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1. はじめに

現在わが国において，広薬品（澗葉樹〉は針葉樹以上に消費量の多いノ勺レプ材であ r，広葉樹

利用とそのノ勺レプ化に適した晒クラフト法の採用とは，現在の 日本製紙産業成立基盤のうちの

一つである， とさえいえよう。

しかし戦前における主要ノ勺レプ化技術は亜硫酸法及び砕木法であり， この両法に適するパ

ルプ材が針葉樹だったのである。換言すれば，戦前のわが国紙 ・パノレプ産業は亜硫酸法，砕木

法及び針葉樹をひとまと めにした， パルプ化技術体系を成立基盤のーっとしていた， ともいう

ことヵ：て、きょう。

それで，パノレプ材としては針葉樹だけを考えればよく，特に広葉樹利用を考慮する必要はな

* 1985年10月11日受理，製紙技術，様太林政改革，パノレプ国策時代，晒クラフト法，広葉樹パノレプ，本

稿の一部は日本産業技術史学会第l四年会（1985年5月11日，大阪〉において報告したものである。

＊＊東京工業大学工学部化学工学科

(1）戦前は「潤葉樹」及び「閥葉樹」が用いられていたが，現在は「広葉樹」が用いられている。本報で

は一般的な記述は「広葉樹」とし，文献より の引用文は原報通りの「澗葉樹」とした。

(2) パノレプ材消費に占める広葉樹材の割合，1984年度 52. 2%, 日本製紙連合会 「紙 ・パノレプ』 「紙 ・

パノレプ産業の現状J, 1985特集号， 3頁。

(3) l随グラフト法（BleachedKraft Process）は BKP法ともいう。 クラフト法は KP法，硫酸塩法

(Sulphate Process）ともし、う。亜硫酸法（SulphiteProcess）は SP法，砕木法（GroundWood 

Process）は GP法ともいう。
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技術と文明 2巻2号制

からたのである。

また，試みに両法により広葉樹をパノレプ化しでも，それまでの針葉樹以上のメリットは全く

なしそれで戦前においては広葉樹のごく少量が補助原料（混合用〉又は人絹パノレプ〈赤松 ・プ

ナ混合〉に用いられていたに過ぎない。

このようなわけで，戦前までは殆んどすべての紙 ・パルプ関係者は「紙は針葉樹からつくら

れる」と考えていた。

筆者は， 「広葉樹からでも紙ができる」という考え方の成立過程は，或る意味では，晒クラ

フト法の優秀性を理解する過程であったともいえる， と解釈している。

この晒クラフト法の採用は，戦後のわが国紙 ・パノレプ産業に次の如き決定的な影響を及した

のである。

1) 針葉樹（樹脂材も含む〉はいうまでもな く，殆んどすべての広葉樹及び屑材の利用が可能

となり，パノレプ材の範囲が著る しく拡大した。

2) 亜硫酸法が全面的に晒クラフト法に置き替えられたので，パノレプ廃液公害が激減した。

即ち， 「広葉樹からでも紙ができる」とし、う考え方の工業的実施は，植民地喪失による戦後

のパノレプ材枯渇問題を解決しただけで、なく，パノレプ廃液公害問題の改善にも大きな効果をもた

らしたのである。

本報においては， パルプ材として広葉樹を考える必要のなかった雰囲気のうちから，どのよ

うにして「広葉樹からでも紙ができる」とし、う考え方が生まれるに至ったか， とし、う経緯を，
の~.はる

主 として主子製紙・ 奥野信治の未発表データを中心に具体的に述べてみたい。

尚，本報は「奥野信治文書」にその多くを依存しているが， この「文書」は大よそ次のよう

なものである。

1) 奥野ノ勺レプ紙研究所々蔵（東京都北区志茂3丁目16の5，所長 ・奥野隆資〉。

2) 大部分は故奥野信治が1930年より終戦頃までに王子製紙野田工場（樺太〉及び岡本社工

務部研究所で行った研究の報告で、あり，いわゆる「こんにゃく版」である。

3) 資料的価値 奥野は1931, 32年頃より，同社の実力者 ・高島菊次郎専務〈後に副社長，社

長〉に認められ， 高島が樺太，満洲，内地等にノ勺レプ工場を設立する際に技術面の相談に

あづかった人で、ある。奥野は高島の信頼極めて厚く ，高島の個人的な技術顧問みたいだっ

た， といわれている。

それで， 「奥野信治文書」は単なるありきたりの研究報告ではなく，独占企業 ・王子製紙の

全盛期におけるパルプ技術の一端を知ることのできる貴重な資料である， と筆者は評価してい

る。

(4）横田善行 ・星野定司：『紙のはなしJI，技報堂出版， 1985, 35頁。
(5）星野定司：『科学史研究』，第EWl，第20巻，（No.140), 1981年冬， 193頁。
(6) 尾間忠勝・関取調査， 1978。
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2.パルプ材は針葉樹

(1〕 針葉樹がパルプ材基盤

そもそも，亜硫酸法及び砕木法を主要パルプ化技術とする紙 ・パノレプ産業は北欧の針葉樹，

すなわち spruce及び五r等をノ勺レプ材基盤と して成立したのである。 1889c本邦亜硫酸パノレア。
製造開始，尚，翌90年には砕木ノミノレフ・製造開始〉年以来，わが国紙 ・パノレプ産業はこの技術体系をそ

のまま導入して，モミ ・ツガ （内地〉，エソ。マツ ・トドマツ（北海道，樺太〉，赤松 ・黒松（内地〉

等の針葉樹をパルプ材とし，化学ノξノレプは亜硫酸法，機械パノレプは砕木法により生産して発展

した。そして， この両法がノ勺レプ化技術の二本の柱だったので、ある。

(2) パルプ材とならぬ広葉樹

主要ノ勺レプ化技術である亜硫酸法及び砕木法に適合するパノレプ材は針葉樹，特にエゾマツ ・

トドマツであった。それで、大きなノ勺レプ工場はそれ等の大量にある北海道，樺太，特に後者に

建設され，また内地の小さな工場も主として樺太材を移入して操業していた。そして，このエ

ゾマツ ・トドマツ蓄積量が充分にあり，その供給が不足なく行なわれているうちは広葉樹利用

など考える必要は全くなかったので、ある。

しかしエゾマツ ・トドマツの大量伐採によりその蓄積量に限界が見え，それによるパルプ

材長期安定供給の見通しに不安を感ずるようになった。

それで初めて， これに代るパノレプ資源開発に本格的に取り組み始めたので－ある。

一般に，広く存在する植物繊維をノ勺レプ原料と して利用する場合，その生産量，価格，パノレ

プ化の難易，パノレプの性質，集荷性，貯蔵性等大量生産に適する工業原料であるか否か，を考

慮せねばならぬ。

表－1に示す如しわが国では広葉樹は針葉樹とほぼ同量存在する。故に，これをノ勺レプ材

として利用できれば好都合であることは当事者，特にパノレプ材供給を任務とする製紙会社の山

林技術者ならば誰でも容易に気の付くことである。

しかし針葉樹の代りに広葉樹を使用しようとしても，それまでのやり方ではうまくゆかな

かったのである。その理由はほぼ次の如きものである。

1) 広葉樹は種類が多く，かつ純林として得にくい（プナは例外的に純林として得られる〉。

2) 樹種によりパノレプ化に難易があり，ノ勺レプの性質も異なる。

3) 河川利用の運搬が不可能なものもある。

4) 針葉樹からつくられた紙と同程度の強度の紙はできない。

(7）星野定司：『科学史研究』，第E期，第23巻， (No. 149), 1984年春， 28～30頁。
(8) 高橋晋吾 ：『紙ノミ技協誌』，第9巻，第56号，昭和30年，5頁。
(9) 右田伸彦 ・米沢保正 ・近藤民雄編 ．『木材化学』 下，共立出版，昭和51年，106～109頁。
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つまり，広葉樹は当時のノ勺レフ。化技術及び、パノレ 表ー1 日本の森林資源

プ材供給制度の下では工業原料になり得なかった

のである。

(3) 紙・パルプ業界の常識

表－2に示す如く ，針葉樹の平均繊維長は広葉樹

のそれの約2倍以上乃至3倍である。しかし，これ

は木材の平均繊維長であって紙のそれではない。

立木蓄積

針葉樹

広葉樹

木材生産量

針葉樹

広葉樹

昭（1和93~4年年〉

90 億石

46 ，， 

44 ，， 

200 百万石

100 ，， 

100 ，， 

昭（1和95~8年年〉

61 億石

29 ，， 

32 ／／ 

251 百万石

141 ，， 

110 ，， 

木材繊維は，特に針葉樹のそれは蒸解 ・漂白 ・

叩解等の工程中に化学的及び機械的作用を受けて

切断され，最終製品である紙の平均繊維長は木材

のものよりもはるかに短かくなる。

表 2 平均繊維長

けれども，かかる事実を知っている人はごく少

なく， 「広葉樹の繊維は短かい」という事実と亜

硫酸法及び砕木法により 「それから弱L、紙しかで

きなし、」とし、う経験とが短絡的に結びついて，

種 類

針葉樹，赤松

グ エゾ ・トド

広葉樹，ブナ

// ' ツナ

”＇ 1Jメ

紙，印刷紙（針葉樹パノレプ〕

h 摸造紙（針葉樹パノレプ）

平均繊維
長（mm)

3. 0 

3.0 

l. 0 

l. 2 

l. 3 

0.6～0.8 

0.7～o. 9 

「広葉樹は繊維が短かいので強い紙はできなし、」という，俗耳に入りやすい考え方が生まれ，

これが何ら疑問を持たれることなく紙 ・パルプ業界全体に定着したのである。

(4) 漂白不能のクラフトパルプ

わが国へのクラフト法導入は，亜硫酸法及び砕木法よりも約35年もおくれ，1925年に樺太の

富土製紙落合工場で操業を開始した。この方法により得られるクラフトパノレプはその名（Kraft)

の通り 「強し、」（kraftig,strong）という点に特色があったが，漂白不能という大きな欠点もあっ

た。それで，クラフト紙は白いことを必要とせず，特に強度の要求される重包装紙，例えばセ

メント袋のような，ごく狭い特殊な分野にその用途が限定されていた。それで，その生産量も

亜硫酸ノ勺レフ。及び砕木ノ勺レプに比較してはるかに少なく， クラフト法はわが国紙 ・パノレプ技術

の主流とはなり得ず，放に，これにまともに取り組む人も少なかった。勿論，同法のパノレプ材

も針葉樹であり，広葉樹を用いようとL、う考え方は初めから存在しなかった。

3.未利用資源利用研究

(1) 塩素漂白法

帥志村文三： 『国策通信』，第10号，特集，国策パノレプ工業，昭和27年， 1頁。
帥 東洋経済新報社編纂 『昭和産業史』第2巻，昭和25年， 269頁， 1930～1945年におけるクラフトパ

ノレプ生産量は日本の全パノレフ。生産量の4.5～7.0%。

40 



広葉樹製紙技術開発の経緯（ I ) （星野）

とまりおる 02 

1931年， 東京工業試験所の児玉清助は樺太工業泊居工場において， 二段塩素漂白法（Ch,

Na-hypochlorite + NaOH）により，わが国で、初めて人絹ノ勺レフ。試製に成功した。これをキッカケ

としてわが国でも人網ノ勺レプ国産化が開始され， 1935年頃には 三段塩素漂白法（Cl2,NaOI-I, 

hypochlorite）が確立し更に三段より多段へ，例えば Cl2,NaOH, Cl2, （又は hypochlorite),

NaOH, hypochloriteとし、う考え方も生まれた。

この塩素漂白法は繊維をなるべく傷めないで，木材繊維中のリグニン及びその他の不純物を

除去することを目的として開発されたものである。この方法はわが国でも人絹ノ勺レプ工業の成

立と共に広く普及し後述のように， クラフト法と結合して晒クラフト法となり，これが「広

葉樹からでも紙ができる」ことを可能ならしめたのである。

(2) 樺太林政改革

1932年 5月3日，樺太庁長官 ・岸本正雄はいわゆる樺太林政改革を声明した。これは辺境の

地・樺太で行なわれたロ ーカルな改革であったためか，一般には殆んど知られていないが，少

なくともわが国紙 ・パルフ。産業への影響は極めて大きかったのである。

大正後期以後，樺太のエソ。マツ・トドマツは向島で多く消費される他，内地へも大量に移出

されていた。それで，そのまま推移すれば向島の森林資源は遠からず枯渇し，延いてはそれに

基盤をおく樺太経営そのものが危うくなるのではないか， と考えられるに至った。そこで，

「樺太の森林資源は樺太のために利用する」という原則の下に，エゾマツ ・トドマツの内地及

び外国への移輸出を統制して大巾に制限し，かつ大手紙・ パルプ企業の特権であり，最も弊害

の多かった年期売払制度を廃止した。ただしそれまでの契約はその期限が切れるまでは有効

であった。

故に，従来，専ら樺太のエソホマツ ・トドマツにパルプ材の多くを依存していた紙 ・パノレプ産

業は，特に林政改革声明の翌年に三社合併して独占体制を確立した王子製紙は，内地ノ勺レプ工

場用の原料確保のために，未利用資源の利用開発に積極的に乗り出した。

(3) 広葉樹利用研究の濫鱗

林政改革をキッカケとして，樺太の王子製紙野田工場 ・奥野信治は向島にある広葉樹に着

同試製当時は「塩素化及次亜塩素酸曹達法」といっていた。 （「児玉清助文書」， (13）の29頁）o

~~星野定司 ： 『科学史研究』，第 H期，第20巻，（No. 137), 1981年春， 27～35頁。
~~ 奥野信治：“人絹パノレプノ製造ト其品質”，試験報告第858号，野田工場，昭和8年4月25日， l～63 

頁。
帥萩野敏雄 『北洋材経済史論』，林！Jfi’共済会，昭和32年， 210～215頁。
M 同の24頁。例えば1932～1937年の 6年間における全日本のパノレフ。材使用量中に占める樺太材の割合は
77%。

肋奥野信治 “潤葉樹ヨリ人絹用及製紙用 SPノ製造原木対策トシテi関葉樹ノ利用ト殖林問題ニ就テヘ
試験報告第1536号，野田工場，昭和9年11月5日， 1～25頁。
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目し そのパノレプ化研究を開始した。 しかし もともと樺太産広葉樹の蓄積量は僅かであ り

〈約8,000石〕， その上純林 としては得にくいので工業原料と してはたかが知れていた。放に，

その研究自身に余り意味があるわけではない。けれども， 広葉樹をノ勺レプ材 として利用 しよ

う，とし、う考え方そのものには一般性があり，その研究の狙いは非常によかったので－ある。

勿論，当時のこと放，その実験の主体は亜硫酸法によるものであったが，それでも同時に僅

かではあるが，クラフト法による実験も行った。これは後になってみると，非常にオリジナリ

ティのある実験だったのである。

けれども，当時の奥野は「クラフトノ特長ノ、パルプ歩留多ク蒸煮時間短ク木釜ノ設備ノ割合
国

ニ生産量多ク強靭ニテ原価ノ低廉ナルニアノレモ之ヲ仔細ニ吟味スノレ時重大ナノレ欠点ヲ有」 し，

且つ 「澗葉樹ハ繊維短小ニシテクラフトパルプニ不適当」と考えていた。それで，広葉樹ク ラ

フト蒸解は落合工場の木釜で針葉樹と一緒に寵煮を しただけであった。つまり，広葉樹に適し

た蒸解条件を見つけて，その最適条件でやるべきであるのに，現場の針葉樹蒸解条件をそのま

ま広葉樹に用いたのである。故に， せっか く のノ勺レプ化実験も過蒸解になってしま い，~~＼，、パ

ノレプしか得られなかった。それで，何ら新ら しい知見を得る ことが出来ず，それまでの「潤葉

樹ハクラフトパノレプニ不適当」という，根拠のない先入観を再確認するだけの結果に終ってし

まった。

このように奥野は， 「広葉樹クラフト蒸解」 という，その約20～30年後にわが国で、大発展し

たテーマに誰よりも早く手をつけながら，あっさり見送ってしまったのである。

しかし，奥野の広葉樹ノ勺レプ化研究は王子製紙本社の注目するところとなり，後述のブナ人
間 国

絹パノレフ。製造へと発展しわが国の広葉樹ノ勺レプ化技術開発に大きな影響を与えた。

(4) 未利用資源利用研究

わが国では，1933年の王子 ・富士 ・樺工の三社合併以後，未利用植物資源のノ勺レプ化研究が

盛んに行なわれるようになった。ただし， これは既成の亜硫酸法及び砕木法よりなる技術体系

を基本的には変えないという枠組の中で，両法に適合する未利用資源を見出そうというもので

あった。 この研究は更にその数年後の， いわゆる「パルフ。国策時代」になると一層活気をお

び， この時期にわが国のパノレプ化及び漂白 ・精製技術のレベルは非常に向上した。

このような流れのうちに，王子製紙及び北越製紙において1935年に，内地赤松 ・黒松のパノレ

同星野定司 『林業経済』， No.389, 1981, 15～24頁。
帥帥の12頁， Mの19真。
帥奥野信治 “歩留二割増加ノ新蒸煮法 クラフトヨリ強靭高歩留ノ強 SP蒸煮法”，試験報告第1176

号，パノレプ蒸煮研究第1報，野田工場，昭和9年1月26日， 9頁。
帥財団法人日本経営史研究所編 ：『製紙業の百年』，王子製紙 ・十条製紙 ・本州製紙，昭和48年，208頁。
伺東北パノレフ．株式会社 ー『社史』，昭和27年， l～226頁。

1 伺 日本化学会 ・「化学と工業』，第8巻，第5号， 1955, 10～11頁。
帥（7）の29～30頁。
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~. ~G ，問。 E司令官旬

プ化可能であることが見出され，その l, 2年後よりそれらが工業的に使用され始めた。そ し

て，その後20年以上に亘って赤松 ・黒松はわが国の主要ノ勺レプ材として用いられた。

また，広葉樹であるブナの人絹ノξノレフ。製造もこの流れのうちにおいて研究 開発さ京もの

である。

このように，既成技術で利用可能な赤松 ・黒松及びブナ等が先ず利用され，それでは取り扱

えない一般的な広葉樹（低質広葉樹も含む〉 とか樹脂材の利用は，技術体系自身の変革を必要と

したため容易で、はなしその利用実施は戦後の1952年以後に持ち越されたのである。

4. 晒 クラ フト 法

製紙用ノ勺レプの場合，亜硫酸法に適用できるパノレプ材は主として針葉樹，それも樹脂材でな

いものに限定されていて，その適用範囲はごく狭い。これに反しクラフト法は殆んどすべて

の針葉樹及び広葉樹に適用され，その範囲は極めて広く，一言でいえば，同法は「何でも煮え

る」方法である。

また， 前述のようにクラフトパルプは強靭ではあるが，漂白不能であり，これが同ノ勺レプの

大きな欠点と考えられていた。 しかしこれは亜硫酸ノ勺レプの場合と同様な，晒粉による漂白

方法て、は晒せない， とし、う意味であったのであるが， この意味をよく理解している人は殆んど

居なかった。
帥

一方，外国では，昭和初期から塩素を利用する多段漂白法が開発され，これによりそれまで

漂白不能とみなされていたクラフトパノレプも漂白可能である， とL、う研究が報告された。

この塩素漂白法は，わが国でも外国でも，人絹ノ勺レプ製造に適用され，1935年頃には広く普

及していた。

それで，わが国で、も少数ではあるが同法によるクラフトパノレプの漂白に着目する人が出現し
G3 

始めた。しかし，当時わが国紙 ・パノレプ産業では研究者数はごく少なし業界としてパノレプ化

及び漂白技術を根本的に考え直してみよう，という雰閤気ではなかった。

このようなわけで， 晒クラフト法に早くから着目したのは主と してクラフト法を最初に導
n-0 

入 ・実施した富士製紙落合工場系の人達で、あった。 し か し 彼等は三社合併以後の王子製紙で、

帥星野定可 ．『林業経済.！， No. 371, 1979, 20～31頁。
帥星野定司：『林業経済』， No.373, 1979, 8～21頁。
制星野定司 ：「林業経済』， No.391, 1981, 6～8頁。
帥（7）の28～39頁。
脚内山誠一 ・岡田部王．「繊維素工業J，第11巻，第10号，昭和10年， 278～280頁0

(le) L. Rys f Paper Trade Journal』，January3, 1929, pp. 65～72. 

(ll) Otto Kress and Roy L. Davis：『PaperTrade Journal』， March17, 1932, pp. 34～40., Goe 

A. Richter: ibid., November 7, 1935, pp. 36～40., John D. Ru巴： ibid.,October 31, 1935, pp. 87～90. 

伺奥野信治 ：“欧米金鮪ノξノレプ。工場視察報告”，研究所，昭和13年3月間，日3頁0

(3~ 帥の57頁。
制西済 ．『製紙つれつれ草』（非売Ji:，），昭和33年，142～145頁。この中で内地赤松の研究開始を昭和8

～9年頃としているが昭和10年の誤りである，（7）の30～31頁。
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はいわゆる傍系として発言力は弱かった。このことも王子製紙，つまり日本の紙 ・パルプ業界

において，晒クラフト法が正当に評価されなかった理由の一つであろう。
国

1935年，王子製紙野田工場の奥野信治は副社長 ・高島菊次郎の赤松「秘密研究」の一環とし

て，赤松ノ勺レプ化実験を行った。そして，赤松辺材は亜硫酸法により蒸解可能であるという事

実と共に，同法で蒸解不能の心材の多い赤松も，晒クラフト法によればノ勺レフ。化可能であると
ω 

いう事実を報告した。結果的には，前者は採用されたが後者は一顧だに与えられなかった。

またその 2年後， 奥野（1936年より本社工務部研究所勤務，尚，同研究所は1935年4月に設立〉は高

島の命令により 5ヶ月間外遊し欧米の22パノレプ工場を視察したが，その時既に欧米では針葉

樹をパノレプ材とする｜咽クラフト法が工業化されていた。勿論，奥野はその晒クラフト法につい
G6 

ても報告したが，当時は亜硫酸法人絹ノ勺レプの増産 ・自給自足が国策の時代であったためか，

特にこれは注目されなかった。また，奥野自身も人絹ノ勺レプの方に忙がしく，晒クラフト法に

は積極的ではなかった。

尚， 最初の頃のクラフト法は， 今でいうセミケミカル法に近いもので， 充分に蒸解を進め

ず，エッジランナーを用いて磨砕していたが， 1935年頃ともなると，充分に蒸解を進めてエッ

ジランナーを用いないで漂白しやすいパルプを得る， という考え方も生まれた。けれども， こ

のような考え方に注目する人は少なかった。

また，多少クラフト法を知っている人でも次の 2点は同法の欠点とみなしていた。

1）硫黄化合物による悪臭の発生， 2）薬品回収装置を必要とするため設備費がかかること。

このクラフト法は蒸解剤として NaOH及び Na2S（又は Na2SO，・lOH20〕を用いるが， Na

は高価であるので蒸解後にこれを捨てることはできない。それで蒸解廃液を濃縮し，キノレンで

焼いて Naを回収する。

このクラフト法と短素漂白法とを組合わせれば晒クラフト法となる事実は， 化学技術者には

知識としては理解できることであった。 しかしその人達も同法には 上述の欠点があるとし

て，それを敬遠する傾向があった。特にこれは化学ノ勺レプ技術の主体である亜硫酸法の専門家
回，聞

に多かった。

このように，当時の本邦紙 ・パノレプ業界の主流の人々は晒クラフト法を殆んど理解していな

かったのである。

これがわが国で晒クラフト法採用が外国に比較して15年以上もおくれた大きな原因のーっと

考えられる。

伺奥野信治 ：“第三十号材クラフト及S目 P.蒸煮試験報告”，研究報告第1952号，蒸煮研究第17報，野田
工場，昭和10年11月21日， l～10頁。

帥 伺の 2頁， 14頁。
制国静樹関取調査， 1978～1985，園氏は1930年より 1945年まで奥野の下で実際に実験を担当していた
人である。

伺児玉清助：“杉間伐材払下御願書”， 1936, 37年頃， （「児玉清助文書」〉。
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尚，晒クラフト法に着目した少数の先見性のある人々もノ勺レフ。材は勿論針葉樹を前提とし

ており，広葉樹利用とし、う考え方には達していなかった。

これ等の人達が同法に着目し始めてから約20年後の1955年以後，わが国紙 ・パノレプ産業は高

度成長期に入札亜硫酸法によるパルプ廃液公害その他は社会的に大きな問題となった。

すると，晒クラフト法の Naを回収するために蒸解廃液を処理せざるを得ないことが同法の

大きなメリットのーっとして見直されるに至った。

晒クラフト法は，廃液公害問題がきびしい場合には，亜硫酸法よりもはるかに時代にマッチ

した方法で‘あるが，戦前にはこの事実に気づいた人は少なかったで、あろう。

5.広葉樹利用の考え方の出現

(1) パルプ国策時代

1933年頃よりわが国の人絹〈レーヨン〉工業は非常に伸び，1936年にはその生産高は世界第一

位となった。いわゆる「人絹黄金時代」の到来である。しかし，その主原料である人絹パノレプ

は約75%以上が輸入品であり，その国産品への代替が要望されていた。

同年， 日本学術振興会は，国家重要問題の一つである植物繊維原料研究のために，第6特別

委員会を設置した。

翌年7月の日華事変勃発後は，羊毛 ・木綿の代りに人絹・スフ（λテーフツレ・ファイパー〉が，

特に後者が使用されることになった。それで，その主原料である人絹ノ勺レプの増産 ・自給自足

のために，企画院においていわゆる「パルプ増産五ヶ年計画」の原案がつくられた。

明けて1938年 1月21日には， 「パルプ増産方策ニ関スノレ件」が閣議決定され，次いで同年2

月に， 日本学術振興会は「パノレフ。原料自給国策樹立の件」を政府に建議した。いわゆる「パル

プ国策時代」が到来したのである。

かかる情勢下において，パノレプ増産 ・自給自足のために未利用植物資源のパルプ化研究は一

層活発に行なわれた。いうまでもなく，広葉樹及び~lo木材資源利用の研究も行なわれた。

尚，企画院の 「パルプ増産五ヶ年計画」は戦時下の緊急な需要に応ずるためのものであるか

制 日本経済新聞社 ：IIよみがえれ“青い海”」，昭和47年，19頁，27頁，30～31頁，44頁， 49頁，123～
126頁，144～153頁， 156頁，158頁， 176頁，183～186頁，210頁。

制周防照海：関取調査，1985，福田祐作 ．関取調査， 1982，舌JII八郎：関取調査， 1984。
帥（4）の38～39頁。
制内田星美 ：『技術の社会史』第5巻，有斐閣，昭和58年， 151～198頁。
帥 日本繊維産業史刊行委員会編：『日木繊維産業史』各論篇，昭和33年， 463頁。
帥広重徹：『科学の社会史J，中央公論社，昭和54年， 124～125頁。
同宮島清次郎翁伝刊行会 ・『宮島清次郎翁伝』（非売品〕，昭和40年，421頁。
例 日本科学史学会編：『日本科学技術史大系』第4巻，通史4，第一法規出版，1970,291～293頁。
例制の149頁。
帥原田新松：「企画」，第1巻，第4号，昭和13年，21～39頁，仏）の55頁。
帥菊地文彦 ：“わが国におけるパノレフ。化研究報告の集録”， 「林業試験所報告J，第103号別刷， 1957,

121～153頁。

45 



技術と文明 2巻2号制

ら，当時の既成技術の枠組の中で・人絹パノレプの増産 ・自給自足を図る， というのがその基本的

性格であった。

それで，繊維長の短かし、広葉樹は，次に述べるフーナ人絹パノレプ製造のように，パルプの繊維

長に無関係な化学的性質を利用するのが合理的である，と考えられていた。

また，製紙用パノレプへの広葉樹利用はあくまでも針葉樹の補助原料であるとし、う考え方にと
＠司

どまっており，オール広葉樹ノ勺レプで紙を製造しようとし、う考え方は存在しなかった。

全体的にいうと， 「パルプ国策時代」にはパルプ研究者の数は急増し研究活動は非常に盛

んになった。と同時に，未利用資源，例えば朝鮮落葉松，赤松 ・黒松，ブナ，葦，バガス等を
GO 

原料とするパルプ工場が建設され， 多くの技術者はそれまでとは異なる経験をつむ機会を得

た。その結果，彼等は以前のエソ。マツ ・トドマツ時代の経験及び知識から離れて，従来とは異

なる視点よりパルプ原料をみるようになった。

本報のテーマである「広葉樹からでも紙ができる」とし、う考え方を生み出した革新的雰囲気

及び基盤は，この数年間の「パルプ国策時代」に形成されたものである， といえよう。

結果的には， 「パノレフ。増産五ヶ年計画」は所期の目的を達したとはいえないが， この「パノレ

プ国策時代」に，わが国紙 ・パルプ業界全体は多くの研究 ・技術開発を行ない，その技術的ポ

テンシャルを大いに高めることができた。これが戦後における同業界発展の一つの要因となっ

た， といって間違いはないだろう。

(2) ブナ人絹パルプ製造

前述の「パノレプ国策時代」において，王子製紙の奥野信治は広葉樹であるブナの亜硫酸法に

よる人絹ノ勺レプ化研究を行ない，その技術をベースにして， 1940年に東北振興ノミノレプ石巻及び
同

秋田両工場が設立され操業を開始した。これは赤松とブナを混合（赤松7：ブナ 3）して人絹パ

ルプを製造するのであるから，ブナの使用量はそれ程多くはなかった。

しかしこのフeナ人絹ノ勺レプ製造成功の技術史意義はその生産量の多寡ではなく，むしろ，

それまで利用できないと考えられていた広葉樹を，パルプ材として利用し得ることを工業的規

模で実証したことである。

けれどもこれは1960年以後，人絹 ・スフがナイロンを始めとする合成繊維との競合に破れ，

人絹ノ勺レプの需要そのものが頭打ちになってしまった後の結果論で、はあるが，広葉樹利用をE

硫酸法の枠内で考えたり，その用途を人絹パノレプのみとしたり， またその樹種をブナだけに限

定しているうちは，その本格的大量利用は望むべくもなかったのである。

帥西済 ：『f;Jl;に生きる』，製作求飽堂，昭和48年， 150～155頁。
制主目的である人絹及びスフの品質がすこぶる悪く，両者による衣料政策は失敗した。尚，これはパノレ
プ以前に問題があったと考えられる。

伺 紙パノレフ．技術協会編・『紙及びパノレプ年表』，昭和49年， 36頁。
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(3) 奥野信治の研究 表－3 クラフト VS＇.ストロング Sp 

前述の如く， 1937年王子 パノレプ歩留 蒸煮度 品質
材 程

製紙の奥野信治は副社長 ・ 重量当% 中￥：石当所 晒率% 強度延

高島の命令により欧米の22
(a）クラフトノミノレフ・

ブナ 54.8 235 45 6. l 
パルプ工場を視察した。こ ハンノキ 53.0 214 32 6.2 

の時王子製紙社員としては エゾ ・トド平均 54.0 156 78 6.5 

視察できないので，名目上
(b）ストロング S.P

の身分は日本金網社員とい プナ 54.3 232 47 2.0 
同 ハンノキ 53.4 217 47 3. 2 

うこととした。
エゾ ・トド平均 53.2 152 54 5.9 

亜硫酸法の専門家である

奥野は，この視察で初めて実際に晒クラフト工場を見て， ょうやくその工業的意味を理解する
白~ . G司

ことができた。しかし現実に見たものは針葉樹をノ勺レプ材としたものであったためか，奥野

は針葉ー樹晒クラフト法しか考えることができなかった。

一方，奥野は既に1934年に「澗葉樹ハリグニン少キタメクラフト法ニテハ寧ロ針葉樹ヨリ蒸
〈ママ〉 同

煮迅速晒白容易」であることを知っており，かつ外遊の 1ヶ月前にも塩素漂白法による広葉樹
同

クラフトパノレプの漂白実験を行ない，白いバルブを得ていた。しかし， この時もこのノ勺レプか
同

ら強い紙ができるか否か，を調べる実験は行なわなかった。

「潤葉樹ハ繊維短小ニ シテクラフトパノレプニ不適当」と し寸先入観に取りつかれていた奥野

は， 自分で広葉樹クラフトパノレプの漂白実験を行っても，また晒クラフト工場を視察しても，

同法により「広葉樹からでも紙をつくることができるか否か」ということを考えようとはしな

かったのである。

その奥野もようやく 1940年に， “澗葉樹十種ヨリク ラフト及ストロングSPノ製造”という

研究において，広葉樹もクラフト法の蒸解条件に多少の工夫を施せば「強い紙をつくる」こと
同

は可能であることを見出した。

尚， 「広葉樹からでも強い紙ができる」という場合の「強し、」とは針葉樹からつくられた紙

と同程度に「強し、」ということであり，または，そこまでゆかなくても「商品」として充分使

用に耐える位に「強L、」というような意味である。
同

表－3はクラフトとストロング SPとの比較データである。

この実験の結論は次の通りである。

同奥野信治未亡人：聞取調査， 1980。
帥 (rカの12頁。

伺奥野信治；“満州産柳材蒸煮報告附追加特許出願案”，工研報149号，工務部第二課，昭和12年4月

6日。

倒奥野信治： “澗葉樹十種ヨリクラフト及ストロング S.Pノ製造 ブナ，ハンノキ，白樺，棒，機，
樫，桜，柳，梧桐，シャム〈タイ〉国産木材二種クラフト蒸煮ペ工研報第911号，研究所，昭和15年
5月1日， 1～7頁。

47 



技術と文明 2巻2号制

1. 潤葉樹ハ繊維短小〈長サ1粍程度〉ニテ針葉樹ノ 1/3程度ニ過ギザ、ルタメ一部ソ ーダパ

ルプ晒 S目 P及僅少ノ G.P用ニ混用スル以外ノ、強靭紙用ノクラフト及ストロング S.Pニ

使用サレザリシモ最近ノ実験ニテハサノレファイト蒸煮ニ於テハ針葉樹ノストロングS.Pニ

強度ニ於テ尚及パザルモサルフェート蒸煮ニ於テハ蒸煮ニ多少ノ工夫ヲ行へバ蒸煮， 叩解

寧ロ針葉樹ヨリ容易ニテ強度ニ於テ針葉樹ニ著シキ遜色ナク十分強靭ナルパノレプヲ得タ

リ。但気孔度ニ於テ多少劣ル懸念アリ用途ニヨリテハ針葉樹ト混合スルヲ可トス。

2. 潤葉樹ハ針葉樹ノ如ク単一種ノ純林少ク多種混林ヲナスヲ普通 トシ此等ヲ撰別スルコ

トナク混煮スルヲ便利トスルモサルファイト法ニテハ蒸煮ノ難易不同ニテ一様ナラザノレモ

サルフェート法（クラフト〉ニテハ殆ンドアラユル樹種ノ混煮可能ナノレト強度ノ大ナノレト

多クハ萌芽更新法ニヨリ植林ヲ行ハズニ山林ヲ更新シ得Jレ特徴アリ。

3. i筒葉樹クラフトノ最大ノ特徴ハ一般ニ材重キタメ中圭石当ノパノレプ歩留200折乃至270

1肝以上ニ達スルモノアリテ蒸煮，精選及叩解費ノ節減ト共ニ原木費ノ低下最モ著大ナノレベ

シ。但此等ノ生木ハ水中ニ沈下シ単独ノ流送困難ナルベシ。今後ノパルフ。材ノ、針葉樹ヨリ

潤葉樹ニ移行スベキモノト信ズ。

この中には叩解の難易の如く事実と反することも含まれているという欠点はあるが， 「今後

ノパルプ材ハ針葉樹ヨリ潤葉樹ニ移行スベキモノト信ス‘」とし、ぅ見解は，それから約20年以上
伺

後のわが国紙 ・パルプ産業における，針葉樹より広葉樹への「原木革命」を予言した， という

ことができょう。

奥野はこの研究の数ヶ月後に“泰産皮付材ヨリクラフト及晒クラフトノ製造”の研究を行な
同

い，南方の 「広葉樹からでも白く て強い紙ができる」ことを確認した。

尚， 奥野が広葉樹クラフト法の実験を最初に行ってから，晒クラフト法を用いれば「白くて

強い紙ができる」とL、う考え方に到達するのに7～8年もかかっている。

奥野がこのす く吊れた結論を得た1940年頃はいわゆる「パルフ。国策時代」であり， 化学ノ勺レプ

の大部分は亜硫酸法により製造されていた。晒クラフト法工場は一つも存在しなかったのであ

る。

奥野はこの研究に晒クラフト法を用いたが， この方法を構成しているクラフト法と塩素漂白

法とは既にそれぞれ工業的に実施されていたものである。ただ し，前者の工場は極めて少なか

っTこ。

即ち，奥野は既知の両者を組み合わせて広葉樹を蒸解 ・漂白 し， 「広葉樹からでも紙ができ

る」という，これまでの業界の常識とは全く逆の結論を出したので、ある。こ こに奥野のオリジ

ナリ ティがあったわけで、ある。

伺 東京都紙商組合組合史編纂委員会 ・『東京における紙商百年の歩み』（非売品〉，昭和46年， 288頁。
倒奥野信治：“泰産皮付材ョリクラフト及晒クラフトノ製造”，工研報第1061号，研究所， 昭和15年9月

13日， 1～4頁。
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このような奥野の見解は， 1940年の時点では，殆んどすべての技術者の知識及び経験とは全
B司

く異っていた。それで，彼等には極めて理解しにくいものであった。

一方，奥野の研究はあくまでも化学技術者が実験室で行ったものに過ぎず，工場生産におけ

るその抄紙性には全く触れていないものであった。つまり，工場の抄紙機でオーノレ広葉樹晒ク

ラフトパノレプの上質紙が実際に抄けるか否か， としの製紙技術の最重要問題は全く取り扱って

いなかった。それで，抄造関係者からはい〈らでも疑問を投げかけることは可能であり，これ

に対し，奥野は答えようがなかったのである。

即ち，奥野の結論は抄造関係者に対し充分な説得力を持っているとはいえなかった。

このようなわけで、，奥野のこの研究は王子製紙研究所においても，同本社工務部においても

全く相手にされなかったのは当然であったかも知れない。

しかも，この研究は本社技術陣の実力者 ・十条工場長兼本社工務諜長 ・西済〈後に十条製紙初

代社長〉より特許申請許可を得ることができず，特許申請さえ行なうことができなかった。

勿論，奥野の研究は，王子製紙の方針通り，公表されなかったので，外部に対しても何ら影

響を及ぼさなかった。

尚，奥野のこの見解が正当であるか否か，は実際に工場規模で実験してみなければ誰にもわ

からないことであった。そして，結果的にはこの工場実験は行なわれなかった。
ゅうふつ

奥野の見解の正当性が実証されたのは，それより12年後の1952年 4月，国策ノξノレプ勇払工場
輔

のオーノレ広葉樹晒クラフト上質紙創製成功においてであった。

(4) 南方材パルプ化研究

1937年 2月13日，大日本山林会主催の木繊維研究会第三回講演において，王子製紙本社山林

第二課長 ・小林準一郎は「要するに南洋材に付ては研究が十分出来て居りませんけれども，い
脚

づれにしても南洋材の問題は今後の研究に侯つよりほかないと存じます。」と述べている。

この 2～ 3年前頃より，王子製紙野田工場においては南方材 （南洋材〉のパノレプ化試験は少し

づっ行なわれていた。
同

1941年の大東亜戦争勃発と共にわが国紙 ・パノレプ産業も大いに南方に進出することになった

が，宣戦布告の翌年「12月8日大東亜開戦一週年ヲ迎へテ」，奥野信治は “南方材125種ノ勺レプ

化試験総括”をまとめた。奥野はその緒言で「パノレプ及製紙工業ノ原料転換卜南方へノ進出」
（叫

について次の如く述べている。

制 国策パノレプ工業株式会社厚生課：『国策通信」，第10号，特集，昭和27年， 1～9頁。
制 小林準一郎：『木材パノレフ。と紙 ・人絹 ・人繊」，大日本山林会，昭和12年， 171～172頁。
制 奥野信治：“南洋材溺葉樹「ナンカアエノレ」 蒸煮、試験”，試験報告第1612号，パノレフ・蒸煮研究第7報，
野田工場，昭和9年12月30日， 1～5頁。

伺 成田潔英編 ．『王子製紙南方事業史』，王子製紙，昭和39年，3～30頁。
帥 奥野信治 ：“南方材125種パノレブ。化試験総括”，工研報第1763号，研究所，昭和17年12月12日。
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表－ 4 晒用クラフトノ歩留及品質

十三種＊平均 北洋材（比エ較ゾ用・〉トド

蒸煮液

有効アノレカリ% 5.4 6.8 

来晒 K.P.歩留

重量% 46.0 43.0 

中蚤石当折 126 125 

晒率% 24 18 

晒Fラフト白色度 84 82 

日繊維素% 90.l 89.8 

F繊維素% 3.9 3.8 

樹脂% 0.56 0.30 

比破裂度砥 3.0 5.2 

裂断長粁 5.0 8.0 

耐採度 130 960 

引裂度 78 100 

摘要 一般に靭晒Sp 
より強良好 最強良質

2巻2号附

〈前略〉弦ニ於テ国運ノ南進ニ呼応シ，

生長迅速，蓄積豊富ナノレ熱帯産潤葉樹ヲ

目指南方へ断呼進出シ，少ク トモ大東亜

共栄閤内ノパノレプ及製紙ノ完全ナノレ自給

自足ヲ確立スルコソ製紙報国ノ所以ナノレ

ベシ。

南方材ハ潤葉樹大部分ヲ占ムルヲ以ッ

テ従来ノ北進ノ針葉樹ニ対シ南進ハ潤葉

樹ニ転換ヲ意味ス。然ルニ従来潤葉樹ハ

短繊維ニ、ンテ紙質脆弱ナノレヲ理由ニ一般

ニ顧ラレズ，其ノ上南方材ハ材種材質多

種多様ニテ濃淡，軽重，粗密， 著シク区

々ニテ，而モ此等雑然混林 ヲナスヲ以テ

S. P. G目 P.用ニハ選択スノレヲ要シ，尚

紙質ノ劣弱ヲ免レザノレ所ナリ。

然ノレニ数年来当方研究ノサノレブェ ー ト

法ニ ヨノレクラブト ナラパ何等撰別ヲ要セ

ズ，皮付キノマ、ニテモ各種混煮シ得ノレ便宜ア リ。

＊自ラワン，赤ラワン， ラワン，ギング一白，ギングー赤，メ
ランチーホワイ ト， メラソチーレッド， ゴムノキ， アピト
ン， Binuang,Tangkawng, Urattmata, Anabiong （ウ

ラジロエノキ）。

パルプノ強度モ G.P. S. P.ヨリ遁カニ強靭ノミナラズ，後記ノ如ク樹種ニヨッテハ針

葉樹クラフトヲ凌グ強靭紙ノ試製ヲ完成シ，従来 “潤葉樹即短繊維ヨリノ 強靭クラフト

紙製造不能ヘ ノ誤 レノレ観念ヲ打破スノレニ至リ南方材ノパノレプ化ニハ クラフト及晒クラフ

トヲ最適トシ，且今後南方ニ最モ必要ナノレ紙種ノ、強靭ナノレ包装紙等ナノレベキヲ考慮、セパ最

モ時機ニ適シタルモノト思惟ス。
制

表－ 4はその実験結果の一部である。これは晒クラフト法によれば種々雑多な広葉樹よりな

る南方材も製紙原料となり得る可能性のある ことを示している。

同年， 日本学術振興会は南方植産資源新規利用研究のために第20特別委員会を設置し立。

南方材ノ勺レプ化研究は問委員会のテーマの一つである。

一方， 京都大学の堀尾正雄らもこの頃南方材（未晒〉クラフトパノレプの研究を行ない， 奥野
闘

と同様な結果を得ている。

(5) 堀尾正雄らの研究

奥野とほぼ同時期に，京都大学の堀尾正雄 ・福田袷作らも広葉樹晒クラフトパルプの研究を

制 帥の543頁。
伺堀尾正雄 ・大田永勝： 『工業化学雑誌』，第46＊濡， 第1冊，昭和18年1月， 78～82頁。
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同

行ない，ほぽ同様な結論を得て，これを1943年の『工業化学雑誌」に発表した。その結論の主

要部分はほぼ次のようである。

従来紙の原料として殆ど顧みられなかった潤葉樹の利用を計る為，之を硫酸塩法に依 り

蒸解してパノレプ及紙を造る研究を行ひ，旦紙の機械的性質を検討した。即ち，

1. 北海道産ブナの硫酸右京蒸解を行う際薬品添加量（15～30%）蒸解の最高温度持続時間

(1～6時間〉を種々変化し，夫等がノ勺レプの収率及び化学分析数値に及ぼす影響を詳細に

観察した。市して薬品使用量多い程最適蒸解時間に於けるパノレプ収率及び化学分析上の品

位の優れて居る事を見出した。

2. 上記硫酸塩ノ勺レプは3段漂白法に依て白度70%程度に容易に漂白される。蒸解に於け

る薬品添加量とl碩パノレフ。の収率及び化学分析数値聞の関係は上記来晒ノ勺レプの場合と同様

である。

3. フp ナ未晒ノミノレプは叩解度 50°SRtこ於て意外に大きい強度を示す。本実験に於ける最

高値は温度20°c，関係湿度65%の下で断裂長7.56km，比破裂度5目 l，耐折数550，引裂強

度61であった。蒸解薬品量が多い程最適蒸解条件の下では強度の高いノ勺レプを高収率を以

て製造する事が出来る。然るに亜硫酸法に依る ときは断裂長 2.7km, 比破裂度～ •O ，耐

折数～O，引裂強度15で全く使用に耐えない。

4. 漂白パノレプは白度並に強度の点に於て印刷， 書籍，筆記用紙として充分の性能を有す

る。

以上はブナについての結論であるが，堀尾らは他の広葉樹即ちカパ，イタヤカヘデ，シナノ
同

キ及びハンノキ等についてもほぼ同様な結論を得ている。

尚，堀尾らは王子製紙本社工務部においてこの研究及び晒クラフト法人絹ノ勺レプ研究の説明
刷 制，伺

を行った。しかし その結果はただ聞きおくだけで，その後は何の反応もなかった。

当時，会社の技術者は現場の条件と余り にもかけ離れた大学の研究なんか全然問題にしてい
制

なかったし， アテにもしていなかったのである。

また，たとえ晒クラフト法の良いことが会社に理解できたとしても，時期的に既に新設備建

設は不可能の時代でもあった。

しかし， とも角，敗戦前に堀尾らの報告により， 実験室的には「晒クラフト法を用いれば広

葉樹からでも紙ができる」可能性はあるということは衆知の事実となっていた。

前述の奥野及びこの堀尾らの研究からわかるように， 1940～43年頃は，少なくとも実験室段

階では，広葉樹ノ勺レプ化技術開発は突を結ぶ時期に来ていた，とみることができょう。

尚，奥野及び堀尾らの研究は共に実験終了時には誰にも相手にされなかったことは同じであ

伺堀尾正雄 ・福田祐作 ・山下末雄： 『工業化学雑誌』，第46編， 第11冊，昭和18年11月，1191～1198頁。
制福間祐作 ：関取調査， 1982。
伺 西済 ：『ベーパー ・ビジネス ・レビュー』，第144号，昭和48年6月10日， 4頁。
倒吉利透・関取調査， 1980。
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るが，両者の決定的な差は， 前者は公表されなかったことであり，後者は権威ある『工業化学

雑誌」に掲載されたことである。

この発表により，堀尾らの研究は戦後のわが国紙 ・パルプ業界に少なからざる影響を及ぼす

こととなった。

堀尾らの見解の正当性が少数の先見性のある人々に認められたのは前述の国策パノレプ勇払工
同

場の場合においてであり，その真価がわが国紙 ・パノレプ業界に広く認められたのは更にその数

年後であった。

6 ＋士 号ム• iFロ 日間

紙は針葉樹よりつく られることが当り前であり，広葉樹からつ くることを全く考える必要の

なかった雰囲気のうちから，晒クラフト法によれば「広葉樹からでも紙ができる」という考え

方が生まれるに至った経緯を，主と して王子製紙の奥野信治の未発表データを中心として述べ

た。

〔付記〕本研究は昭和58, 59年度科学研究費補助金一般研究（C）課題番号58580065「紙・パノレフ。産業

に於ける蒸解 ・漂白及びその装置に関する技術史的研究」の一部である。補助金のうちより調査費用を支

出した。記して感謝の意を表します。

又， 関取調査或るいはディ スカッションに応じて下さいました闘¥Wt樹氏，故吉利透氏， 奥野信治未亡

人，尾間忠勝氏，福田祐作氏， 舌川八郎氏，片切勝氏，周防照海氏，小林清臣氏，三井昭三氏及び榎本輯

次氏に感謝の意を表します。

Technical Developments of Pap町 makingfrom Hardwoods ( I ) 

一一一Evolutionof Thought on Hardwoods Paper-Production－一一

by 

Sadashi HOSHINO 

(Tokyo Institute of Technology) 

On the basis of Okuno’s unpublish巴ddocuments and other publish巴drelevant works, 

the evolution of thought is presented that a strong white paper can be -produc巴dfrom 

hardwoods. 

For more than sixty years after the sulphite and ground wood processes were introduced, 

in 1889 and 1890 r巴sp巴ctively,a large amount of paper had be巴nproduced from softwoods 

suitable for both processes. Consequently, the prevailing thought in Japan for a long 

time was that paper is produced from softwoods and not from hardwoods. 
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In 1925 the Kraft process was introduced to Japan from Sweden. But the Kraft pulp 

could not be bleached through the usual hypochlorite process without degradation of the 

fiber strength. Therefore, the paper produced from softwoods Kraft pulp was strong but 

brown. 

In 1931 the chlorination process for bleaching was developped in Japan. Through 

this process the lignin contained in the sulphtie pulp could be easily removed without 

damaging the fiber. 

Nobuharu Okuno of the Oji Paper Company found in 1940 that a strong whit巴 paper

could be made from hardwoods on a laboratory scale through a combination of the Kraft 

and the chlorination processes. This achi巴vementwas not adopted by his company and, 

moreover, his ideas were not published. 

In 1943 professor Masao Horio, et al., of Kyoto University obtained the sarme experi-

mental results as that of Okuno and published his ideas that a strong white paper can be 

produced even from hardwoods through a bleached Kraft process, although his ideas were 

not readily acc巴ptedby the Japanese pulp and paper industry. 

In 1952 the industrialization of th巴seideas were successfully realized at Yufutsu Mill 

of the Kokusaku Pulp Industry Co. Ltd. 
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