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1. 序 章

・うふつ
19 52年4月22日， 国策パJレプ工梁株式会社勇 払 工場において， わが国最 初の一一恐ら く世界

ω 
でも 初めてだろう とい われ ている が一一広葉樹晒 クラ フ トパ ル プ(Laubholz Bl飽ched Kraft 

('l)Q) 
Pulp, L. BKP） による上質紙製造に成功 した。

こ の L . BKP上質紙創製成功 は， 後に本邦紙・パルプ業界において「 原木革 命Jとか「樹極
｛時｛的

転換」 といわれるよ うになった， 本格的な広葉樹 利用 への道を切り拓く直接 のキッカケ と なっ

た のであり， 同時に， 今日 の同産築基幹技術 の一 つである晒 ク ラ フト法工業化 の出発 点 と なっ

・ 1986年3月20日受理＇ 1986年8月6日改稿受理， 製紙技術， 1j払工紛． 広葉樹パJレプ， 晒クラフト
法， /JC野成夫，本報の主要部分は日本産業技術史学会第2回年会(1986年6月14日， 大阪商工会議所〉

において発表。 尚， その一部は日本科学史学会第31四年会（1984年6月3日， 京書官大学教養部〉にお
いて発表。

”東京工業大学工学郵化学工学科

(1）羽関乙彦：r企業の森』上， 毎日新聞社， 昭和4伴， 284頁。
(2) 悶鍛パルプ工業株式会社厚生保：『国鍛通信』， 第10号， 「�払将:ll!特集号」， 昭和'l:l年9月25日， 1 

～9J't。
(3）国策パルプ工業株式会社勇払工場研究室：「製紙紙験報告書J， 昭和'l:l年。
μ）東京都紙商組合組合史編纂餐員会：r東京における紙鳶百年の歩み』〈非売品〉， 昭和46年，286～ 2郎

賞。
(5）宥沢広己監修：『日；本産業百年史』． 日本経済新聞社， 昭和41�. 5 29頁。
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銭衡と文明 3巻1号申書

た のである。

本報においては， こ の L. BK P法技術開発 の経給を 明らかにし， か つ， そ の技術 史的意義を

考察 する 。

(2) 資制及び関係者のliE雷

一般に， 企業にお ける技術開発 の実 態を外 部から知るこ とは極 めて困難で ある。 こ のL .

BK P法技術開発もそ の例にもれない 。

本研究は， 筆者 がこ れまで 入手 した資料 と関係者 の証言に 基づく， そ の実 態解 明の一 つ の試
（$�骨

みである。 ただ し， 当時 の一 次資料 の大 部分は 現存 し ない ので入手できたも のはそ のご く 一 部

に過ぎ ず， 多く の記述は 二次以下 の資料に依らざるを得 なかった。また， 当時， そ の技術開発
” 

のイユシアティプを とった方々 の全部は既に死去 しており， 生存 している関係者はあまり重要

な役割を演 じた 人々では ない。故に， そ の証言にはまた聞 きや推定も 含まれていると考えられ

る 。 それ で， 本報 の記 述に多少暖昧 な所や不確か な部分がある のは避 けら れない。

(8）勇払工場蹴吋
19 40年， 元共産党員・ 水野成 夫及び南喜 一は， 南 の特許 第133 855号（1939年12月14日〉に基づ

く故紙再生企業化を名目 と し， 朝日新聞社・丹波秀伯， 日清紡・宮島清 次郎， 陸軍・ 今回新太

郎 及び岩畔豪雄， 商 工省・椎名悦 三郎， 大蔵省・追水久常ら の支援を得て， 大日本再生製紙株

式会社を創立した 。

次いで， 水野・南は岩畔 及び佐藤賢了ら陸軍 の強 力なパヲ ク・ アヲプ のも とに， 中 国・涯兆

銘政権下 の広東省政府より製紙機 械を入 手し， こ れを北海道 々南 の地・男払に移設して同社勇

払工場を建設し， 1943 年に操業を開始 した。

大宅壮ーは， これを「験時中 の異常 な社 会情勢 のも とに， 寧を背景に して， 略奪に近い形で

発足し」たと 述べてL、る 。

同工場は名目として掲げた故紙 蒋生 とは全 く無関係 な， 年産1万 ト ソ の亜硫酸法によるパル

ープ紙 一貫工場であっ た 。

当時， わ が国には大日本帝 国陸軍 が君臨 し， 事 の理 非を問わず陸軍 の意向 がまかり通った時
” 

代であった 。 と同時に， 「パルプ増産・自給自足」 の「パ ルプ 国策」時代であり， か つ， 「紙

（め国策パJレプ工業株式会社�払工場木材線：昭和'l:l年度『木材際年報』， No. 52，調査資料I 社外
秘。

（η意志決定を行ったのは実カNo.lの水野成夫であろう， というのがすべての証人の仮営である。水野
の他数名が技術開発のイニシアティプをとったものと推定される。

（め星野定苛：この件についてはr東京工業大学人文論重要』， No.12, 1986， に「大日本再生製紙勇払工
場の建設」というタイトルで投稿。放に，これに関する文献は大部分を省略。

(9）大宅壮一：『昭和怪物伝』， 角川文庫， 昭和4昨， 149実 。
帥 星野定司：r授術と文明J， 第3冊， 2号2巻， 1986, 37～53頁。
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広葉樹製紙技術開発の経緯(II) （星野〉

凱僅」の時代であった。その 上， パルプ及ひ・製紙産業を独占 し ていた王子製紙に 対し「独占反
也加盟

対」「反王子製紙」のム ードが少 なからず存在する時代でもあった。

水野・南はかかる時代的背景を極め てう ま く 利用し， まるで「瓢箪から駒が出t�」ように嘉

払工場建設を成し遂げたのである。

同社は， 操業開始後約2 年程し て， 親会社である国策パルプに合併さ れ， 同工場は 国策パノレ

ブ勇払工場と なった。こ れに伴い， 水野 及び商はそ れぞ れ同社の常務 及び取締役に就任した。

合併後間も なく，・ 水野・南は 国策パルプの実力者 コンピと なったが， 同社は子会社出身の両人

に 幌、貸し て話量を取ら れた」よう な格好に なったわ けであ Z。

ち なみに，L:BKP上質紙製造成功時には 水野は副社長であり， 南は常 者であった。

〈心 理解されないクラフト法

1925 年， 樺太の富士製紙落合工場（1933 年， 王子製紙に合併〉におい て， わが 国で初め て 〈朱

晒〉 クラフトパノレgプが製造さ れた。 この時， 同工場の 吉 利透は文字通り日本人 と し ては最初
4前＠

に， ス エ ーデンから来たゼ ーガーフェルトより直接 クラフト法ーの操業を教わったが， この吉利

によると， そ れ以来わが 国紙・パルプ産業では20 年以上に亘っ て， クラ フトパルプの用途は主

と し て強 度を必要とする重包装紙に限定 さ れていた 。 そ し て， こ れを何とか漂白し て他の用途

に 利用しよろとい う考えは 殆んどみら れなかった。

当時の二大パノレプ化技術である， 亜硫酸法 及び砕木法に馴 れ切っ ていた同業界の技術者連に

とっ ては， 用途のご く狭い クラフト法は調査， 研究の 対象に なりに くい ものであった 。 そ れ
4嗣渇

で， 同法は 殆んど大 部分の人々に理解されてい なかったのである。

この クラフト法が昭和初期に開発された塩素漂白法と結び付い て晒 クラフト法に なったので
ω 

あるが， クラフト法を理解で きない人に晒 クラフト法がよくわから ないのは 当然であった。

三社合併 （1933年〉 以後， 紙・パルプ撲界の主流と なった （旧〉王子製紙系の人々には 特にこ

の傾向が強かった。

この 点， 19 3 5 年頃には既に針葉樹晒 クラフト法が工業的に実施さ れていた， 北欧 及び米 国南

部に比較すると， わが 国紙 ・パルプ産業全体とし て クラフト法に 対する理解は極め て 低かっ

． ω 薬袋進：r紙パノレプ三園志』， 王子製紙社史編集所， 昭和35年， 184頁 。
�� 樽太林業 史編纂会： 『様太 林業史』， 幾林出版， 昭和 35年， 328頁。
帥 浅野晃 ： 関取調査， 19 83。
(l" r国策パルプエ業株式会社十五年史資料』， 第一篇綜合史， A3頁。

(1$松浦行其：r人間・水野成夫』， サンケイ新開出版局， 昭和48年， 397～399頁。
帥 岡本功司：『葱将軍 南喜一』〈非売品〉， 昭和46 年， 388～389頁。
制 成田潔英： F王子製紙社史』 第 3 巻 ， 昭和33年， 40 1 ～4 1 2頁。

・ (1$ 吉利透 ： r紙パ技 協詑J， 第26巻， 第 4 号， 昭和47年 ， 152～156頁。
(l！） 吉利透：関取締査， 1978～1981。
帥星野定司：r林業経済』，· No.389, 1981, 23～24貰。尾関忠勝：関取調王室， 19780
制 奥野信治： “欧米金額パルプ工場視察報告へ研究所， 昭和13年3月間， 6京。奥野パルプ鯛

究所所歳 。
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後衡と文明 3巻l号ω

た， といわざるを得ない。

(5) 繍尾正.らの研究
前議で述べた如く， 1943年に京都大学の掴尾正綾・福田給作らは「晒クラフト法によれば潤

葉樹〈広繋樹〉からでも白くて強い紙ができる」ことを発表した． 放にその時以来， 堀尾らの

突験結果は周知の事実となった． しかし． 堀尾らの発表は研究室の立場からL.BKP紙製造の

可飽性を述べただけのものに過ぎず， 実際の工場において最も盤喪な妙紙性を初めとする多く

の実際的な問題には全く触れていなかった． それで， 堀尾らの研究を工業化した渇合， 繊維の

矩かい広葉樹パノレプを用いて「商品」となる紙が突際の妙紙機で妙けるか， ということは全く

不明であった。

つまり， 堀尾らの実験結果が工業的に可能か否か， は実際に工場スケーJレでやってみないと

何ともいえなかったのである．

一方， わが国紙・パルプ産業の控術者には保守的で新設衡を受け入れにくい体質があった。

それまで， 開業界の殆んどすべての技術者は明治中期に導入された亜硫酸法， 砕木法及び針葉

樹よりなるパJレプ化技術体系にどっぷり浸っていて， それに代るよい方法があるとは思ってい

なかった．

放に， それまでの常識に反する堀尾らの実験結果は彼等の突感とは一致しなかった． 笹等に

はL.BKP法の如き新技術は理解しにくかったのであり， たとえ， それを理解し よ うと し て

も． その基盤となる技術的経験が皆無に近かったので容易に理解できなかったのである．

その上に， 開業界におけるトヲプ・クラスの按術者は大学及ぴ商工の犠械科出身者・が多く，
・岨・・

能等は担S氏控衡を化学的提点からみることは全く不得手だった．

例えば． 当時の代表的技術者で あ る王子担紙本社工務部長・西済（l蜘年東京高工領東京工
”” 

大＞•鱗科卒，1949年十条製紙初代社長〉は「化学屋はちつとも役に立たん」 という考え方の持ち

主で， 製紙技術を主として機械的立場よりみていて， 化学的立紛からみることは極めて苦手の

人物であった。 放に， 西は化学技術であるL.BKP法が工衆的に成功するまでその利点を理解
．酎周回

することはできなかった。

尚， 一般に紙・パルプ産業は経齢的な技術が非常にそノをいう産集である。 同業界では長い

間「広隷樹は繊維が短かいので強い紙はできない」という考え方が常識であったが， これは50

年以上にも及ぶ亜硫酷法と降水法の経験に裏付けられたものであるので， 両法を用いている限

りその通りであった．

伺片山知又：関取調査， 1978o
伺彫佐釧郎：関取調怠1978～19810尚， 影佐綿郎氏は中聞の涯兆銘致指成立に活隠した陸軍の彫佐被

昭の突自のである。
制商務：関取調査， l978o
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広葉樹製紙技術開発の経線(Il）（星野〉

それ故， 今までの技術で針葉樹を用いて紙を製造し， 商売になっているろちは， 敢てそれら
a・

とは異なる未知のL.BKP法を採用する必要は全くなかった。 たとえ， 同法を 採用 す るとし

ても， それはどこかの工場がやってうまくいったら， その実績をみてからやればいいのであっ

て， 何も危険をおかしてまで新技術を採用することはなかったのである。

それで， 広葉樹を利用するとしても， それは飽くまでも既知の方法により， 広葉樹は針葉樹

の補助材としてごく少量使用する， という考え方に過ぎなかった。

放に， 同業界の殆んどすべての技術者は一一機械屋のみならず化学屋も一一堀尾らの研究は

実際を知らない大学教授のそれとみなして， 全然問題にしなかっ吃
尚， 堀尾らの晒クラフト法研究は「パルプ国策」時代に花形であった， 人絹パルプの研究に

ウエイトがおかれ， 製紙パノレプは二次的なものであった。 それで， 堀尾らは前者に力を入れる

程後者には力を入れなかった。

ちなみに， 現時点でみると， 堀尾らが大いにカを注いだ晒クラフト法人絹パノレプは工業化さ
帥 官事

れたが， 人絹そのものが凋落してしまったせいか， 生産中止となり， あまり力を注がなかった

製紙パノレプの方は工業的に大発展している。 故に， 堀尾らの研究の狙いが全面的に当ったとい

うわけではない。

2. 勇払工場再建へ

(1) 機械一式を中国へ返還

敗戦の結果， 勇払工場をめぐる情況は一変した。 即ち， その翌年（1946年〉の8月5日， 勇
回

払工場はGHQよりの政府宛覚書に基づき， 同工場備付パノレプ及び紙製造機械一式の没収を，
回

次いで約2年後の1948年5月13日に問機械一式の中国への返還を指令された。 それで， 同年7

月 2日同工場は操業を停止し， 7日より機械の解体作業を始め， 10月10自に返還機械撤去を完
国

了した。

尚， この機械を広東で入手して勇払へ移設した， 南喜ーらがGHQよりその「略奪」責任
みの会ち

を問われなかったのは， 形式的にせよ大日本再生製紙社長・石倉巴吉と広東省政府首席・陳耀
冊 倒

祖， 同建設庁長・張幼雲との聞で売買契約を結び， 代金150万円σ5万円ずつ二回に〉を支払っ
＠崎由

主こからだといわれている。

帥 福田祐作：関取調査， 1980～19旬。
例 日：本パルプ工業株式会社社史編纂委員会：『社史』〈非売品〉， 昭和29年， 517～523頁。
伺 日本パルプ社史編集委員会：r日本パ／レプ工業40年史』， 昭和53年， 275～278頁。
帥 国策パノレプ工業株式会社：r国策パJレプ工業株式会社二十年誌J， 昭和34年， 119～120買。
伺涯兆銘夫人・際墜君の実弟， 注帥の180貰。
帥 注MのA31～33頁。 「広東省営製紙廠の破扱機械資質に関する契約書」。
帥佐藤致和：関取調査， 19800
伺商事一追想録刊行会編集：『追想南喜一』〈非売品〕， 昭事官46年， 89～90頁。
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技術と文明 3巻l号ω

(2）京野lit夫 工編再建を決窓

機械一式撤去後の勇払工場に残されたものは建物の他ごく僅かな設備と従業員530余名だけ
ー

であった．

勿諭， GHQの機械返還指令に対し国策パJレプは労資共にその撤回運動をしたが， それが不

可能とわかると同社は直ちに勇払工場再建を決意した． ただし．具体案があったわけではない。
“ 

中静敬三によれば． 当時， 会社には「勇払工場を閉鎖して従業員は全部旭川工場へ転勤させ

よ」という役員も居たが， 同工場に緩めて強い愛着を持っていた水野は強くその蒋建を主張し
固

た。 また， 浅野先によると， この頃， I旬。u、ささか弱気になり迷っていたが， 水野は極めてハ

vキリしており， 「先のことは考えぬ。 工場をつくったからには飽くまでも守り抜く」という

襲勢であった。 浅野はこれを「武士の考え」と表現した。

このよろに， GHQの機械返還指令後， 会社が速やかに工締蒋建の意向を明確に打ち出した

ので， 従業員は安心してその再建に備えることができた． 事実， 機械撤去後に集団転勤もなか
闘

ったし， l名の解雇者もなかった。

(3) 勇払工喝の立地象件
一般に． パルプ製造において決定的に重要なファクターの一つはパルプ材の長期安定供給で

ある． 勇払工場は， 1943年の操業開始以来， 軍の全面的なパyク・アップのもとに針葉樹であ
個

るエゾマツ・トドマツを集めていたので， パルプ材供給には何ら問題はなかった。 しかし， 敗

戦と共にこのパルプ材供給ルートは朋縦した。

さて， ここでパ／レプ材供給の立場より， 男払工場の立地条件を考えてみよろ。

1) 同工島局は王子製紙苫小牧工場に隣接しており， かつ， それまで正規のパルプ材集荷実鋭

はなかった。 放に， エゾマツ・トドマツの集荷は容品ではなかった。

2) 当時． わが国は敗戦による組民地夜失と戦時中における乱伐のため， 針葉樹資源は枯渇

していた。 つまり， 少し長期的にみれは， 験後の紙・パルプ産業は針葉樹だけでやってゆ
e”’ 

けないことは切らかで， 広葉樹を利用せざるを得ない状況下にあった。 放に， 政府はパル
all 

プ材として広葉樹を利用することを望んでいたし， GHQでさえも広葉樹利用を推進して

伺注（2）の6頁．
例中”a三：関取悶査， 1980。

・伺注（2）の1n。
（！$ 小玉.a男：聞取鯛ま！！：. 1983。
納武内隊三：r�童図パルプ産業の進路〈原木問題を中心として）J， 昭和25年11月， 1～35頁。
締森綜資源総合対策協議会：「パルプ周針繁樹材の節約に関する緒方策J， 昭和26年12月22日， f!周合

理化資料17.， 前編晋吾・回中文絵・田中申ー： ri.広業側利用の強化についてJ, 5～36頁。
伺 日本紙パルプ研究所・板紙連合会共編：『セミケミカルパルプム 日本紙パルプ研究所． 昭和お年，

271買。
帥経済安定本部： “パルプ工業と税関森林資源との関係”， 小林肥念林業文献センター所蔵， 昭和26年

5月isa，重量麟院））！tit委員会宛のもの。

42 



ー，
いた。

広葉樹級紙袋術開発の経総（II)（星野｝

3 )  しかし， 少量の補助 原料や特殊なプナ人絹パJレプへの 利用 は ともか くと して， そ れまで

製紙用主原料 と して広葉樹を使用したこ と はなかった。 つまり， 当時の二大パノレプ化技術

である 亜硫酸法及び砕木法に は広葉樹 は不適 当だったのである。

4 )  明治後期以来， 北海道にお けるパルプ 材の大部分は国有林及び御料林に依存し ていた。

敗戦の頃， 道内施業林の広葉樹蓄積量 は約10億石， 針葉樹のそ れは7 億石で前者 が多かっ
．， 

た。 勇払工場のある道南地方で は この傾向 がより 著る しく， 同工場で は針葉樹 は集めに く

かった。
(j$・

5) この頃， 広葉樹 は薪炭 材 とし ての用途 はあった が， パルプ 材 とし ては殆んど使えないも

の とみな さ れていた。 そ れ故に， 男払工場で は広葉樹 は集め易かった。

6 )  弱払原野に は白 樺は少なくなく， しかも， こ れは薪以 外に は使えず， か つ， こ れがある

とエゾマツ ・トドマツの邪魔になるので， 北海道で は困りものであった。 放に， 勇払工場

で は白俸を多く集荷するこ と は可能であった。

以上のよ ろなわ けで， 勇払工場再建に は白 樺を始め とする安 価な広葉樹を 利用で きれば識に

好都合であった。 しか し， 問題 は工業化可能な広葉樹 利用のパJレプ化及び抄紙技術 が実際に存

在するか， とい うこ とであった。

(4) 志村文三の工海湾建「私家」

『国策通信」 第10号「勇払再建 特集号」 に よ れば， L.BKP上質紙創製の 「発端 は志村監
119 

役の発言に侠 つものであJった。 即ち， GHQより機 械返還指令を 受けてから 約2ヶ 月足ら ず

の 1948年6 月末， 同社監査役兼財団法人農林科学研究所長・志村文 三は会社に「勇払工場計画
．官

私案」を提出 した。

この「私案」 は現存しないので具体的に はそ れが如何なるものであったか は不 明である が，

斉藤栄に よ れば， 「概要 は針澗 〈 広〉混合より順次始める事 とし て製品 は朱晒薄葉包装紙およ
曲’

び高級印刷紙 とい ろこ と」であった。 そし て， この「私案」 は次に述べる志村の持論に 基づ く

もの といわ れている。

(5）志村文三の考え方
．． 

志村 は「木 材パJレプの 繊維長 と紙の強 度 との関係」に ついて 次のよ ろに考え ていた。 即ち，

帥 注Mの331～332頁。
伺 注Mの328頁。
帥 ＊州製紙：r本州製紙社史』〈非宛品〉， 昭和41年， 81）案。
倒木下又三郎：li"?JI!原から太陽の固まで』， 藤木出版， 昭和48年， 225～226頁。

帥浜岡透：関取調査. 1986。
制 注（2）の 1 頁。
納 注（のの2 賞。
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木材中 の繊維は燕解， 漂白両工程においては化学的 処理を， また， 叩解工程そ の他においては

機 械的 処理を受けて 弱く なったり短か く なったり する 。 それで， 最 初は丈 夫で平均 繊維長 が

3 mmもあった針葉樹 繊維も， そ の処理 如何によっては0.6 ～0.9 mm程 度の短い 繊維となる 。

一方そ の反 対に， た とえも とは平均 繊維長 が 1. 0～l. 3 mm位 の広葉樹でも， 各工程におい
.. 

て可能 な限り 繊維を留 めないよ ろ なマ イルド な条件で 処理して抄紙すれば， か なり強い紙 がで

きるこ とも考えられる。

つ まり， 平均 繊維長 が針葉樹 の三分の一位しか ない広葉樹でもそ の処理如何によっては， 針

葉樹から つくられた紙に匹敵 する強 度の紙 がで きる可能性 がある のでは ないだろ うか 。

勿論，「広葉樹から白くて強い紙 がで きるJ遊由はこ のよ う な考え 方で云 々で きる程単純 な

も のでは ない。 また， 志村 の考え 方には極 めて重要 な実際 の抄紙性には全 く触れてい ない， と

い う大 きな欠 点もある。 つ まり， 志村 の考え方はあ まりしっかりした担拠に裏付 けられたも の
It 

である とはいえ ない 。

しかし志村はこ のよ う な考え方に 基づいてそ の研究を大門徴に 命じ た 。 それで， 大門は広

葉樹より紙を つくる研究を開始した 。

(6) 大門徹の証言

男払工場にお けるLBKP技術開発 のキッカケ と なった突験を最 初に行った， 当時 の雌林科
幽

学研究所員 ・大門徹はそ の思い出を 次のよ うに語った 。

1) GHQ経済科学局 の意向は， 日本には針葉樹資源 が乏しい ので， 広葉樹を 利用 する なら

ば勇払工場再建を考慮 する とい うこ とであった 。
固

め 特に， GHQ の紙・パ ルプ担当者 ・ コスラー〈ア ーサ ー・コスラー〉はセミケミカル法に

強い関心を 持っており， 当時， 小金井にあった農林科学研究所へ広 葉樹 のSCP (Semi

chemical Pulp）研究を要請して来た。

3) 志村所長は「広葉樹でも燕眠漂白， 叩解等の処理を うまくやればいい紙を つくれる管

だから， 大門君， 研究して みたら」 といった。

4 )  大門は白 樺を用いて NSSCP (Neutral Sulphite Semichemical Pulp） の実験を行 ない， そ

の結果を コス ラーに報告し， 更に， 国策パ／レプ本社でも報告 した 。 そ の時， 色々 な悲見 が

出た が， 最終的には上質紙を目的 としよ う， とい うこ とに なった 。

5）上質紙を目的 とする とSC P では駄目で， 晒クラ フト法 とい うこ とに なった。

純 化学的には蒸解， 襟自工寝において，薬品を加え過ぎたり， 温度を上げ過ぎたり， 時間をかけ過ぎて
過球解，過標自にしないこと。過m解， �標自になると木材繊維を構成している繊維素の震合股が低下

して単繊維強度が怒るしく低下する。 また，機械的には叩解工程において，木材繊維を必要以上に切断
するfree beatingを避けて，フィプりル化を主とするwet beatingにすること。注側を重量照。

締 大門徹：f略取調査， 1981 。
同 首済：r製紙つれつれ1臼〈続〉〈非売品〉， 昭和36年， 214買。
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の それで， 大門は広葉樹のクラフト蒸解， 漂白， 叩解の実験を行った。 叩解は繊維長を損
� 

なわないようにwet beatingをし， 手抄きで紙をつくった。 いL、紙ができたが， 大門は

まさかこれが工業化されるとは思わなかった。

7) 本社における勇払工場再建委員会で， 志村所長はこの実験結果を報告したが， 何はとも

あれ再建しようと考えていた水野委員長が「これで行こう」と決定したそろである。
ω 

尚， 大門のこの実験は 堀尾・福田らのL.BKP紙の研究と同じである。 そ して， 志村「私

案」はそれを工業化せよといろことであり， 若しそれがそのまま実施できないならば， なるべ

くそれに近い線で行え， というものであった。

ただし， 志村の発想、が堀尾・福田らの研究に基づくものか， それとも， 全く志村が独自に考

えたものかは不明である。

(7) 勇払工場再建計画

前述のように， 1948年10月10日， 勇払工場では建物を残すのみで機械設備の主要なものは殆

んど全部撤去された。放に， その工場再建方針はこれをもとに復旧するというのではなく， む

しろ全く新しい角度から， 同工場の立地条件にマッチしたものにする， と い う 考え方であっ

た。

このような視点から， 志村は持論であるL.BKP上質紙製造提案を行い， これが実にタイミ

ングよく実力No.Iの水野に採用された， と考えられる。 そして， 翌1949年2月19自には次
ω 

の如き勇払工場再建計画が決定された。

1）直ちに再建に着手し， 第一次として洋紙及び和紙年産5,000トン， 第二次として晒クラ

フトパルプ年産 10,000トン設備を完成する。

2) 第一次計画はピータ一室， 抄紙室， 仕上室， 汽缶室， 発電室， 用水取入室設備一式を24

年（1949）秋を目標として完成する。 この資金として81,210千円を予定〈これは興業銀行か

ら58,000千円を借入れ， 他は自己資金〉。

尚， 同社では工場解体後の休転期聞を少しでも短縮するため， 1948年夏頃から再建関係機

械， 資材及び木材の収集を行い， 工事着手時には汽缶， 発電機設備， 抄紙機（72イ ンチ〉 等は
” 

既に手配済であった。

再建案の主体である第二次計画， 即ち， 晒クラフト法計画は， 次に述べる如く，GHQの反

対により正式に決めることはできなかった。 しかし， 国策パノレプとしては飽くまでも同法採用

制 wet beating 〈粘状叩解〉：フィプリル化〈繊維を枝状に分岐させること〉を主とする叩解。free beating 
〈遊離状叩解，つまり繊維の切断を主とした叩解〉に対する諮， 『新訂紙パJレプ事典J, 昭和52年， 金

原出版，313頁， 128頁。試験用ピーターではパルプ濃度は2%位で， 現場のピーターのようにそれを5
～7%におくすることはできない。 故に， 試験用ピーターではfree beatingになり，wet beatingに
なりにくい。 それで， 大門は石臼と杵で餅つきのやり方でwet beatingにした。注帥参照。

伺 注帥の333～334頁。
伺 注帥の330葉。
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の意向を 持 っ ていた。

そし て， クラフ トパルプの漂 白には， それまでの建 物を 利用 す る ためE硫酸パノレプ用の

Cl2, N aOH, Ca-hypoの三段漂 白を予定した。 勿論， 段数を増やせばよい こと はわか っ てい

た が， 特に 高白色 度を狙わ ず， ク リ ーム色でもいい， という ことで三段に決められたのであっ

た。

また， パルプ生産量も工業的規模とし ては年産 約2万トン 以上 が普通であ ったのに， 僅か 1

万トンに過ぎなかった 。

以上のこ とから わかるように， この 再建 計画比わ が国最 初の L.BKP法採用に臨 み切りな

がら， 高い品質， 生産性， 経済性を目標と はせ ず， あまり 金をか けないで勇払工場 が何 とか操

業できればいい， という 程度のものに過ぎなか った。

(8) GHQの反対

当時， わ が国 は占領下にあった。それで， 工場 再建の許可 は形式的には日本政府 が与える こ

とにな っ ていた が， 実質的には GHQ が実権を握 っ ていた。

国策パルプ勇払工場の 蒋建に は， GHQも関係官庁も共に 非常な 同情と好意をもっていた

が， そのポ イントである晒 クラフト法 計画に 対して GHQは 反対であり， 特に 同天然資源局

のマードヅグ 及び経済科学局の コス ラ ーは， 米国で普 及していたセ ミケミカノレ法を盛んに す す

めた 。

たまたま， この頃， GHQは北日本製紙株式会社江別工場 〈現王子製紙〉の針葉樹グ ラフト

紙製造出願に 対し許可せ ずと言 明し ていた関係もあり， 勇払の総合 は広葉樹を 利用 する 点を諒

とするも， 方法 はセ ミ ケ ミカル法を採用せよと強く主張し． 特に コス ラーはど うし てもその主

張を曲げなかった。 しかし， 先に 述べたように， 国策パJレプの 方針 は飽 くまでも晒 クラフト法

であり， か つ， 関係宮庁の意向もその 方針通りであ った。 それで， 前 述の 蒋建 計画は表向きに

はひとまづパJレプ関係は保留 し， 製紙関係を 第一 次計画とし て実施する こと とし 第二次の 原
ω 

質関係は 一応化学パ ル プ生産という こ ととした。

尚， このように 再建 計画発足当 初は GHQよりセ ミケミカル法採用を 強制された が， 1949
回

年 3 月 1 5自にその主唱者である コスラ ーが急死し， 更に， その後の占領政策緩和と共にその許

可も不要 となり， ここに晒ク ラフ ト法採用に つい ての難点、は全 く解消した。

(9) L. BKP法の録縁準備
” 

勇払工場では＇ 19 50 年2月23日に， 第一次計画 が完成し， 久しぶりに 同 工場 は活気を取り戻

した 。 同 計画にはパJレプ製造部門 はなか ったので， パルプ は同社旭川工場より 持って来た。

帥注：�•の334～336頁。
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勇払工場第二次再建計画主要設備

東日本重工業K.K.

中日本重工業K.K.

図中機微K.K.

西日本重工業K.K.

目立造船K.K.

目立造船K.K.

大機工業K.K.

基
盤
式
式
式

法
式

の4
4a宅
’A
‘A
’A
auτ
’i

1. 木釜〈容量67立方米〉

1. マノレキラ ・ プラックス式デフユーザー
1. 真空蒸発裟位
1. ムーレー ・ ワーレ ン型スメルター
l. ロータリー ・ ファーネス

及びミキサー
l. 98吋長網抄紙機
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この動乱と翌年5 月1日までの紙及ひ・パルプ価絡配給統制撤廃によ

ω 
り， 紙・パルプ 産業はにわかに好況〈三由景気， 三P景気〉を呈し， その結果国策パノレプの業績

帥
も大いにあがり， 勇払工場再建のための資金繰りもずっと楽になった。

第二次計画若手後2 年足らずの1951年末には，

同計画若手後間もな

く朝鮮動乱が勃発し，

世の中の状況は一変した。

その主要部分である木釜工事が， その翌52年

同年2 月15日より正式に晒グラフ1 月19日にはスメノレター・ ボイラー工事がそれぞれ完成し，
同

ト法の挽諜が開始された。

第二次官十回に要した費用は約6億円であり， 第一次のそれと合わせると総計7億4千万円で
国

あった。

晒クラフト法の操業に先立って， 勇払工場ではまず従梁員を同社旭川工場へクラフト法実習
” 

に派遣しかっ， 旭川工場及び北日本製紙江別工場よりクラフト法の経験者を集めた。 当時，
しずか

わが国にはクラフト法経験者は非常に少なく， その殆んど全部が樺太の落合及び敷呑両工場出

身者またはその流れをくむ人々であった。 勿論， 勇払工場に集まった吉利透以下のクラフト法

経験者は皆そのような人連であった。

原料として予定した広葉樹は， それまで彼等が長年経験した針葉樹とは木材の形状， 繊維形
輔

態及び組成がかなり異なるので， 各工程の完成次第それに適した操業条件を見出すために， 広

葉樹を用いて調木， 蒸解， 薬液回収， 洗稲葉， 漂白， 叩解， 抄紙等各工程の ウォーミング・アッ
制

プを入念に行った。

尚， 会社としては計画時には初めから100%L. BKPでうまく となる紙を抄けると「商&'IJ

いう確信はなかったであろう。

しかし， 同社ではその卸i製4ヶ 月前に「国策通信』第l号に， 中静敬三がハッキリ「オール
制

ということを打ち出した。
加、ー

伺
伺
伺
伺
伺
伺
制
伺

昭和51年， 14～'l:l頁。
2頁。

広葉樹サルフェート法〈クラフト法一一星野駐〉による晒パノレプJ

注Mの375頁。
注（4）の'1:12～'1:17頁。
星野定司：『紙のはなし』I. t支報掌出版， 1985, 61頁。
注帥の331頁。
注Mの376～378頁。
三海静夫：関取調査， 19問。
向島三郎. :ti田伸彦：r紙と天然繊緩』， 大日本図書，
中静敬三：『恩策通信』， 第l号， 昭和26年12月15日，
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の頃 ともなる と， それまで の調査， 研究によ り 100%L. BK P というこ とにかな り の自信を持

つに 至った のであろう。

3. 広葉樹晒クラフト法の成功

(1) L. B区P上質紙創製成功

表－2 に示すように， クラ フト 燕解を開始した のは 195 1年 12月下旬からであ り， こ の時はま
” ”  

ず手馴れたオール針葉 樹を用いた。 次いで直ちに針葉 樹 7：広葉 樹 3 とした〈混合潔解〉。

1 950年2月23日

1951年12月下旬
直ちに

1952年2月15日
16日

3月中旬
Zl日

4月17日
4月21日

22日

茨－2 広柴樹暗クラフト上質紙抄造まで

第一次再建工事完了
君臨二次再建工事〈晒クラフト法〉若手
グラフト法録業開始， オール針繁樹

針葉樹：広業側＝7: 3 （混合燕解〉
晒クラフトパルプの製造関始
三段喜男自法録望書開始
針葉樹：広業樹＝5:5
第二次再建工事完了
晒クラフト紙妙造開始。加す抄紙畿運転開始〉
四段漂白法に切り替え， かつ， オール広業樹クラフトパルプ漂白開始
オール広楽樹晒Pラフト上質紙抄造成功

漂 白作業を始めた のは翌 52年2 月 16日からであった。 こ の時は三段漂 白で針葉 樹と広葉 樹の
” 

比はまだ 7 : 3であった が， 3月中旬にはそ の比は 5 : 5となった〈その次に3 : 7になったと

いう がその期日は不明〉 。4 月21日よ り漂白はそれまで の三段よ りCa-hypo,Cli. NaOH, C a-hyop 
同輔

の四段に切 り替 り， 同時にこ の日からオール広葉 樹パJレ プの漂白を行った。 翌 22自にはこ のパ

ル プによ り上質紙 の抄造 が行な われ 之
こ の時 のデー タを同工場研究室 の「製紙試験報告書」よ り ピッ ク・ アッ プして表－ 3に示

輔
す。

抄紙機 1は 100% L. BKP上質紙であ り， 抄紙機 2 はN. BSP (Nadelbolz Bleached Sulphite 

Pulp，針葉樹晒亜硫敵パルプ〉の包カ用紙〈包褒用紙， たばこの包み紙で専売局よりの注文〉である。

両者 の米坪量には88.8 と6 5. 3とかな り の差 があ る ので， こ の波 ー 3 の値はあま り正確に比較

するこ とはで きない。 しかし， これら のデ ータ のうちには米坪量 の影響を消 去した値 ， 即ち，

力比， 裂断長， 比引裂強 度もあ り， これらを比較する と L BKP の紙はN. BSP のそれよ りも
” 

す ぐれているこ と がわかる。

締法。）の3頁。
肘 告川八郎：関取調査，1981～1986。
伺注（3）の昭和Zl年4月21日月限。
伺 注（3）の昭和Zl年4月22日火限。
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L.BKP「製紙試験報告書J c昭和27年4月22日火随〉

｜晒クラフト

2 1 

袋一3

抄紙機

尚， 一般にL . BKP 繊

維の細胞膜は厚〈， 丸味

と弾性 があ り， か つ，

f?fl. 3 65.4 
2.18 1.60 
88.8 65.3 
7. 3 5.25 
214 335 
4.5 3.5 
4. 2 2. 2 

0.09 0.06 
2.19 1. 25 
2.5 1.9 
7.47 5.05 

3. 81 2. 23 
5.6 5.2 
2.9 2.3 
1.3 1.1 
2.5 3.2 
64. 5 36.5 
76.2 43.7 
73 56 
88 6 7  
9. 8 11. 5 
19. 6 7. 7 
28. 0 150 
3.”3.帽
18 22 
26 44 
24. 00 23.同

30 , 320 27,540 
L.BKP N.BSP柿．

白色度 75 

包ヵ白紙・

g/m2 

匁／尺z
g/mt 

尺
尺／分

% 
% 
m/m 

kg/cm2 

・堵
・堵
回
同

%
Mm
g
g

% 
フェノール”秒
秒
hr 

規定米坪量
尺坪1ま
米jijl盆
抄儒
抄速
水分
抄造時水分
厚さ
破裂度
カ比

紙名
"" 

ミセルロース が多い のに
対し，N. BSP 繊維のそ

フラ yトで弾
ヘミ

セルロースは少なし、。

しかも，

れは薄〈，

性はな く，

表－3 の値 のうちで最

も大 きな差 があ る のは

遊気 度で L. BKP紙は

援カN. BSP紙は1 50と28.0, 

裂断長

仲張率

引裂強度

両者

の米坪量 及び 叩解 度はか

な り違う のでごく大 雑把

な話である が，

パル プの性質 の差 が現わ

全く異る 。 勿論，

これは両

。SR

hr 
lbs／日

灰分
サイズ度
透気度
叩解時間

r . ＂ルダン入口
叩解 度 i － lジaJレダン出口
抄治時間

仕上高

比引裂強度
れたも のとみてし、いだろ

制
う 。

以上 の「試験報告書」

と同様な 100%L.BK P 

の燕解， 漂 白及び抄造各

工程 の「報告書」も当然

それあった管である が，

め の頃は 75～8 3 (4月16

日～30 ；）で賞味色 があ
制

り， あまり白くはなかった が， 代理店に は 受け入れ 易い紙 がで きた 。 しか し， 操業 が軌道に乗
制

るにした がL、白色 度も 向上して 8 3～89 (6月以後〉ーとなり， この点においても他社 の N. BSP
．． 

による上質紙と 充 分競合で きるようにな った。

・ たばこの包み紙
・・ フzノールフFレーγ

”・ Nadelholz Bl回.ched Sulphite Pulp 
当時．勇払工場鼠験室には恒温恒湿室はなかったので． 測定はその時の温度
及び湿度のもとで行われた．放に，あまり精度のよい測定偲ではない．尚．
粘度及び耐折度の値がないのは． いささか物足りない．

らは既に 処分されていて

パル プの白色 度は， 初

入手で きなか った。

〈昭和27年，注（3））よりリスト駒 山陽国策パルプ株式会社勇払工場の脇神明失氏が「製紙試験報告笛」
・アップされたデータ。
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(2) L. BKP法は国産後続

L. BKP法成功よ り 約 5 年後 の1 9 57

年2月7日， 紙 ・パル プ迎合会 主催 の

「製紙周晒クラ フトパル プ講演会Jに

おいて， 勇払工場研究調査課長 ・ 告川

変－4 晒クラフト法を構成している個別銭術

クラフト球解， 薬品回収 1叫II工場のPラフト法技術
複素務自 旭川工場の人絹パルプ技術

及び!Ji払工場の潔白設術
叩解， 抄造 w払工第の銀紙技術

伺
八郎は同工婦 のL. BKP法について次 のように 述べている。

�ども の工場では， 昭和'l:1年4月 以 後， 広葉 樹100%で BKPを つくり まして紙 まで ー賞

作業を行って お り ます が， オ ール広葉 樹である がため の特殊な装置， あるいは設備という

も のは， まったくいたしており ませんし 在来 の方法を そ の ま ま踏襲しており ます。

こ のき川 の発言は支 さに勇払工場にお けるオールL. BK P上質紙製造 の実 態を よくいい 表

わしている。 表－4に示すように， L . BKP法 の主要 各技術は何 れもそ れ まで の国策パノレプで

実施していたも のに過ぎない。 機械や装置は皆国産品で 特に 外国から輸 入したも のは 一つもな

い。 つ まり， 「広葉 樹から強い紙はで きない」という問定観念にとらわ れることな く， 勇払工

場 の立地条件に適した広葉 樹を用い， 既成技術をう まく組み合わせてオ ールL BKP 上質紙を

製造し， 「商品J として市場に出したわ けである。

(3) 関係者の証言

(a) 吉利遥 の証？守
創嗣

当時 の勇払工場長・吉利透は 次 のように語った 。

1 )  水野・南両人はどう しても男払工織を再建するという強い；在意、を 持っていた。

2) 当時， 100%L. BKPで 上質紙を抄くといろ考 え方はなかった。

3) L. BKP法採用は水野成 夫が決めた が， こ れに ついて勇払工場3長・吉利は何ら相談にあ

づからなかった。 尚， 水野は控術 のわかる人ではなかった。
闘

の 計画決定 の頃はいわゆる三由景気前だった のでj元気はよくなく， 蒋建資金はあ まりなか

った。

5）広葉 樹をど の程度使用で きるか， といちこ とは実際に抄紙して みない とわからないこ と

だった。 実際にやってみたら，抄紙は思ったよりう まくいった。

6) L .  BKP上質紙製造成功 が勇払 再建 の決め 手となった。

7) 古利は， こ の成功により， 他社も同法を 採用すると予想した。 また， 同法l主将来伸びる

と思った。 しかし， こ れ程伸びるとは思わなかった。

伺 告川八郎： 『製紙周広繁樹晒Pラフトパルプ講演集』． 紙・パルプ述合会， 昭和32if'.3月. 33頁。
伺 吉耳元j透によると. 1）水野と由主常織では考えられない人だった。二人とも桁はずれの人物で， とても

わが国紙・パルプ業界の枠におさまる人ではなかった。2)B,買を切り曾えることが一番むづかしかった。
3）水野自身もし BKP法工業化は大きな仕取であるとJ思っていたようだ。
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(b）村 上勝義 の証雷
同

当時 の勇払工場工務 部長 ・村上勝義は 次 のように語 った。

1) それまで の技術でL BKPから紙 がつくれることは前からわか っていた。 問題はこれ が

N. BSPで つく った紙と競合して 採算 がとれるかといちことだ った。 つ まり，「商品」とな

る紙 がつくれるかどうか， がポイントだった。

2 )  L. BKP 法成功後， 村上は水野に「こ の技 術 は 特許にならないかJと聞かれた が， 村 上

は「特許にはならないでしょ うJと答えた。

(c）音川八郎 の証言
帥”

当時， 勇払 工場研究試験係長だった， 音川八郎は次 のように語った。

1) あの頃は人網パノレプの盛んな時代だったので， 化学昆は亜硫酸パノレプの研究に熱心だっ
” 

た。 岡田元は「グラフトなんか化学屋 の仕事ではない」とい うような調子だ った。

2 )  当時， 国 策パノレ プでは， 人絹パJレ プが主で朱晒クラ フトパル プが従である， 旭川工場 が

会社 の基盤であり， しかも， 儲か っていた。それで， 再建 計画は勇払 が一本立ちして， 旭

川 の足を引 っ張らずに何とか喰 ってゆければそれでし、 L、， という位 の考え方だ った。

3) それ放に， 会社としては勇払 のL. BKPに社運を賭すというような気負 った所は全くな

か ったし， 金をか ける気もなか った。

4 ）広葉 樹は晒クラ フト法だから上質紙になる のである。広葉 樹は晒クラフト法によりそ の

利用法 が聞けたともいえる。

5 )  最初は三段都 白だ った ので晒パノレプ の色はよくなか った。 も と も と，N. BSPと 競合で

きる 白 さはなくてもよい， ということでス ター トし た が， いざ晒してみるとも っと白くと

いう要望 が出た。 それで 漂白段数を増やすこ とを考え， Cl2処理前 のパノレ プ ・ チェストを

pre-hypo 処理設備に転用してhypo, Cl2, NaOH, hypoとした。すると四段にな った ので

パルプ の色はよくなり， しかも 全 薬品 消費量 が滅少した。

6) L. BKPはなかなか 叩解されず， 最初 の頃は 叩解不足で「かさ」 のある紙 ができた。 つ

伺 村上勝重量：I剤取問主主， 1981。
帥 告川八郎によると， 1）白穫は紙に適しているので， オール自織でやれば一番よかった。 しかし， それ

程多〈白様を集荷することはできず， ピーク時でも自俸は35%位だった。 2）広葉樹は針葉樹に比較し
てmethoxly基（CHO.－）が多いので， 同じPラフト法で もPラフト法特有のメチルメルカブタン
(CHaSH）等の｝感兵は多かった。 これは好ましくない点だった。 3）当時， 叩解設備はピーターが主力

で， 更に， 妙、紙機の前に伊水度微調節用のジaノレダンがあった。しかし， これらは電力消費量が多く，
L.BKPに必要なwet beating 〈注側〉 に向かなかった。しかも， これはバッチ ・システムだった。た
またま， 1954年頃米国のE.D.ジ.. －γズ社から「ファイパーマスター」というヨニカルタイプのPフ
ァイナーの売り込みがあり， これをテスト 的に使用したところ具合がよかった。以後， 業界で何十年も
使用してきたピーターは次第にリファイナーに駆逐されて姿を消して行った。 これが叩解工程がパヲチ
より連続へと移行するキッカケとなったわけで あるが， 業界に唱寄与する所大であったといわれている
〈注持参照〉。

伺 繊維索化学の大家， 1951年より農林科学研究所長， 前東京工業猷験所長。
伺 西済：『製紙つれつれ箪』 （非売品〉， 昭和33年， 14ト141頁。
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ま り，L. BKPは従来の N. BSPに比較 してよ り多くの 叩解 動力を必要 と した。

7) L. BKP紙は それまでのN .BSP紙に比較し て「 こし」 が強く， 不透 明度があ り， イン

キの吸収性 がよいのでハイ ・ス ピード印刷に適 している。 これは L BKP 繊維本来 の性質

に由来する が， ハイ・スピード印刷に適 している ことはL. BKP紙の大 きなメ リットであ

った。

8 )  L. BKPは 繊維が短かい ので， 特に強 度を必要とする重包装紙には 向かなし、。 これには

やは り針葉 樹の クラフ トパル プが一番いい。 しか し， 一 般の 上質紙は 特に強 度を必要 と し

ない し， それに 繊維の短かい広葉 樹の方 がか えって地合い のいい紙 がで きるので， 針葉 樹

パルプよ りすぐれている 点も少なくなし、。

（ω 影佐拙郎の証言
量制

当時の国策パノレ プ旭川工場長・ 影佐拙郎は次 のように語った。

1〕 水野成 夫は実力 No.lで決定権 を 持っていた。 会社は水野〈リ ーダー〉一一南〈喜一，

労務〉一一加藤〈英夫， 経理〉のト リオが実権を握っていた。

2) 旭川工場で， オールL . UKP （広葉樹来晒クラフトパルプ，Laubholz Unbleached Kraft Pulp) 

の工場実験を した が， 紙 がうまくつな がらず失敗 した。 広葉 樹パノレプ の抄紙には それな り

の工夫が必要だった のである。

3) L. BKPは志村文三の仕 事である。

4 )  水野成 夫は技術には 全くの繁人だった が， 志村を信用 して その採用を 決めたのだろう。

5) 当時， 晒クラフト法はメルカ ブタン等が出て臭いので駄目だ， という考え方もあった。

6）敗戦まで， わ が国では製紙技術を化学的に研究 していなかった。 蔵前C東京高工〉出身

の機械屋 が大 きな顔を しすぎていて， 化 学屋 に 発 言権 がなかった のはよくないことだっ

た。 これ がわ が国で晒 グラフト法採用 がおくれた大 きな原因のーっと考えられる。

(4) ピヲグ・ エユースとはならず

L. BKP上質紙創製成功当時の紙・パルプ産業は戦後 の復興期であ り， また， 人網パJレプ の

時代でもあった。 つま り， 戦前 ・戦中の 旧式な技術 の時代だったのである。 そのためか， 勇払

工場7でわ が国最 初の晒 グラフ ト法によ りオール広葉 樹上質紙 創製に成功 した， という事突は大

部分の人々の 関心 の外にあったら しく， 開業 界全体のビッグ ・ニュ ース とはならなかった。 そ

の工業的意味をよく理解で きなかった人 も少なくなかった であろう。

倒影佐拙rusによると， 1）水聖子と簡は二人ともスケールの大きい人で実力はあったが， とても実業家とは
いえなかった。2）水野は頭のいい人で， 当時は小林中グループに属していて， 経済同友会の方で活寵し
ていた。国策パルプを財界活動の足場にして利用しているだけだった。3）当時は水野や繭のような人物
が活躍できる時代だった。4）志村は長年本社にばかり居たので現場を知らない人だった。しかし， 国策
パルプでは化学屋としては最高のポストの人だった。5）志村は歳前出身だったが化学屋だったので， 王
子製紙では冷や飯を喰わされていた。 それで国策パルプに来たのである（1938年7月， 注伺）。6）影佐
tt水野流のやり方にはついて行けない所があり， 水野にはいや気がきしていた。
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僅かに晒 クラフ ト法及び広葉 樹利用に 関心 のある人達 の注意を引いたに とどまっていたに過

ぎない。

恐ら くこ の時期に おいては， 近い将来 亜硫酸法及び人絹パ／レプが凋落 し， これに代って晒 ク

ラ フト法 の全盛時代 が到来することを予想 した人は 殆んど存 在しなかっただろう。 それどころ

か， L BKP法を開発 した国策パJレプ の当 事者達で さ えも， 自分連 が最 初に工業化 した同法 が

大発 展 して， 数年後にわ が国紙 ・パルプ産業に おける最重要 基本技術となることを明確に予想

は していなかっただろう。
国

当時， 晒 クラフト法人絹パノレプ製造を目的と した， 日本パノレプ 工業株式会社米子工場 の建設

に取 り組んでいた同社 の町田棋は， 男払 のオールL. BK P 上質紙創製 の知らせを聞いた時 の
帥

感想、を「 一言でい えば， 驚きであったJと範者に語った が， こんな所 が晒グラフト法及び広葉

樹利用に 関心を 持っていた人 の正直な感想だった のではないだろうか。 また， 町田は 100%

L. BKP の紙を「商品Jと して 初めてマーケットに出 した勇払 の功績は大きい」 と評価 してい
” 

た。

(5) L. BKP妓衡を公開

間 策パ／レプではL. BK P 上質紙創製成功 の半年後に， 先に 述べた『国 策通信』第10号「 勇払

再建 特集号」を出 してそ の技 術を 公開 した。 また， 同社では同業者－にも 工場見学をさせてそ の
” 

実 態を教 えた。

尤も， そ の技術は「勇払工場でオール広葉 樹による晒 クラ フト 上質紙 の製造に成功 した」 と

いう 事実 がわか り， そ の紙を 入手 すればどこ の会社でも容易に真似できるも のであった。故

に， これは秘密に しよう と しても秘密 が保てるも のではなかった。

(6) L. BKP上質紙All製成功の理由

男払工場に おけるL. BKP法工業化成功 の理由と して次 のことをあげる こ と ができょう。

1 )  GHQによる機 械返還指令 の撤回 が不可能 とわかった時に， 同 社 実 力 No. 1 の水野成

夫は工場 再建を決意 した。

2) 立地条件に適 した広葉 樹利用 の工場 再建 計画を考 えざるを得なかった。

3) 針葉 樹は集 めに くく， 広葉 樹を集荷 し易い道南 の地に 工場 があった。 しかも， そ の価

格， 孟， 集荷 し易 さ等すべて の タイミング がよかった。

4) これは 晒クラフト法突施に成功 し， それ がかな り普及 してからわかったことである が，

同法は製紙用 の広葉樹パノレプ化技術 と しては極 めてすぐれたも のであった。

伺 西済ロ述 ・米谷稔記述：『紙パ技 協稔』．第30巻，第 7号， 昭和5 1年， 345頁。
伺町田穣：関取調査， 1981。
助 古屋野清：関取調査， 1984。
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5) L. BKP法の研究そのものは， 研究室段階では既に戦時中にほぼ完了しており， 残すと

ころは工場実験のみという段階まで開発されていた。

6) 志村文三の再建「私案」が極めて適切であった。ただし，定点すがL.BKP法を充分に理
．＠ 

解していたとは考えられなし、。 「私案」着想の根拠はともかくとして，結果が非常によか

ったのである。

7）技術には全く無智な水野成夫が志村「私案」を信用して， 水 野 の責任において実施し

た。 つまり， 未知な問題が少な〈ないので， 殆んどすべての紙・パルプ業界のベテラン技

術者連が踏み切れなかったその工業化を思い切りよく実行した。水野が実力者であり，か

つ， 素人だったからこそできたのであろう。結果的には，水野の「カン」が当ったのであ

り， 水野の好判断ということができる。

8）社運を賭すほどの大工事ではなかったので， その工業化は比較的気楽にやることができ

た。

9 )  別々にではあるが， 国策パノレプでは既にクラフト法及び塩素漂白法を実施していた。 そ

れで， 両者の組み合わせである晒クラフト法工業化は容易であった。

10) それまでの蒸解釜（木釜〉， 薬液回収装置， 叩解機， 漂白装置， 抄紙機等は広葉樹に適

合するように， その操業条件を多少変更するだけで従来通り使用することができた。しか

も， それらは皆わが国で製造可能だった。 放に， L.BKP法はトップがその突施を決定し

さえすれば比較的容易に行なうことができた。

11）実施してみたら， 懸念していたよりもLBKPの抄紙性は好かった。 つまり， 水切れが

よく， その結果，抄紙スピードを出すことができた。

12) 時期的に紙のよく売れる時であり， 特にその品質にあまりうるさくない時代だった。

13) 最初のL.BKP上質紙の品質tま悪くなかった。 また， 当時の印刷機の性能向上 によるス

ピード・ アップにはN.BSPの紙は「こし」が弱く， 「こしJの強いL.BKPの紙の方が

適していた。

ω広葉樹は針葉樹に比較してはるかに安価であった。 表－ 5に当時の両者の価格を示手。
輔

パノレプ・ コストの30～4 5% （地域により大差ありは原木代である。 それがこのように安い

ということはLBKP上質紙の「商品Jとしての最大のメリットであった。その上，広葉
” 

樹は針葉樹よりも容積重， 即ち比重が大きい（表ー6）ので， 一釜当りの収率が大である

ことも長所であった。

以上のLBKP法成功の理由のうち， 第｝の理由は， 同法が製紙用パノレプ製造法としては

極めてすぐれた方法であったことであり． 第二の理由は， 水野成夫が同法採用を決定し， 実施

。申注（6）の22～23頁。
伺 ダイヤモンド社編：r紙・ パルプ』， ダイヤモγド産業金書（6）， 昭和36年， 25頁。
伺 右四信彦：「木材パルプ』， 朝倉書店， 昭和30年， 18頁。
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表－5 勇払工場パルプ材工場払出原価茨（昭和27年4月～6月〉

材 種 松・ 雑” プナ 計

払出盆 2, 282. 22 19, 727. 05 391. 27 22,400.54 
（単価 1,793.70 780.79 l, 101. 05 889.59 

木代金 金額 4,093,620.52 15, 402, 'i!!77. 61 430, 810.18 19,927,308.31 

（単価 185.35 204.01 195.15 201. 95 
総掛� 金額 423,019.89 4,024,470.38 76,359.24 4,523,849.51 

構内土棚（諒 214.29 165.69 178. 90 170.87 
489,060.57 3, 268, 531. 52 70, 001.12 3,827,593.21 

（単金額価
2,193.34 l, 150. 49 1,475.10 1, 262. 41 

計 5,005,700.98 22,695,879.51 577,170.54 28, 278, 751. 03 
本 且ゾマツ・トドマツ

柿 ヅナ以外の広葉樹 表－6 主要木材の比重
単位：との裁には，単位は明記してないが， 当時木代金はエゾマツ・トドマツ
が石当り約1,800円， プナ以外の広灘樹が約800円， プナが約1.100同位であっ
たことから，単位はわかる筈である• t!Pち，数字の下から3桁自が， 払出量で

は右，金額では円である．

したことである。

広葉樹パノレプ化成功の理由は， 一言でいえば， 極めてすぐれた

晒クラフト法を実施したということである。

同法が極めてすぐれたパルプ化法であることは， 事前には誰も

樹種 気乾比重
エゾマツ 0.35～0.50 
トドマツ 0.35～0.45 
アカマツ 0.45～0.55 
クロマツ 0.45～0.55 
プナ 0.50～0.70 
カパ 0.55～0.70 
ドロノキ 0.35～0.45 

が予想し得なかったのであるが， この事実が認識されたのは勇払工場に次いで， 同法が日本パ
” 

ルプ米子主審及び苫小牧製紙春日井工場で実施され， それぞれの操業が軌道に乗り， その実績

が広く知られてからである。 ただし， 米子工場及び春日井工場の晒クラフト法採用の狙いはオ
制凶

ールL.BKP上質紙製造ではなかった。

当然のことであるが， 晒クラフト法が工業的に成功したので堀尾らの研究者としての先見性

は広く認められた。

4. 晒クラフト法

(1) 晒クラフトパルプの特徴

表－2に示すように， 19 52年2月中旬に国策パルプ訪払工場において日本で初めて BKP

〈晒クラフト パルプ， こ の場合は針務樹 7と広築樹 3 の混合物〉が製造されて以来 ， わが国紙 ・ パル

プ産業ではこの新らしい製紙原料が急速に， か つ大量に生産されるようになった。

このパルプはそれまで長い間紙・パルプ業界において重要視され て い たN. BSP （針葉樹栖
亜硫酸パJレプ〉とはその性質が非常に異なるのである。 以下， 両者の性質及びそれが生ずる原因

制 痢尾らの特許による晒クラフト法人絹パルプ製造を目的として建設され， 1952年録業開始。ただし
人絹パJレプは予想外に｛申びなかったので， 後に製紙パルプ製造に切り替えられた。現王子製紙。

伺 製紙用パルプ（針葉樹：広葉樹＝50: 50）製造を目的として1953年操業開始。 現王子製紙。
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表ー 7 針葉樹及び広葉樹晒 ク ラ フ トパルプの化学分析値並ひ・にその紙の強度的佐賀

特 性 値 l イじ 9守M」ー 分 析 値 紙の強度的性質 （40。SR)

パ ル プ
総%m ベγトザγ 粘皮 白色皮

� % 税長 カ比 比引裂度 耐折皮

;;r�公昭ク ラ フ トバルブ 0.05 9.5 4.9 86. 7 7. 2 5.8 105 2100 

プナ晒 ク ラ フ トパルプ 0.13 20. 8  4.8 86.7 6.9 4.9 84 700 
苛4公晒亙硫敵パルプ 0.30 4.5 6.7 88. 1 3.5 1 .  8 93 l叙）（）
γイ晒亙硫酸パルプ 0.51 5.1 5.5 88. 6 2.1 1.6 60 15 

に つ い てそ の大要を 述べよ ろ。 尚， BK P の一 般的性 質 は針葉 樹 （Nadelholz, N）でも広葉 樹

(Laubholz, L）でも 基本 的にはほぼ同 じである 。
同

さて， 表ー7を みてす ぐ気のつく ことは次 の二点である。 第一 点は BK Pは BS P (Bleached 
Sulphite Pulp， 晒亙ilft主パ ルプ〉 に比 較し てベ ント ザンの1立 が非常に 多 いこ と で あ る 。 特に

L . BK Pでは これ が著るしい。 第二点は， 粘度によっ て 表わされる 繊維棄の崩援がほぼ同 程度

であ っ ても， それを紙に した 時 BK P紙 の強 度は BSP紙 のそれよ りもす ぐれ ている。
” 

以上の二点に つい ての主原因は 両パル プの蒸解法にあるとい われ ている 。

即 ち， ク ラフ ト蒸解では 繊維紫及び へ ミ セル ロ ースに対する ア ルカ リ の作用は ゆるやかであ

る が， 亜硫酸蒸解ではそれらに 対する 融加水 分解 作用は きびしい。 従っ て， クラ フトパ ル プは

もと の木材繊維の形態が極めて健全に 保たれ ている のに 反し， 亜硫酸パノレ プは 木材繊維の至る

所 が殴加水 分解 作用により 傷められ て クラ γ クを生 じており， 感しい 脆弱箇所を 持っ ている 。

BK Pの繊維は 叩解 工程におい て容 易に切断 され ず， 叩解 動力を 多く 消費するのに反 し， BS P

の繊維は 向工程にお いて切断 され 易いこと の根本 的な理 由はこ の諒解 作用の相違に 原因する 。

また， 紙 がで きる時 の各木 材繊維の穆着性に重 大な影響を 持つ のは ベ ソト ザンである が， こ

のベγト ザ ゾは クラ フト蒸解 のよ ろ な アル カ リ性 燕解では 除去され 態いが， 酸加水分解 が強 く

起る 亜硫酸燕解 では 極めて容 易にそ の大 量が 失なわれる。 BK Pに 多量のベント ザ ンが含まれ

て いる のはこ のた めであり， 特に L. BK Pにそれ が著る しいのは広葉樹中 のベγト ザン の多く

がパ ル プ中に 残るから である。

こ のよ うにパJレプの性質はそ の燕解法 が クラ フト法か 亜硫酸法かによっ て基本 的に決 ま っ て

し ま う のである。

最後に紙 の強 度に つ いてである が， これは 単 繊 維 の強 度とそ の形態及び 腰着性 物質 含有量

の三要 紫によっ て機成される。 これ まで の説明からわかるよ うに， これらの要 素 に つい ても

BK Pの方 が BS Pよりもはるかにす ぐれ ている。 放に， BK Pの これら のす ぐれ た性質 を 巧 み

に 利用すればよい紙 が出来る のは当然である。

伺 日本パルプ工業会社 ： r紙及パルプ』， 第 5 巻， 第12号， 昭和29，年， 581～5白頁。
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(2) L. BKP上質紙創製成功の・6・

長い 間， 上質紙 の原料 と しては 酸性 燕解法による N.BSP しかなか った が， 1 9 52 年に新たに

アルカ リ性 燕解法によるL.BKP が出 現した。 そ の結果， 紙・パルプ産業は 次の如き決定的な

影響を 受けた のである。

1) 紙 ・パノレプ業界全 体で長 年アプ りオ リに信 じられ ていた「広葉樹から強い 紙 は できな

い」とい う 考え 方は 打ち 破られた。

2) 白樺のみならず， 大部分 の未利用 低質広葉樹，樹 脂材及び 屑材の本格的 利用 の道を切 り

拓いた ので， わ が聞のパJレプ 材基盤は 諮る しく 鉱大 した。 また， そ の後の「 燃料革命」に

よ り 不要となった， それま での薪炭用 雑木をパノレプ 材に ふ り 向けるこ とを可能に し， 更

に， 輸入チyプ の利用も可能に した。

3) 晒クラ フ ト法採用 と広葉樹 利用 の ワン ・ セ ットは， 戦後のわ が閣に おけるパルプ原料開

題を解決 しただ けでなく， 高度成長期 の紙 ・パルプ産業発 展を可能なら しめた技術的基盤

を 提供した。

4 )  勿論， わが国に おける晒クラフ ト法 のそ の後の大発 展には， 連続燕解釜及び 高生産性機

械装 置の噂入， 計装化， 二 酸化塩素漂白法 等の新技術採用に 負 う 所が大であるこ とはい う

ま でもない が， 晒クラ フ ト法はこれら の新技術を受け入れる のに適 したも のであ った。

5 )  晒クラフ ト法は 蒸解 廃液を 処理して ナ ト リ ウ ム回収する，と同時に， 廃液中に 溶解 して

いる 有機 物のエネル ギーを 回収 して利用する。 放に， 同法はパノレプ 廃液公害の面からも エ

ネル ギー ・ コスト の面からも， 亜硫酸法よ りもはるかにすぐれ ている。 後に， 亜硫酸法 の

大部分 が晒 グラフ ト法 に おき 替えられた ので， わ が国 のパル プ廃液公害ば激減した。 ま

た， 石油 シ ョ ック 以 後は エネル ギー ・ コス ト の面に おい ても晒クラ フ ト法は益々そ の長 所

を発 揮 している。

6) メノレカ ブタ ン等のクラフ ト法 特有の恋兵が問題化 した 。 しか し， 現在は ガスそ のも のを

キルンやボイラー で燃やすこ とによ り ， こ の問題はかな り 解決 している。

(3） 水野成夫の功績

現時 点で考えると， パルプ化技術をN. BS P法 よ り LBKP法 へ切 り 替えた こ と は わ が 国

紙・パルプ産業に おい て画期的な大 転換だった の である。 しかも， こ の大 転換の キ ッカ ケは技

術に全く 素 人の水野成 夫によ り 行なわれた が． これは 水野 の大きな功績ある， と 筆者は 評価し

ている 。

これま で約30 年以 上の問， こ の事 実は 間接界に おい て殆んど認められ ていなかった が， こ の

件はわ が国紙・パルプ技術 史上に おい て正当に 評価すべき である。

尚， 以 上の事実は， 技術 の転換期に おい て， 旧式な技術 のベテラン よ りも， 全く の 素 人か，

或るいはそれにあま りこだ わらない 人の方が， か えっ て思い切 った 方向 転換が可能 である， と
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い うことの好例である と いえよ う。

5. 広葉樹晒ク ラ フ ト 上質紙創製の技術史的意義

国 策パ／レ プ勇払工場において， わが国 最初のL .BKP 法が実施 さ れ， 同法がど この 工場 でも

容 易に 採用可能な すぐ れた技術 である ことが実 証された。

結果的に は， 1955年 頃以後， わが国紙 ・ パル プ産業において晒 クラ フ ト法が広 く 採用 さ れ，

広葉樹が本 格的に 利用 さ れる よ うになった。 そ して， こ れがわが国の 同産業 に 構造的変化をも
” 

たら し 更に， この 変化が 外国の 関連産業にも大きな影響を 及ぼ し ょ
つま り， 国 策パノレプ勇払工場にお ける L.B KP上質紙 創製成功は， 単に同工場 再建の 決め 手

とな った だけでな く， わが国の紙 ・ パル プ産業にその 後に 採用すべき技術の 方向を 示 し しか

も，そ れが 内外に大きな 影響を 与えたの である 。

6. 結 論

国 策ノ勺レ プ勇払工場にお ける， わが国 最初の広 葉樹晒 グラ フ ト法技術開 発の 経緯を 述べ， そ

の技術史的意義を考 察 した 。

〔付記〕 本研究は昭和60, 61年度科学研究費補助金 一般研究（C） 課題番号60580086 「本邦化学パル

プ技術開発史の研究」 の一部である。 補助金の う ち よ り 調査費用を支出した。 記 して謝意を表する。 ま

た， 関取調査或る いは デ ィ ス カ ッ シ 翠 ンに応 じて下さいま した故吉利透， 故村上勝義， 音川八郎， 大門

徽， 中静敬三， 影佐拙郎， 稲田祐作， 三井昭三， 脇神明央， 三海静夫， 小玉貞男， 浅野発， 尾間忠勝， 故

西済， 故片山知又， 町田穣， 古屋野清， 小林学， 故佐藤致和， 浜岡透氏らにお礼を申し上げます。 更に，

勇払工場見学及び調査の使をはかつて頂きま した伊藤長， 藤井昌明， 糸永�美氏 らにも感謝致します。

Technical Developments of Papermaking from Hardwoods (II) 

-First Manufacture of B leached Kraft P aper from Hardwoods at 

Yiifutsu Mill, Kokusaku Pulp Industry Co., Ltd. 一一一

by 

Sadashi HOSHINO 

(Tokyo Institute of Technology) 

On the basis of some unpublished and published documents and of evidences given 

by some witneses, the fact is presented that Yufutsu Mill was a pioneer of bleached 

Kraft paper in Japan. 
In 1 948, according to the instructions of GHQ, almost all machineries and equipment 

at the mill were dismantled to return them to China. It was the reason why they had 

制 鈴木尚夫編 ： 現代 日 本産業発達史 )JI F紙 ・ パ ルプ』， 昭和42年， 353頁。
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illegally been transfered from Kwangtung (China) to Yufutsu (Hokkaido) under the 

compulsion of the Japan Army with a plot to construct the mill during the World War 

II. 

After returning them to China, Shigeo Mizuno, the man of influence in the company, 
determined to reconstruct the mill and to adopt a new bleached Kraft process utilizing 

hardwoods. Then hardwoods were much obtained in the Dδnan district where the mill 

was located and it was still an advantage that they are easily cooked and bleached by 

the process. But the process had never been applied in an industrial scale at that time, 

hence the sheet forming operation with the hardwood pulp was not carried out in any 

other mills. 

In 1952, a manufacture of pure paper from hardwood Kraft pulp was sucessfully 

realized at the mill and this was the first manufacture of pure paper from the hardwood 

pulp in Japan and perhaps in the world. 

The qualities of the paper were fairly good. And moreover, it wぉ cheaper than 

usual sulphite papers from softwoods, because the costs of hardwoods were nearly one half 

of those of softwoods. 

During several y伺rs after that time, many bleached Kraft mills were successively 

constructed in Japan with a view to utilize hardwoods as pulpwoods instead of soft 

woods, and so the sulphite process utilizing softwoods was replaced with the bleached 

Kraft process using hardwoods. This resulted in the structural change of the Japanese 

pulp and paper industry. 
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