見るべきである。快適な着用感を求め、当時の開発担当者

は「靴内気候」（weather in shoes）をも研究し、当初より「コルファム」の品質を凌駕したのである。 

 

４．事業展開 

（１）人工皮革の業界地図 

 クラレがデュポン社との特許問題を和解の形で収めた後も、人工皮革市場に多くの企業が参入した。

「ハイテラック」、「パトラ」、「アイカス」など、国内企業のほか海外企業も出ていたが、売れ行きが芳しく

なかった。1968（昭和 43）年 11 月、東レと東洋クロスの共同事業の「ハイテラック」の撤収が決まった。

東レは後に超極細繊維による衣料用人工皮革「エクセーヌ」を開発する。デュポンの「コルファム」は撤

退し、中古プラントをポーランドに売却して自社生産を中止した。これを契機に、同業他社もそれに続い

た。市場には「クラリーノ」だけが残った。第 4 章付属資料[1] 表 4-2 「世界の人工皮革の消長」参照。 

（２）「クラリーノ工場の増強 

 クレーム及び特許問題の解決後も、技術改善と品質向上を推進し、新製品の上市や新用途開拓に

努めた結果、内需の伸長と世界各国への輸出拡大が功を奏し、販売量は順調に増加した。1969 年以

降の設備改善により岡山工場の生産能力を増強し、1973 年 3 月には月産 30 万㎡に増強し、さらに同

年 10 月には第二系列の建設により月産 60 万㎡とし、倉敷工場の 5 万㎡を加えて月産 65 万㎡とした

（クラレ[1987b]）。 

 

５．品種の多様化と新用途開発 

「クラリーノ」事業は急速に成長し、その用途は靴分野から鞄分野などに拡大され、既存銘柄だけで

は市場のニーズに応えきれず、新製品の開発が要請された。1966 年 12 月、倉敷工場クラリーノ部をク

ラリーノ研究開発室に改組し、新銘柄開発や品質改良研究を重点的に進めた。この頃から一般の生

                                                  
195 日本工業規格（JIS）では、靴甲用人工皮革（JIS K6601）が定義され、品質は靴甲用人工皮革試験方法（JIS K 6505）に準

拠して測定し、検査に合格した靴甲用人工皮革には名称、種類、製造業者名を表示することが求められている。 
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活水準の向上に伴い、人工皮革分野では高級観に加えソフトな素材を指向する時代となった196。クラ

レでは市場ニーズに対応した開発を進め、順次新製品を商品化した。用途別にその動向を見ておくと、

靴用途では従来表皮タイプの外観と風合い改良した新銘柄に、スエードタイプとエナメルタイプを加え

た３種類を品揃えして、消費者の選択肢を増やした。衣料用途では欧米ファッションの流入による需要

が増加し、1967 年頃から新規開発に着手した。スエード197タイプ衣料用人工皮革の商品化に成功して

1969 年にクラリーノ・L スエード」を販売した。1972 年にはこれを高級化（ライティング効果の発現とドレ

ープ性の向上）198した「クラリーノ・エル」を販売し、1978 年 1 月に「アマーラ」が販売された。当初、人工

皮革は靴用甲皮の要求性能を満たせば、他分野への進出は容易であると考えられた。1967 年には人

工皮革が紳士靴市場の 15％のシェアを占めるまでに成長したが、消費者の天然品嗜好への傾斜から、

靴分野での人工皮革の販売は鈍化した。 

このため、靴以外の雑貨分野への開拓を迫られ、ランドセルと学生鞄に焦点を絞った結果、「軽い、

水をはじく、型崩れしない」という特性が適合し、発売後 3 年目の 1968 年に 10％のシェアを獲得し、全

国的に確固たる地盤を築いた。 

また、「クラリーノ」は、球の型崩れがない特性を持ち、ボールの成型加工性に優れることから、1970

年頃からサッカー・バレー・バスケットなどのボール分野へ進出した。1973 年に世界サッカーボール連

盟、1985 年に国際バスケットボール連盟から各々公認された。さらにカメラケース、ベルト・バンド等の

装身服飾品などの分野への展開を図り、1971 年には靴分野と雑貨分野で内需をほぼ二分するまでに

なった。特筆すべきは、クラリーノの高周波加工199によるカメラケース等の成型加工品である。ニコン、

キヤノン、ミノルタ等の一眼レフや中級カメラに多用された。この加工性は世界の人工皮革中では唯一

であった（藤本[2011a]p.197)。 

 

６．輸出の伸長と設備の拡張 

天然皮革の供給は牧畜の規模に左右され、世界的には偏ったものになり、日本・ソ連・東欧圏諸国・

中国などは天然皮革の不足国である。クラレはソ連から大量の引合いを受け、東欧圏諸国へも相当量

が輸出された。これらの国々では天然皮革が不足していたほか、品質的に「クラリーノ」が耐水性・耐

寒性に優れ、寒冷な気候風土に適合したこと。天然皮革のように価格が相場に左右されることなく計画

買付ができ、靴製造業者が省力化の方向に動くなどの複数要因があった。一方、英国・米国・西独など

には、当初から積極的に販売活動を展開したので、「クラリーノ」の輸出量は飛躍的に伸び、1975 年に

は輸出比率が 50％を超えた(クラレ[1987b])。 

 1985 年 4 月には岡山プラントの設備能力を 75 万㎡/月に設備の増強と並行して、作業人員の合理化

と生産工程の高効率設備の導入を行ない、省力・省エネルギー対策を推進し、一層のコストダウンを

                                                  
196 この時代には、合成繊維を用いたカラフルで安価な大量生産の衣料・雑貨品などの新しい製品が登場した。高度成長期に 

   における重化学工業の発展と、所得上昇にともなう「大衆消費社会」の到来は、人々の生活様式を大きく変化させた。 
197 スエード（Suede）は、牛革や山羊革などの裏面を起毛した毛足の比較的長い革のことをいう。 
198 ライティング効果（writing effect）は、スエードの表面を指先で字を書くようになぞると、毛足が伏せて光線の反射で色が変

化する現象をいう。ドレープ（ drape）は、衣料用途での柔らかさ、やさしさ、優美さなどを表現する用語である。 
199 高周波誘電加熱装置により、25MHz 又は 40MHz の電波を発振し、ポリウレタン分子間振動による摩擦発熱を応用し、縫製

することなく立体成型加工ができる特長がある。この原反は西独、東独等にも輸出された（筆者）。    
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図った。さらに、1990 年 9 月、「クラリーノ」設備を 83 万㎡/月（1,000 万㎡/年）に増強し、同年 11 月、「ク

ラリーノ」25 周年記念行事を開催した（日本繊維新聞社[1991]pp.86-90）。 

「クラリーノ」は当初の目標を靴素材に置き、次いで衣料素材へ進出した。その開発は容易でなかっ

たが、漸次難点を克服した。これらの研究開発・工業化の実績は、かつてのビニロンと同様、業界・学

界で高く評価さ 1973-74 年にかけて、数々の賞を受けた200。 

 

第Ⅲ節  中国への人工皮革プラント輸出 

 

 本節ではビニロン・プラント輸出201の後続として成約された人工皮革プラント輸出の経緯を明らかに

するとともに、技術移転の具体的方法を検証する。その上で、プラント輸出を通して窺える日中経済協

力の関係を概観する。1982 年の完成・引渡からおよそ四半世紀を経過したプラント輸出先の現在の姿

を明らかにする。これらの事項は一般的に知られていないし、歴史の間に埋没されようとする事実を再

確認することにある。なお、「クラリーノ」はクラレ人工皮革の商標202であることから、中国での生産品に

同名称は使われなかった。 

 

１．時代背景と輸出交渉の経緯 

 1975（昭和 50）年 8 月、クラレは人工皮革「クラリーノ」の原反を初めて中国へ輸出した。同年 9 月、上

海ポバール・プラント203の竣工を祝うために中国を訪問したクラレ岡林社長は、中国技術進出口総公

司の崔群総経理を訪ねた。この時、中国側は人工皮革「クラリーノ」に強い関心を示したことから、翌月

にはクラレ技術陣が訪中して「クラリーノ」・プラントに関する技術的説明を行なった。その後、中国政府

の要請により、クラレは正式見積書を提出し具体的な商談を実施した。 

クラレは「クラリーノ」の原反を中国に輸出していたが、中国では牛皮の供給が少なく人工皮革の潜

在的な需要が極めて大きかった。また人工皮革素材を中国政府の軽工業部が着目したのは、天然皮

革のように価格が相場に左右されず、計画買付ができることも一要因であった。 

 

２．プラント輸出契約 

 1975（昭和50）年10月より双方の関係者が再三訪問を繰返して折衝を重ねた末、1978年5月20日、

北京にてクラレは中国技術進口総公司との間で人工皮革プラントの輸出契約を締結した（日本繊維新

聞社[1991]p.79;クラレ[2006]p.40)。契約の概要は以下のようであった。 

①生産能力：年産 300 万㎡、②契約金額：70 億円（機器 60 億円、設計 4 億円、特許技術 6 億円）、➂

支払方法：契約発効後、技術資料引渡完了後、確認運転完了後、機器保証期間満了後とし、5 年間の

                                                  
200 日本化学会第 21 回化学技術賞、1970 年度発明協会総理大臣賞、日本化学工業協会第 6 回日化協賞。 毎日新聞社第

25 回毎日工業技術賞。高分子学会賞などを受賞した（クラレ[1987b];日本繊維新聞社[1991]pp.88-90.）。 
201 北京プラント（1963/1965）、上海プラント（1973/1976）)四川プラント（1974/1980）の3件の実績がある。いずれも（契約/完成

の年度）を示す。 

202 「クラリーノ」および“Clarino”または“CLARINO”は、いずれも特許庁へ出願登録済（登録番号：0705200, 4348824, 4609475

ほか）。本稿ではクラレ規定により「クラリーノ」と「括弧」つきで表示する(商標法では○R の表示をする)。 

203 クラレの中国向ビニロン・プラント輸出の１つで、ここでは上海のエチレン法ポバール製造プラントを指す。 
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延払い条件を採用。④工事完了時期：契約発効後 32 カ月。➄自由拡張権の供与：中国側は自由拡張

権の供与を希望したことから、1978 年 7 月、権利許諾の契約に調印した。対価は 2 億円プラス 100 万

米ドルであった（クラレ[1987a]）。 

技術許諾契約の要旨：技術供与および技術指導に関する契約は次の通りであった。 

(ⅰ) 供給範囲及び特許技術使用権：クラレは中国側に対して、特許技術使用権と中国で生産する人

工皮革製品を中国内で使用、消費する権利の許諾に同意した。クラレは契約に規定する技術サービス

および「技術資料」を提供し、熟練した技術指導員を契約工場に派遣し、現場にて技術指導を行なう。

また、同社岡山工場で中国側の技術者を訓練する。 

(ⅱ) 技術資料の引渡：技術資料は契約発効後、逐次引渡す。技術資料は日文で作成する。外来語は

英文とし、度量衡等はメートル制とする。 

(ⅲ) 技術指導および確認運転と引渡検収：契約工場の、据付、仕込試運転、確認運転を経て、規定

の製品品質保証値が達成された後に、双方が契約工場の引渡検収書に署名する。契約工場の建設

は、契約に定めるクラレの提供する技術資料と技術者の指導を遵守して行なう。 

(ⅳ) 保 証：クラレは契約工場の技術水準が、本契約調印時に於ける同種の技術の中で、 も先進

的かつ成熟した技術であることを保証する。 

(ⅴ) 特許技術使用権及び秘密保持：クラレ提供の技術資料は、中国内に限定して使用する。中国側

が拡張あるいは新設する場合、クラレに対し更に特許技術料を支払う必要はない。本契約調印日から

契約工場の引渡検収日までの間に、契約工場範囲内の技術に改善や発明がある場合、クラレは無償

で詳細資料を中国側に提供する。契約調印後 10 年間は中国以外にクラレの提示技術を漏洩してはな

らない(クラレ[1978]プラント資料による)。 

 

ライセンス特許の内容：製造工程別の基本特許25 件余の特許権者は全てクラレである。発明の名称、

公告番号、公告年月日を明記して、特許有効期間は公告日より 15 年間とした(クラレ[1978]内部資料

による)。通常、特許権の存続期間は特許出願の日から 20 年間（特許法 67 条）であるが、当該特許は

クラレで実施中のものであることからこの表現となった。なお、このライセンス特許には、前出の特許公

報（登録番号：477457 「特殊中空糸又は特殊中空成型物の製造方法」（れんこん型）が含まれている

ことを確認した（筆者）。 

 

３．建設工事と技術指導 

クラレは中国プラント本部を設置して設計その他の準備に着手した。技術資料は 1978 年 8 月から数

回に分けて発送し、機械設備・材料等は 1980 年 1 月以降に船積みした。工場立地の烟台市では 80

年春より建設工事を開始し、クラレは土木建築技術者、機械・電気・計装各技術者を派遣して技術指

導を行なった。設備据付は 82 年 6 月にほぼ完了したが、中国側担当のユーティリティ関係施設204の遅

れのため、試運転開始は翌 83 年 6 月であった。クラレは建設技術者に続き、運転技術者を派遣して指

導を行ない、仕込・試運転と確認運転を実施して、9 月に引渡文書への調印を終えた（クラレ[1987a]）。 

                                                  
204 Utility： 蒸気、用水、空気、窒素、電力等の供給施設のことを指す。 
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４．当該時期の中国情勢と輸出契約に対する影響 

プラント契約（1978 年）から竣工（1982 年）までの時期における中国事情は次の通りであった。 

1978 年 8 月に日中平和友好条約が調印され、同年 12 月には中国の改革開放が開始された。さらに翌

79 年 1 月には、米中国交正常化が実現されるという、歴史的に重要な時期であった。 

1978 年の全国人民代表大会では「国民経済発展十カ年計画」が採択され、「四つの近代化205」に向

けて大きく前進する予定であった。華国鋒首相は、西側の近代技術を積極的に導入する近代化路線を

とった（洋躍進）。しかし急速な近代化は、輸入設備を使いこなせず、外貨不足を引き起こした（南・牧

野[2005]p.7）。このため、1978-79 年に西側諸国との輸入契約の破棄と国際的な賠償問題を引き起こ

した。この結果、鄧小平の指導のもとで、社会主義イデオロギーよりも生産力の発展や経済効率を重

視する改革開放時代が到来（1978 年 12 月）することになった（加藤・上原[2005]p.48）。 

 輸出プラントの完成は 1983 年 9 月で、契約調印から 5 年間、建設着工後 3 年間を経ていた206。これ

だけ契約工事が遅れたのは、上述のように中国が進めた近代化プロジェクトが行き詰まり（洋躍進の

破綻）、経済調整期間があったためである。とはいえ輸入契約の破棄が続いた中で、クラレの人工皮

革プラント契約が生き残った。クラレの契約が例外的に認可された背景には、クラレの対中プラント輸

出が日中貿易に先鞭をつけたことが大きく影響していたと思われる。 

1963 年の北京ビニロン・プラント輸出契約は、日中国交回復（1972 年）の 9 年前であった。日本・米

国・台湾・中国の間に存在した政経問題を克服して、日中貿易に先鞭をつけたクラレに対する中国側

の信義の表われと解釈できるか、この点についての実証は今後の課題として残さざるを得ない。 

 

５．烟台合成革廠の完成 

1983 年 9 月、中国初の人工皮革工場「烟台合成革廠」が完成した。これにより年産 300 万㎡（紳士

靴換算 1,800 万足分）の人工皮革が生み出されることになり、設備は順調に稼働した。大原總一郎社

長が 初のビニロン・プラント輸出に続いて夢見た宿願がここに実ったのである。この人工皮革工場は

中国における建国以来の軽工業関係の重要建設207の一つに挙げられた。 

その後、当契約の自由拡張権に基づき、1992 年 2 月完成を目処に増設工事を進めた（クラレ

[1987a]、[2006] p.40）。このプラント輸出の成功には、先発のビニロン・プラント輸出の成功により、クラ

レが中国から信頼されていたことが大きいといえる。 

 

６．プラント輸出先の状況 

1983 年に完工して、国家第 65 期重点工場としてスタートした「烟台合成皮革総廠」（YANTAI 

SYNTHETIC LEATHER GENERAL FACTORY）は、既に 30 年近くが経過した。その間に同社は烟台万

                                                  
205 1975 年、周恩来首相が 20 世紀内に農業・工業・国防・科学技術の近代化を実現する方針を提示した。 

206 当初の契約条件によれば、工事完了時期は契約発効後 32 カ月とされていた。 
207 中国統計年鑑（1984）によれば、「建国以来建成投産的重大建設項目」として軽工業関係に次の 4 件が挙げられた。①烟台 

    合成革廠[人工皮革 300 万㎡]、②佳木斯造幣廠[製紙 11.8 万 ton]、③江門甘蔗化工廠[製糖 6.5 万 ton]、④咸陽彩色顕象

菅廠[カラーブラウン管 96 万本](クラレ[1987a])。 
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華合成革集団有限公司を経て組織改編し、2001 年に現社名の烟台万華超繊股份有限公司となった。 

その後は、国家火炬計画重点高新技術企業208で、国家レベルの企業技術センターとなった。中国人

民解放軍の総後方勤務部からテクノロジー研究試験製造基地と指定生産企業に認定された。同社は

主として、れんこん状繊維及び超細繊維（そうめん状繊維）合成皮革209、その他ポリウレタン合成皮革

の開発・生産・販売を行なう。また、同社の製品は、2005 年に「中国名牌」製品210の称号を取得した(烟

台万華超繊股份有限公司ホームページ http://www.wanhuacx.com  2009 年 10 月)。 

 

日本で発行される合成皮革・人工皮革の業界誌『合成皮革速報』によれば、同社はナイロン極細繊

維（0.01 デニール）を自社開発して、銀面調(1999 年)とスエード調(2000 年)の各商品を上市している。さ

らに車両、汽車（中国では自動車を指す）内装用人工皮革を中国内の自動車メーカーに試験販売を開

始した（『合成皮革速報』2007 年 9 月 5 日）。1982 年の契約により、クラレが技術移転した技術は「れん

こん型」のみであったが、その後独自に「そうめん型」繊維を開発したことになる。これはスピルオーバ

ー効果211であったといえよう。 

  

７．プラント輸出後のクラレ状況 

クラレはプラント輸出後も「クラリーノ」の生産と研究開発を継続している。既述の「れんこん型」と「そ

うめん型」繊維のほか、1994 年に世界で も細い新繊維を使用した次世代人工皮革「ソフリナμ」を発

売した。天然皮革を構成するコラーゲン繊維同様の繊維直径 100 万分の 1mm の超極細繊維の開発に

成功したことによるものである。この時期、「クラリーノ」の輸出比率は 60%に及び、人工皮革の世界市

場でシェア 25%を占めた。「クラリーノ」はクラレを 30 年にわたって下支えしてきた（クラレ[2006] p.59）。 

 

第 Ⅳ 節   小  括 

 

「クラリーノ」は、天然皮革の構造と性能を、ビニロンの工業化で培った高分子化学の技術力で再現

した人工皮革である。クラレには、「天然のものを人工に置き換える」技術基盤があった。同社の技術

力は米国デュポン社「コルファム」の性能を凌駕し、「クラリーノ」は世界のトップブランドとなった。ここで

は、本章の冒頭で挙げた課題に則して検証結果をまとめる。 

課題[１]クラレ技術の継承性を検証する。具体的には、人工皮革に至るまでのレーヨン、ビニロンを貫 

く戦前来の要素技術である、紡糸技術と後加工性に関する継承性を検証。 

課題[1]に関しては以下の 3 つの結論を得ることができた。 

①人工皮革の開発経緯とビニロン工業からの継承内容 

                                                  
208 科学技術と経済建設を結合する頭脳拠点の形成を目的とするもの（山本[1992], pp.37-43）。 
209 中国では人工皮革を「合成皮革」と称する。従って人工皮革と読み替える必要がある（高木[2007],pp.22-26）。 
210 鄧小平は 1992 年に武漢，深圳、珠海、上海を視察、「われわれは自分の主力製品を持ち、中国自らのブランドを創出しなけ 

   れば、他国に圧迫される」と指摘。ブランド戦略の重要性を訴えた(万[2001], p.11)。2001 年に「中国ブランド製品管理規定」

を正式に公布した（柳[2005], pp.87-107）。 
211 外部経済効果のこと。技術開発分野で本来意図した範囲を超えて、他の関連範囲に波及する効果を指す。そうめん型繊維 

   の開発には、クラレ特許との関連性を含めた検証が要である。 
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 ビニロンは衣料用ステープル糸として、当初から湿式紡糸法が採用されてきた。しかし、1954 年より

産業資材用フィラメント糸工程では、品質と生産性の点から乾式紡糸法が採用された。この乾式紡糸

法がビニロンから人工皮革への技術継承の主たる要素である。研究所では、新規合成繊維の開発を

目的に乾式紡糸法の経験を活かして、「混合溶融紡糸」の研究が進んでいた。具体的には、ナイロンと

ポリスチレンの 2 成分を含有する繊維を得て、ここからポリスチレン成分を溶融・除去して繊維断面が 

「れんこん状」 となる特殊繊維を発明した。同繊維の利用方法として人工皮革へのアイデアが見出さ

れ、これが人工皮革開発の契機となった。 

②到達した技術水準 

 この混合紡糸繊維から成る不織布に、ポリウレタン溶液を含浸・凝固してから、ポリスチレン成分を抽

出・除去することにより、天然皮革様シート状物が得られた。これが「クラリーノ」の基本形である。開発

段階では、天然皮革の構造をモデルとして、不織布にポリウレタンを含浸し、凝固の制御により多孔性

の基体層となし、その上部に微細多孔質のポリウレタン層を積層する 2 層構造とした。この結果、着用

時においてフィット性のよい人工皮革「クラリーノ」が作られた。 

③米国デュポン社｢コルファム｣や国内他社品に対する優位性 

開発担当者は初期段階から、先発「コルファム」とは異なる発想のもとに研究を進めていた。「コルフ

ァム」は 3 層構造の中心に織物（帆布）を挿入した。このため上部ポリウレタン層が緻密なものとなって

機械的強度は大である反面、靴着用時の伸縮性に欠け、通気性、透湿性、吸放湿性がいずれも低い

ことから、着用時の 大かつ重要ポイントとなる “むれ”を回避できなかった。これに対し、「クラリーノ」

は、課題２で述べた構造を特長とし、他社品のように中間層に帆布は挿入しなかった。着用時の靴に

は、足自体の膨張（収縮）に対応できるフィット性が必要である。「クラリーノ」の場合、快適な着用感を

求め、当時の開発担当者は「靴内気候」（weather in shoes）を研究し、その結果 「コルファム」の品質を

凌駕したのである。 

課題[２]合繊工業（人工皮革）の技術移転から見た戦後の日中関係の修復過程を検証する。ここでは

2 つの結論を得ることができた。 

①対中プラント輸出の経緯と特徴 

 1975 年 8 月、「クラリーノ」原反を初めて中国へ輸出した。中国では牛皮の供給が少なく、人工皮革の

潜在的な需要が極めて大きかった。クラレは 1978 年中国政府の要請により、プラント輸出契約を締結

し、1983 年技術移転を完了した。当契約はターンキー方式のライセンスで、その対価授受は西側諸国

で用いられるランニング・ロイヤルティ方式ではなく、先のビニロン・プラント輸出時と同様に、5 年間の

延払い方式であった。同方式は金額が大きい場合に、頭金以外の残りを一定期間猶予するもので、外

貨準備の少ない発展途上国へのプラント輸出に適用される手段であった。 

前後するが、もう一つの特徴は、技術移転の方法にあった。このケースでの技術移転の手段は、技

術資料（マニュアル）と OJT 方式の併用で現地従業員教育を行ない、クラレ岡山工場での中国人技術

者の教育研修も同様に実施するというものであった。伊藤[2005]と吉原[2003]によれば、一般に日本

企業の技術移転の特徴は、欧米企業に比し作業標準書（マニュアル）があまり存在しないために技術

移転の重要かつ不可欠な方法が OJT になると批判されてきた。従って日本企業は技術マニュアルを
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作成した上で OJT を行なうべきだと述べている（伊藤[2005]pp.198-199；吉原 2003]pp.142-143）。しか

し、クラレのケースについては、こうした指摘は当てはまらない。当該プラント（1978 年契約）では、契約

書に基づき現地の上級技術者から作業員まで全ての人員に、マニュアルに沿った指導と契約に基づく

OJT を実施したのである。 

②プラント輸出を通して窺える日中経済関係の概要 

当時の中国は、鄧小平による改革開放政策（1978 年）への転換が始まる前後期であり、WTO に加

盟(2001年)する前段階の時期にあった。先発のビニロン・プラント輸出3件の実績を持つクラレは、この

プラント輸出が成功したことにより、中国政府との間にはさらなる信頼関係が構築されたとみられる。実

際、すでに第３章末で述べたように、クラレは 2000 年代初めから、中国各地での事業を積極的に展開

している。 

 

人工皮革プラント輸出からおよそ 30 年が経過した。先発のビニロン・プラント輸出を含め、日中貿易

にかけた努力は歴史の間に埋没されつつある。当時は企業秘密や対中配慮がなされたためでもある

が、活字で公表されたものは極めて少ない。クラレのプラント輸出は、早期に日中貿易の地固めの役

割をした。今日の緊密な日中経済関係は世界経済の中で重要な位置付けにあることから、その原点を

見つめ直すことにも重要な意味があると考える212。 

 

 

                    第 4 章付属資料 

 

第 4 章付属資料[1] 表 4-1 「昭和 30 年代のわが国の原皮供給状況」 出所：クラレ[1987b] 

    供給状況 

年 度 

輸入実績（千 t） 国産量推定（千 t） 総 計 

（千 t） 

輸入比 

率（％） 

輸入金額 

（億円） 牛原皮 その他 牛原皮 その他 

１９５６（昭和３１）年 ６７．２ １２．５ １５．２ １４．１ １０９．０ ７３ １０８ 

１９５８（昭和３３）年 ６５．７ ９．９ １３．６ １９．２ １０８．４ ７０ ９５ 

１９６０（昭和３５）年 ８９．１ ７．８ １４．８ １８．１ １２９．８ ７５ １４８ 

１９６２（昭和３７）年 １２９．２ １３．４ １４．８ ３７．４ １９４．７ ７３ ２２７ 

１９６４（昭和３９）年 １５１．４ ８．５ ２２．３ ３３．４ ２１５．６ ７４ ２０４ 

   原典：輸入量実績及び金額は大蔵省関税局「日本貿易月表」、国産量推定は通産省「雑貨統計年報（皮革編）」 

 

 

第 4 章付属資料[2]  表 4-2 「世界の主要人工皮革の消長」  

   メーカー ブランド 生産開始 

     年 

設備能力 

万㎡/月 

備    考 

                                                  
212 筆者はクラレ研究員として人工皮革の研究開発と中国向プラント輸出に携わった。本稿ではその体験を通して得た情報に

ついても記しているが、その範囲については、予めクラレから了解を得ている。 
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日本 ク ラ レ 

 

東   レ 

 

東洋ゴム 

日本クロス 

帝    人 

鐘    紡 

クラリーノ 

クラリーノ・エル 

ハイテラック 

エクセーヌ 

パ ト ラ 

アイカス 

コードレ 

カネボウパトラ 

1965 

1975 

1966 

1972 

1966 

1966 

1971 

1971 

  60 

   5 

  （－）

   21 

（－） 

（－） 

   16 

    5 

 

衣料用 

1971 生産中止 

衣料用 

1970 生産中止、鐘紡へ売却 

1972 生産中止 

 

 

米国 Dupont 

Goodrich 

Genset 

Corfam 

Aztran 

Jentra 3 

 1963 

 1967 

1973 

  40 

  10 

   8 

1971 生産中止、ポーランドへ売却 

1971 生産中止  

英国 Povair Povair  1969   30  

西独 Granzstoff Xylee  1967   15 生産中止 

ポーランド Pol-Corfam  1974   30  

東   独 Ekraled 1974    8  

チ ェ コ Barex 1973   10  

        出所：クラレ[1977]「人工皮革」『経済人』 Vol.31(3) p.52 より抜粋。 
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                  終  章  事業展開と技術移転の総括 

  

 各章ではそれぞれに具体的な検討課題を提起し、検証を加えてきた。本章では引き出された結論を

基本課題にひきつけて総括的に提示し、残された今後の検討課題を述べる。すなわち、これまでに見

てきた、レーヨン（第 1 章）、ビニロン（第 2 章/第３章）、人工皮革（第 4 章）での各事業展開における技

術開発の特徴を集約し、次いで中国向プラント輸出（第 3 章/第 4 章）での特徴と、それによる日中経済

協力への貢献度を考察する。そして 後に、本論文の冒頭で提起した３つの基本課題に照らして、本

論文の検証結果がどのような意味を持っているかについて明らかにする。 

 

１．各章の課題と結論  

第 1 章 レーヨン研究から工業化への道 

課題[1] 欧州からの技術導入方法の特徴と自社技術化方法の検証。 

 クラレは創業前の 1925 年に京化研究所を開設し、京都大学教授・福島郁三博士の指導の下にレー

ヨンの研究に取り組んだ。創業前に、機械設備はフランス・ストラスブール社のランポーズ式を選定し、

研究員を欧州に派遣して研修させた。当時、多くのレーヨン会社が外国人技術者を招聘し、その指導

により工場の立ち上げを行なったのに対し、クラレは京化研究所で得たノウハウをもとに、機械据付か

ら運転開始までを自力で行なった。その結果、従業員の技術習熟と向上が早く、時間と経費の大幅節

減となった。クラレが技術の自立に向けて行った、他社とは異なるこうした試みについては、これまで知

られてこなかった。1927 年の金融恐慌に続く 29 年の世界恐慌の影響を受けた操短に対処し、クラレは

紡糸機の改善と徹底的な生産工程の合理化によるコスト低減を図るとともに、機械の国産化と生産工

程の自社技術化を達成した。1930 年頃には品質が欧州の先進国と同水準となり、国内の他社も含め

て世界のレーヨン業界を席巻した。上記の生産工程の合理化と自社技術化の成果、特に会社創業に

先行して追求されていた技術導入の過程を細部まで具体的に掘り下げて明らかにしたことは本稿の成

果である。 

 

課題[2] レーヨン工業からの教訓と合成繊維ビニロンへの布石はどのように打たれたかの検証。 

 クラレはレーヨン事業を通じて化学技術の基盤を構築していった。レーヨン工業からの教訓は、京化

研究所時代からの「開発への挑戦」であり、原料の安定供給と生産工程の自社技術化にあった。1938

年 4 月にはカーバイドを出発原料とする合成繊維の研究に着手した。1939 年 6 月、アセチレンから無

水酢酸の合成法を確立し、ここから生成される酢酸ビニルから PVA が導き出された。すなわちここにビ

ニロンへの布石が打たれた213。これは同社の主張する原料遡及主義の原点でもある。クラレがアセチ

レンから無水酢酸の合成法を確立し、酢酸ビニルから PVA を導き出すことに成功したこと、そしてこの

成功体験が原料遡及主義の原点になったことは、これまでの先行研究では注目されておらず、本稿が

初めて明らかにした。 

 

                                                  
213 1940 年 10 月には PVA 及び同繊維日産 10Kg の中間試験設備を岡山工場に設置した。 
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第 2 章 戦前戦中期における PVA 系繊維研究と戦後への継承 

課題[1] 京都大学における研究契機、研究内容、高度な到達技術の検証。 

（ⅰ）1936 年 5 月、豪州は日本に対し関税引上げを実施し、翌年に日華事変が勃発した。日本はアウタ

ルキー化への道に進んだが、国策繊維の人絹スフ（レーヨンの短繊維）は品質が伴わず、木綿、羊毛

に替わる合成繊維の開発が急務となった。このことが直接の契機となり、また 1938 年に米国でナイロ

ンが発表されたことに刺激を受けてビニロン研究は本格化した。こうした事実はすでに先行研究の中で

明らかにされており、この部分に関しては本稿にオリジナリティはない。 

（ⅱ）伊藤萬商店は喜多源逸教授の研究を援助促進する目的から多額の寄付をした。これにより、

1936 年秋、京都大学内に（財）日本化学繊維研究所が設立された。同研究所は産学協同の形態をとり、

研究の自由を制限しないで、京都大学の研究を援助するものであった。この出資金により、桜田一郎

研究室は戦時期にもかかわらず、恵まれた研究費をもって研究を続行できた。本稿は日本化学繊維

研究所の組織内容を明らかにしたことに新規性がある。 

（ⅲ）研究の主体は、PVA 繊維（ビニロン）の開発に置かれ、桜田一郎教授の指導下で、李升基助教授、

川上博助手らが担当した。基礎研究が順次繰返され、水溶性の PVA 繊維に耐水性を付与し煮沸水に

も耐えるものを得た。この技術は 1941 年に「合成一号 B」として完成をみた。「合成一号 B」に関する製

造技術は世界のトップ水準にあったが、注目すべきことに、この研究を主導した研究者は朝鮮人であっ

た。先行研究では、京都大学の具体的な研究内容や研究者の役割分担が明らかでなく、研究者・李升

基の出自には触れていなかった。本稿はこれを明らかにし、李升基の「合成一号」発明に対する過熱し

たマスコミ（新聞）の報道を検証した上で、朝鮮人研究者の活躍部分をより具体的に解明した。 

 

課題[2] 戦後のビニロン工業が発展する際の源流となる民間企業における独自研究の確認。 

クラレは 1938 年から自社で研究を開始していたが、これに加えて京都大学に設置された(財)日本合

成繊維研究協会に社員を派遣して研究に参画した上で、自社の試験プラントを持って京都大学と密接

な連携をとった。同協会に社員を派遣していた東洋紡績、三菱レイヨンは、京都大学の成果を継承しう

る条件を手にしていた。一方、鐘紡は京都大学とほぼ同時期に独自の研究を実施し、別手段で PVA

繊維に耐水性を付与る技術を開発した。すなわち、京都大学がホルマール化を乾熱処理後に行ってい

たのに対して、鐘紡はそれを湿熱処理後に行うという方法を選択していた。鐘紡は、は日本合成繊維

研究協会の中間試験場に参画せずに独自路線を歩んでいたのである。 

これまでの研究では日本合成繊維研究協会に集まったクラレをはじめとする諸企業と,独自路線を

選択した鐘紡との間に見られた PVA 系繊維製造技術に関する確執については関心が払われてこなか

った。本稿ではクラレ技術における戦前戦後の継承性を考察する中で、京都大学の取得特許と鐘紡の

それとの相違点や、クラレ技術と鐘紡技術の違いについても明らかにした。 

 

課題[3] 戦中期の軍部統制による研究の余曲折と朝鮮人研究者の重要な役割についての確認。 

戦局の悪化に伴い、軍部からは軍需産業への転換を強いられ、合繊工業の生産環境は大幅に悪

化した。京都大学では終戦までの 2 年間は、資材と原料の不足から、目前にあった合成繊維の工業化
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が絶望的となり、繊維研究自体が困難になった。しかし、日本合成繊維協会の後ろ盾と、｢合成一号｣

の研究を軍の委託研究に組み入れたことにより、繊維の研究それ自体はかろうじて維持された。 

クラレは海軍の要請により、1943 年 12 月に倉敷航空化工株式会社となった。これに伴い、クラレの

生産活動は海軍の練習機製作に転換し、PVA 繊維研究は中断した。しかし PVA 樹脂のみは、航空機

用塗料として細々と製造が続けられた。一方、鐘紡は陸軍から PVA 樹脂を軍需用に切り替える研究を

せよとの軍令に従い PVA 油送袋の研究開発を行なった。 

特筆すべきは、京都大学の研究者・李升基博士が軍部の介入に従わず、治安維持法で憲兵隊に拘

留されたことである。合成繊維の開発を先導してきた同博士は、生産目的が軍事に特化することを余

儀なくされた段階で、軍部の方針に抵抗し、研究生活を中断されることになった。技術開発の先端を担

っていた朝鮮人研究者は植民地支配という時代状況の中で技術者としての道を一旦は放棄せざるを

得なくなったのである。朝鮮人研究者・李升基が見せていた先進的な活躍と勇気ある活動については、

本稿が初めて詳細に明らかにした。具体的に補足するならば、李升基博士は研究陣の中の中心研究

者として「合成一号」を発明し、また自らの信念に従ってそうした活動から身をひいた。そして戦後にな

ってから北朝鮮へ帰国するとビナロン（＝ビニロン）を立ち上げて、同国化学界の重臣として活躍し、核

開発の推進にも携わった。なお、北朝鮮のビナロン工場は、1973-74 年になって、石油および天然ガス

を原料とする新式のクラレ技術とは異なり、旧来の石灰を原料とする製造ラインに対応したビニロン・プ

ラントをニチボーより新たに導入し、ビナロン工場を整備・拡張した。新旧の北朝鮮ビナロン工場が持っ

ていたこうした違いについては、本稿が初めて明らかにした。 

 

課題[4]上記３点に関する戦前戦後の間の断絶性と継承性の小括。 

戦時統制が解除されると、民間企業各社は戦前の研究技術を基にして次々と工業化試験を再開し

た。クラレは倉敷工場に試験プラントを復元して 1948 年 4 月から稼働させた。PVA からビニロンを一貫

生産する工業化計画を進め、1950 年 10 月には世界初のビニロン工業化を達成した。クラレは 1954 年

にはさらに PVA の部分重合法を開発して高強力ビニロンの生産に成功し、これがビニロンの用途展開

に大きく貢献した。その後、中国政府の要請によりクラレは北京・上海・四川へビニロン・プラント輸出を

行なった。ビニロンの工業化過程で培われた技術は、同社の人工皮革の開発や機能性樹脂「エバー

ル」、液晶ディスプレイ用偏光フィルムなどを生んだ。一方、ニチボーでは戦後に京都大学から移籍し

た川上博氏が自ら京都大学時代の研究成果を引き継ぎ、1950年末にビニロンを工業化した。ニチボー

はその後、北朝鮮へのプラント輸出を実施した。鐘紡は戦後カネビヤンの生産を実施したが、赤字経

営により事業撤退した。同社の技術はカネカの機能性樹脂、合成繊維事業等に継承された。そして既

述の通り、北朝鮮では李升基博士がビナロン工場を立上げ化学者育成を担当する重臣として活躍し、

核開発の推進にも携わった。 

京都大学発のビニロン技術がクラレを経由して中国へ伝播したこと、そして李博士が北朝鮮でビナ

ロン工場を立ち上げたことについては、先行研究の中でもすでに触れられてきた。本稿では新たに発

見した李升基[1969] 『ある朝鮮人科学者の手記』や、金兌豪[2001]「李升基のビナロン研究と工業化」

に基づきこのことをより実証的に検証した。また、ビニロン技術はニチボーを経由しても北朝鮮へ伝播
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したこと、伝播技術は李博士の開発当時の技術をさらに革新したものであったことを新たに明らかにし

た。戦前期の日本において蓄積されたビニロン技術は、開発を中心的に担った技術者によって敗戦直

後に直接的に、あるいは 1950 年代になってからの製造原料の転換を含む技術改良を経たプラント輸

出により、中国、北朝鮮へ多様なルートで伝播していった。こうした事実を総括的に踏まえてアジアへ

のビニロン技術の継承を捉える見方は、本稿が先駆的に提示するものである。 

 

第 3 章 ビニロン・プラント輸出に見る戦後の対中技術移転の特徴 

課題[1] プラント輸出に際して必要とされたノウハウが何であったかの検証。 

 ビニロンは石油資源に頼らず、石灰石と水力発電に恵まれていれば低コストで生産することが可能

である。加えて糸質は木綿や羊毛に類似の性質を持っている。すなわち、戦前期および高度成長期に

入る以前の日本のビニロン工業は、外貨を使うことなく国民生活に不可欠の繊維を供給するという重

要な役割を期待されていた。本稿では当該工業における技術開発が戦時経済や復興経済の中で持っ

ていたこうした歴史的意味を重視して記述を進めてきたが、こうした視点はこれまでの先行研究におい

ては注目されてこなかったものである。 

 

課題[2] そうした技術が必要とされた背景、すなわち中国の衣料事情、経済事情の確認。 

 中国では大躍進運動（1958 年～）による経済の混乱と、1959 年から 61 年にかけ連続 3 年で発生し

た重大な自然災害に見舞われた。自然災害では全国総耕地面積の約半分が被災し、国民経済に困

難をもたらした。この時期の中国は人口増が著しく、1950 年代半ばから食糧事情が悪化し、従来の綿

花栽培地を穀物用地に転用したため、衣料繊維の不足は深刻なものとなった。原料不足と外貨不足と

需要の高まりが重なる中で国産原料を活用した製造技術の開発が重視されたという事実は、上記の

課題［１］に触れた日本の事例と状況が重なる。こうした指摘は先行研究においてはなされてこなかっ

た。 

 

課題[3] プラント輸出を通して見える日中間の政治・経済関係を確認。 

 クラレが行なった 初の北京プラント輸出契約（1963 年）は、日中国交回復（1972 年）の 9 年前であっ

た。それは戦後の日本が行った 初のプラント輸出でもあった。当然のことながら、日本国内では社会

主義中国に対する強い反感があり、反対の動きも激しかった。こうした状況を前にして日本政府は政

経分離の原則を掲げて輸出事業を承認した。2 番目の上海プラントが契約交渉の過程にあるときに両

国の国交が回復された。日中交流が始まり、3 番目の四川プラント契約へ繋がった。プラント輸出の対

価授受方式は、3 件とも 5 年間の延払方式で決済された。国情が異なる社会主義国家には西側諸国

のような商業ルールが存在しなかったためである。このような中国との決済方法は、戦後の対中技術

移転に見られる一つの特徴である。先行研究では対中プラント輸出は 初の北京プラントについては

言及されているが、後続の２番目と３番目のプラント輸出があったことには触れていない。本稿では３

回のプラント輸出がクラレと中国政府の間に信頼関係を累積的に高め、それが日中交流に大きく寄与

しいたことを明らかにした。 
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第 4 章 人工皮革事業の展開と対中プラント輸出の特徴 

課題[1] クラレ技術の継承性を検証する。具体的には、人工皮革に至るまでのレーヨン、ビニロンを貫 

く戦前来の要素技術である、紡糸技術と後加工性に関する継承性を検証。 

 絹に代わるレーヨン、綿に代わるビニロンで成功を収めたクラレは、人工皮革の開発にも取り組んだ。

であった。それは「天然のものを人工に置き換えることが国家のためになる」とする大原総一郎の信念

にも合致する方向であった。1956 年に新発足したクラレ研究所では、ポストビニロンとして新規合成繊

維の開発を目的に、「混合溶融紡糸」（略称：混合紡糸）の研究が進められた。当時の研究員・福島修

らは、ビニロン乾式紡糸技術の経験を基に混合紡糸に挑戦した。 終的には、ナイロンとポリスチレン

の 2 成分を含有する繊維を得て、ここからポリスチレン成分を抽出・除去して繊維断面が 「れんこん状」 

となる特殊繊維を発明した。同繊維の利用方法として人工皮革へのアイデアが見出され、これが人工

皮革開発の契機となった。その後の生産化に際しては、同繊維の後処理工程（延伸・捲縮・油剤処理・

乾燥・切断・エアーダクト輸送等）にビニロン技術が継承され、不織布加工工程では、ビニロン原料のポ

バールが用いられた。すなわち、人工皮革「クラリーノ」の生産化にはビニロン技術の蓄積が大きな意

味を持っていたのである。こうした技術面での継承性についてこれまでの研究は関心を払ってこなかっ

たが、戦前戦後の化学工業における技術的な関係を検証することは、日本化学工業の歴史を理解す

る上で重要である。 

 

課題[2] 合繊工業（人工皮革を含む）の技術移転から見た戦後の日中関係の修復過程を検証。 

 本章は人工皮革がテーマであるが、ここでは先発のビニロン・プラント輸出に加え、後続の人工皮革

プラント輸出の経験を併せて考察した。ビニロン・プラント輸出 3 件と人工皮革プラント輸出は既述のよ

うに、個別契約ながらも時期的に近接または併行して結ばれていた。すなわち、ビニロン・プラントは、

技術面で人工皮革プラントに関わりを持っていただけでなく、プラント輸出の経緯においても繋がりを持

っていたのである。クラレの対中プラント輸出は連続して４件の成約を見たが、このことは信頼関係の

蓄積が大きな意味を持っていたことを示している。本稿の検証はこの点を示すものとなっている。 

 

２．総  括 

序章で示しておいた本論文の主要課題は次の３点であった（序章 pp.3-4 参照）。 

第１の課題：クラレが戦前期にレーヨン生産から出発して化学技術を蓄積した経緯を検証し、その技術

が戦後へ継承されて発展したビニロン事業と人工皮革事業の歴史を概観する。それによって戦前から

戦後への技術継承性を検証する。 

第２の課題：戦時中の技術がプラント輸出、あるいは研究者の帰国によって戦後に中国、北朝鮮を中

心にアジアへ伝播して行ったことを検証する。殊に対中プラント輸出を通じて日中貿易の黎明期にスポ

ットをあてて、その貢献度を考察する。 

第３の課題：上記第１の課題に関連して、 近の成果である沢井[2012]が唱える、「わが国の研究開発

体制はどのように形成され、いかなる特質をもつのか」という問題についても、日本の化繊工業の技術
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開発体制がどのようなものであったかの評価を行ない提示する。 

 

 各課題についてはそれぞれ以下のような結論を得ることができた。 

第１の課題について： 第１の課題に関わっては、レーヨン、ビニロン、人工皮革「クラリーノ」の製造技

術に立ち入って、クラレが行なった自主技術の開発状況と、各種製造技術の間にある技術的な継承性

を明らかにした。クラレは第一次大戦期の先端技術であったレーヨン技術研究のため、京化研究所を

設立し、京都大学の福島教授の指導の下で製造研究を実施した。これによってクラレは欧州から製造

機械を導入してレーヨン生産化の目的を達成した。操業当初から徹底したコスト削減と技術改良に取

組み、確固たる技術基盤を構築した。すでに第 1 章ならびに同章に関する終章での総括において具体

的に指摘したように、アセテートレーヨンの研究過程で、アセチレンから無水酢酸の合成法が確立され、

ここから生成する酢酸ビニルから PVA および同繊維の研究が導かれた。そしてこの技術は戦後のビニ

ロン工業化へ継承され、さらに人工皮革へ継承された。繊維区分の異なる領域で受け継がれてきた技

術的継承性に着目して、戦前戦後の化繊技術を統一的に捉える見方は本稿が初めて提示した。 

 「クラリーノ」は、天然皮革の構造と性能を、ビニロンで培った同社の技術力で再現した人工皮革であ

った。継承されていたのは技術だけではなかった。クラレでは、技術開発を支える姿勢として「天然のも

のを人工に置き換える」ことが、戦前戦後を通して重要視されてきた。さらに「技術至上主義」と「原料

遡及主義」を意識することも受け継がれてきた。 

 

第２の課題について： 第２の課題に関わっては、京都大学で開発された「合成一号」（ビニロン）の生

産技術が中国、北朝鮮へ伝播して行く経緯を明らかにした。クラレは 1963 年に中国政府の要請に基づ

き、ビニロン・プラントの輸出契約を締結した。これは 1972 年に日中が国交を回復する９年前のことで、

国内外で賛否両論があった（米国、台湾が反対、英国が賛意）。中国政府からのプラント輸出の要請を

受けて、大原社長は「繊維に不足を告げる中国人大衆にとって、いささかでも生活の糧となれば」という

使命感を持っていた。後続のビニロン・プラント 2 件に続き、1978 年には中国政府の要請で人工皮革プ

ラントの輸出も行なわれた。およそ20年間にわたって続けられた対中技術移転は、日中貿易の黎明期

に地固めとなる大きな影響を与えた。一方、京都大学でのビニロン発明者の一人が北朝鮮へ帰国して、

祖国でビニロン工場を立ち上げた。このようにして、京都大学を源とするビニロンは中国、北朝鮮をは

じめアジアへ伝播されたのである。「合成一号」（ビニロン）の発明がクラレを経由して中国へ伝播したこ

とについて先行研究の中でも触れられているが、研究者・李博士の帰国によってそれが北朝鮮へも伝

播したことは殆ど知られてない事実である。 

 

第３の課題について： 第３の課題については、沢井[2012]の中で本稿の内容に特に関わる「研究開発

体制の歴史的位相」、「戦時期日本帝国における技術者供給（大学工学部の拡充）」、「研究開発体制

の戦前・戦中・戦後」という 3 点を取り上げた。このうち 初の 2 点については沢井[2012]の主張を化学

繊維工業の側面から補強し、 後の第3点については化学繊維工業の実態が沢井の指摘とは若干異

なっていたことを指摘した。もとより取り上げた 3 つの論点をもって沢井[2012]に対する評価とすること
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は、適当ではない。沢井[2012]は、近代日本の研究開発体制（ナショナル・イノベーション・システム）の

特質について第１次大戦から高度成長期までの半世紀を壮大なスケールで実証した労作である。同

書が提起した論点や実証領域は多岐にわたり、本稿はそれらを包括的に検証することを課題としてい

ない。 

（１）研究開発体制の歴史的位相  

沢井[2012]によれば、日本における研究開発体制は「近代前期」ともいうべき明治期以来、技術的

キャッチアップを課題としてきたが、第一次大戦期を分岐点として技術的に大きな飛躍を遂げた

（pp.2-3）。こうした指摘は、本稿の第 1 章と関わってくる。すなわち、日本のレーヨン工業は第一次大戦

後に西欧から技術を導入してキャッチアップを進め、1930 年代に世界を席巻した。その背景にはレーヨ

ン各社の企業努力による合理化の進展と品質の向上に加え、犬養内閣の為替対策による海外市場で

の競争力強化があった。これらの条件に支えられて日本の化学技術の研究開発体制が確立されて行

った。沢井［2012］はレーヨン工業については分析を行っていないが、本稿が検証してきた経緯は、工

業技術のキャッチアップがどのような画期を持っていたのかという点についての沢井［2012］の指摘と

一致しており、これを補強するものである。 

（２）戦時期日本帝国における技術者供給（大学工学部の拡充） 

 沢井[2012]によれば、京都大学の工業化学科と繊維化学科の体制に関し、必要な資金は民間から

募集し、建物と設備を大学に寄付することが決定された（p.115）。本稿第２章の内容はこの指摘を具体

的に検証するものとなっている。すなわち、1936 年秋、京都大学化学研究所の中に日本化学繊維研

究所が設立された。この資金は民間の寄付によるものであった。なお、京都大学化学研究所の沿革214

によれば、1915 年に京都帝国大学理科大学に化学特別研究所が設置され、1926 年化学研究所官制

が公布された。化学特別研究所は「化学に関する特殊事項の学理及び応用の研究」を開始し、1929 年

には大阪府高槻に研究所本館が竣工した（『京都帝國大學史』pp.1215-1217）。1942 年になると、この

研究所本館に桜田一郎教授、李升基助教授、川上博助手らにより、日本初の合成繊維、羊毛様「合成

一号」（ビニロン）の中間実験工場が完成した。本稿が明らかにした以上の経緯は、沢井［1992］の指摘

と整合的であり、その主張を補強するものである。 

（３）研究体制の戦前・戦中・戦後 

沢井[2012]は、戦前から戦時期への民軍転換、戦時から戦後への軍民転換、その間に実施された

戦後改革という大きな変動にもかかわらず、わが国の研究開発体制のありかたには「近代後期」を特

徴づける明確な「連続」性が認められると結論づけている（p.519）。しかし、本稿がクラレにおける研究

開発との関わりで明らかにしたように、現実には戦時期への移行に伴い、企業における研究開発は大

きく歪められた。このため、優秀な研究者が研究の道を絶たれるという事態も生まれていた。戦前戦後

の継続性を重視するという点で本稿と沢井[2012]の間には共通するものがあるが、こうした戦前期に

おける自由度の変化について沢井［2012］は触れていない。技術的な継承性を考察する上で、また戦

時期における研究者の生き様を考える上で、そして研究開発体制の推移を評価する上で見落としては

ならない重要な問題だと考える。戦前期にあっても、戦時経済への移行に際して研究の自由度が大き

                                                  
214 京都帝國大學『京都帝國大學史』1943（昭和 18）年 12 月 
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く制約されたことは、継続性に関する評価は同じでも研究の自由度が違っており、後者について沢井

［2012］は触れていない。 

京都大学の中に1936年に設立された日本化学繊維研究所は研究の自由を尊重する産学協同の形

態であった。しかし、その後、戦局の悪化とともに終戦までの 2 年間は、軍官産学研究開発体制に組み

込まれ、研究課題の選択についても軍部の意向に従うことを余儀なくされた。換言するならば、本来は

平和産業であるはずの繊維部門は、兵器産業（機械・造船・航空機）に遅れて軍官産学研究開発体制

に組み込まれていたのである。また、戦後復興のために新たに構築された産官学連携体制についても、

少なくとも化学繊維産業についていえば、戦前期の産官学連携体制との間に違いがあったということを

見ておく必要がる。すなわち、京都大学の日本化学繊維研究所は官立を解かれ、民間の「合成一号公

社」となり、後にニチボーに吸収されるに至った。この場合には機械・電機・造船のような旧軍部からの

天下りはなかったことに留意すべきであろう。本稿第 2 章はこの点を明らかにしているという点で、沢井

[2012]とは立場を異にしている。 

 

 クラレの技術開発は、人工皮革の開発をもって終了したわけではない。高分子化学・合成化学の分

野ではより高品位の製品、そして新たな市場の開拓を追求する技術開発が続いている。その過程では

開発姿勢や製造技術に関する先進性とともに、戦前来の様々な特質が脈々と受け継がれている。開

発の進む中で、こうした先進性と継承性がどのような展開を遂げているかを明らかにすることは、今後

に残された重要な検討課題である。 

 

 一方、クラレが中国に対して 初の北京ビニロン・プラントを引渡した 1966 年から 40 年余、 後の烟

台人工皮革プラントを引渡した 1983 年からすでに 30 年余が経過した。工場設備は時代を経るとともに

老朽化し、技術が陳腐化することが避けられない。クラレが輸出したプラントについても中国側によって

技術的な改良が進められていると思われる。クラレによって伝えられた製造技術はどのように引き継

がれ、あるいは更新されてきたのだろうか。技術の継承性が 1970 年代以降にどの様に展開していった

のか、それを探ることは今後に残されたもう一つの大きな研究課題である。                                 
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121. 特許庁 「特許公報」 

（１）京都大学「合成一号 A」の特許  

【特許番号】 第 147958 号  【名称】 「ポリヴィニールアルコール」系合成繊維の製造法 

【出願】 1939/10/2 【特許】1942/2/ 2 【無効確定】 1946/5/24  【発明者】 桜田一郎、李升基、川上博   

【特許権者】 日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】ポリヴィニールアルコール水溶液に添加物を加え、硫酸塩類水溶液等を凝固浴として湿式紡

糸後に水洗することなく、湿潤状態、半乾燥状態、乾燥状態にて、塩類を含有するフィルムアルデハイド溶液にて

処理することを特徴とするポリヴィニールアルコール系合成繊維の製造法。  
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筆者注：特許公報上の語句の表記は当時のままとした。現代表記に直すと以下の通りである。➀ポリヴィニールアルコール⇒

ポリビニルアルコール：polyvinyl alcohol. ➁フィルムアルデハイド⇒ホルムアルデヒド：formaldehyde.  本特許は、その後無効

審判請求があり、1946 年 5 月 24 日に無効が確定されている。 

（２）京都大学「合成一号 B」の特許 

①【特許番号】 第 157076 号  【名称】耐熱度高き「ポリヴィニル・アルコール」系合成繊維製造法 

【出願】1940/ 6/12  【特許】1943/ 6/16  第 157076 号 【権利消滅】1946/ 2/15  

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博、平林清、人見清志、松岡通禧   【特許権者】日本化学繊維研究所  

【特許請求の範囲】紡糸後繊維を 130℃以上、該繊維の軟化点以下で加熱することで耐熱性を向上する。 

➁【特許番号】 第 159234 号 【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 2 /18  【特許】1943/ 9/20 【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博、人見清志、平林清   【特許権者】日本化学繊維研究所  

【特許請求の範囲】弱酸性塩類を含有する芒硝水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維の軟化点以下で加熱処

理して、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

➂【特許番号】 第 159235 号 

【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 6/ 6  【特許】1943/ 9/29  【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博  【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】高温にて酸性を呈する塩類を含有する芒硝水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維の軟化点

以下で加熱処理して、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

④【特許番号】 第 159236 号  

【名称】耐熱度高く且白色美麗なる「ポリヴィニル・アルコール」系人造繊維製造法 

【出願】1941/ 6/ 6  【特許】1943/ 9/29   【権利消滅】1946/ 6/ 5 

【発明者】李升基、桜田一郎、川上博 【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】弱酸性溶液をアルカリで中和した紡糸原液を硫酸塩水溶液中に紡糸後、130℃以上該繊維

の軟化点以下で加熱処理し、耐水性、耐熱性を持つ白色美麗な繊維を得る。 

➄【特許番号】 第 159969 号 

【名称】合成繊維後処理法 

【出願】1941/10/13  【特許】1943/11/5  【権利消滅】1946/ 7 / 5   

【発明者】李升基、陶山英成、上月栄一、桜田一郎 【特許権者】日本化学繊維研究所 

【特許請求の範囲】紡糸後繊維を「ベンズアルデヒド」および「アセタール」化処理により耐熱、耐水性を付与す

る。 

筆者注：上記は全て特許登録されたが、特許年金の納付期間 3 年間に納付されず、5 件とも 1946 年に権利消滅（失効）した。 

 

（３）鐘紡 「カネビヤン」の特許 

【特許番号】 第 153812 号  【名称】「ポリヴィニル・アセタール」繊維の製造法 

【出願】1939/12/8   【特許】1942/11/20   【発明者】矢沢将英、目黒清太郎、矢島稔、尾沢敏男  
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【特許権者】鐘淵紡績 

【特許請求の範囲】湿式紡糸繊維を緊張状態で、常温にて凝固作用のある薬剤の存在下で 50℃以上の加熱処

理後に、アセタール化処理を行ない耐熱、耐水性を付与する。 

 

（４）ニチボー特許：戦後における着色防止法に関する特許 

【特許番号】第 263795 号 【名称】ポリビニルアルコール繊維及び成形物の熱処理時に於ける着色防止法 

【出願】1956/11/26 【特許】1960/3/4 【発明者】道尭繁治、川上博、河野正雄、宮口実、横幕之夫、辰見清徳 

【特許権者】大日本紡績（ニチボー、現ユニチカ） 

【特許請求の範囲】周期律表中、チタニウムより銅に至る各金属又は錫及び鉛の無機有機水溶性塩の 1 種又は 

2 種以上を、PVA 繊維又は成形物に対し 1%以下含有されるように紡糸成型原液又は凝固浴中に添加する。或は 

紡糸成型後の PVA 繊維又は成形物に対し前記金属が 1%以下含有されるように、前記金属塩を含む浴中に浸漬 

した後、乾燥及び熱処理することを特徴とする着色防止法（筆者要約）。 

【実施例】上記による 8 例では、いずれも純白なビニロン繊維が得られた。 

補足：当該特許は、1972 年度発明協会特別賞を受賞した。 




