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一般社団法人半導体産業人協会が設立 20 周年

を迎えられましたことはひとえに会員の皆様のボラン

ティア精神の賜物であり、周りの方々のご協力、ご支

援によるものと深く感謝しております。紙面を借りて一

言ご挨拶申し上げます。 

 

当協会は 半導体に携わる、携わった人々の集ま

りとして 1998 年 1 月 23 日 東京 本郷に任意団体

半導体シニア協会の名称でスタートいたしました。 

その後、任意団体では活動に限界があること、新法

人法が施行されそのもとでの活動が必要と判断して、

2009 年 4 月 1 日付けで一般社団法人として法人格

を取得しました。 

シニア協会との名称は半導体関連の OB の集まり

のイメージが強いので定款に謳っている「現役、シニ

アの制限を取り除いて活動を広げてゆく」ことの理念

に沿うべく 2011 年 2 月 1 日付けで名称を半導体産

業人協会に改称して、今日に至っております。 

初代会長の川西様は 協会活動の基礎を作り、軌

道に乗せてくださいました。2代目理事長の牧本様は 

日本の半導体の記録を残すべく日本半導体歴史館

構築を推進、自主事業としての教育事業の推進して

くださいました。3 代目理事長の橋本様は 会員の活

動、社会との繋がりの幅を広げる元となる会員参加型

受託事業を推進くださいました。 

多くの諸先輩方のご苦労・ご指導と会員の皆様のボ

ランティアがあってこそ今日があると思っております。 

設立当時の会員数は個人会員が 87名、賛助会員

が 34 団体でしたが、現在は個人会員 243 名、賛助

会員 56団体となりました。 

一見、会員数は増加してきたと受け取られますが、残

念ながら個人会員は 2010 年をピークに減少傾向に

あり、会員を引き付ける協会の魅力度について抜本

的に見直さなければならない

時期に来たと感じています。 

 

私たちを取り巻く環境は、

発足当時から今日までの半

導体市場、日本の社会環境は大きく変化しています。 

半導体市規模は発足当時が 130Ｂ＄であったのが

2017年は400Ｂ＄をこえました。日本企業のシェアは

というと 1980 年代 50％を超えていましたが、発足当

時は 28％前後、2017年は 7％まで低下しています。

代わって台湾、韓国、中国の企業が台頭してきました。

半導体利用分野も PC からスマホ、そして IoT、AI、

EVへと広がっています。 

日本の社会はと言いますと高齢化社会先進国とな

り、総務省が 5年ほど前に発表した ICT成長戦略で

も高齢化とハイテクについて触れています。最近は働

き方改革とか健康年齢とかが盛んに叫ばれ、国会で

も審議が繰り返されていますが定年を迎える、迎えた

方々の本音を何処まで汲み取られているのか首をか

しげることも多々あると感じる次第です。 

 

協会の活動も環境の変化に対応していかなければ

なりません。 

半導体産業人協会の特長は半導体に関する知識、

経験、人脈をお持ちの方の集まりだということです。 

これを活かして、人とつながり、参加することで価値が

得られ、喜びが得られることにつながる企画をより強

力に推進したいと考えています。 

ビジネスの世界では半導体の利用がより広がりを見

せていくであろうことから、半導体の知識・経験が広く

必要とされていると思いますので、結果として賛助会

員に貢献すると考えます。 

この思いを具体的な協会活動にするために、今年
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1 年をかけ 5 ヵ年計画を策定する予定です。20 周年

記念式典の際、吉澤理事から策定に際しての今後の

抱負を下図で説明させて頂きました。 

 

5 ヵ年計画を策定するに際して私個人の中で一つ気

になっていることがあります。それは会員の広がりです。

年齢層、経験領域は常に関心の対象ですが、意外に

地域の広がりに対する施策が少なく、関東地区に個人

会員が集中していることです。前述の今後の抱負の中

でも、IT 活用による地方会員へのサービスの拡大と謳

っています。 

今やビジネスの世界ではネットワークを使い、世界中

に展開しているのに協会の活動はこの点で大いに遅れ

をとっていると思っています。IT ツールを活用して遠隔

地との双方向の／リアルタイムの繋がりを使えば各種

活動への参加も可能でしょうし、会員との情報交換も増

える。もっともっと IT ツールを利用することで協会のサ

ービスも向上するのではと考えています。 

目指すは全員参加の活動です。 

 

繰り返しになりますが、半導体産業人協会は、今後

さらに増えると言われている年配者が元気でいられるた

めにお手伝いをし、日本の社会が抱える課題し対して

少しでも貢献、その結果半導体関連産業支援に繋がる

活動を行っていこうと思いますので、引き続きご支援、

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 
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SSIS半導体シニア協会（設立当時名）は 1998年

1 月 23 日に設立された。（ホテルグランドパレスで

設立総会）設立の理念は 10 周年の時にも再掲され

たが 

 

① SSIS は会員に新しい事への思考とチャレン

ジの場を提供する 

② SSIS は会員に人間関係と知的交流の場を提

供する 

③ SSISはグローバルな視野を持って活動する 

④ SSIS はシニアだけではなく日本の半導体に

携わったそして携わっている全ての人のも

のである 

 

あれから 20年、歴代の理事長、会員の献身的なご

努力、関係の方々の深いご理解とご支援により今日

の土台のしっかりした内容の充実した半導体産業人

協会が出来上がった事に深い敬意を表すると共にご

同慶の至りである。 

 

昨今、日本の半導体デバイスの力は若干衰えたこ

とは否めないが、半導体関連の設備、部品、材料等

日本の半導体関連産業の底力は未だ力強く、そして

IoT 時代を迎え半導体の重要性は益々強まっている。 

半導体は昨年トランジスタ発明 70 周年を迎えたが

この世紀の産業はまだまだ若さと活力に満ち満ちて

いる。 

 

それでは、これからの SSISの課題は何だろうか。 

やはり SSIS の原点に戻って、これから急速に進む

老齢化社会への取り組みではなかろうか。今の SSIS

では現在の日本の半導体の、技術、市況、海外環境

等の様々の問題を理解対処する力には欠けているだ

ろうし、過去の経験則は必ずしも通用しない、そし

て各現業の会社、諸関係団体、官庁と連携するのも

難しいであろう。一方この世紀の産業で培った SSIS

会員諸氏の知的財産は巨大である。まだまだ活用し

ないのはもったいない。  

 

芭蕉の言葉に「先人の後を追うな、先人の求めた

ものを求めよ」というのがあるが、我々が求めて来

たものには今現役の人たちが求めていかなければな

らないものが多々あるはずである。 

 

この拙稿を書いている時、折しも若者の祭典、冬

のオリンピックが韓国、平昌で開かれていた。そし

て男子フィギュアスケートで羽生選手が金メダル、宇

野選手が銀メダルという素晴らしい快挙のニュース

が飛び込んできた。そして若い両選手共今迄乗り越

えてきた色々の苦しみがあったにも関わらずその第

一声は周囲への感謝の言葉であった。 

我々シニアいやグランドシニアに達した者も人

生の絶頂期の時も、年老いて晩年を迎えた時も、周

囲への感謝の言葉を忘れない様心掛けたいものであ

る。 

 

オーストリアの哲学者でのちにイスラエルに移

住した哲学者ブーバーの言葉に「もし人が歳をとっ

ても始める事さえ忘れなければその人生はなんと楽

しく若く生きることが出来るだろうか」というのが

ある。亦文豪ゲーテは「未来に焦がれたり過去に媚

びを売ったりしないで現在を尊び生かせ」と言って

いる。 

 

長年この半導体産業に携わってきた、そして今携

わっている我々は、失った能力を嘆くのではなく残

された能力に感謝しつつ、亦老いを言い訳にするこ

となく更なる 20 年を前向きに歩んで行こうではあ

りませんか。      2018年初春 川西 剛                         

SSIS 20 周年に寄せて 

       SSIS 名誉顧問（初代会長）    川西 剛 
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20周年記念、まことにおめでとうございます。1998年

の設立以来今日までの 20 年間をふりかえってみると、

世界および日本の半導体産業は激動の時代ともいえる

ほどの変化があり、SSIS にとっては強烈な逆風の時代

でもありました。 

1998 年当時の日本企業の市場シェアは約 30%であ

り、トップテン企業の中には NEC、東芝、日立、富士通

の 4 社が顔を並べておりました。即ち、「米日二強」とい

っても差し支えないような状況だったのです。しかし、そ

の前後からは地滑り的に競争力が失われ、現在のシェ

アは 10%を切り、トップテンに顔を出しているのは東芝

のみとなっています。 

SSISの財政は設立当初から半導体関連企業の賛助

会員の会費によって支えられてきましたが、日本半導体

の競争力が失われるとともに、それは次第に難しくなりま

した。特に、2008 年に起きたリーマンショックの影響は

SSIS にとって強烈なネガティブ・インパクトとなったので

す。多くの賛助会員が脱会し、会費収入が激減する事

態となり、SSISの存続が危ぶまれるほどでした。 

その時以降、SSIS では会員の間口を広げることや、

自前の事業で収入を拡大することなどを軸とした財政強

化を進め、みごとに窮地を脱することができました。それ

を実証するかのように、先日の 20周年記念は盛大に行

われ、将来に向けてさらに発展を目指す勢いが感じら

れました。 

さて、これからも世の中は変化を続けますが、特に日

本においては高齢化が大きな社会問題となっていきま

す。このような社会の変化に SSISはどのように対応して

いくべきでしょうか。その答えの一つは「健康寿命を延ば

すことへの貢献」ではないかと思います。 

健康寿命を延ばすためには次の 3 点が大事であると

言われます。即ち、「バランスの取れた食事をすること」、

「適度の運動をすること」、そして「人の輪につながること」

です。 

SSIS は半導体に関心を持つ人達のネットワークであ

り、これによって健康寿命への貢献ができるのではない

かと考えております。 

実は自分自身のことを顧みても、SSIS の持ついろい

ろなネットワークにつながっており、そのおかげで健康

寿命を延ばしてもらっているのではないかと感じます。

例えば、日本半導体歴史館の委員会には毎月参加し、

半導体歴史の保存につとめています 

教育委員会においては入門講座とステップアップ講

座の講師として年に 4 回の授業を受け持つとともに、2

カ月ごとの委員会にも顔を出します。若い人への教育を

通じて、過去と将来をつなぐことに役立ちたいと考えて

おります。 

また、講演会には時間の許す限り出席し、質問を行

ったり、懇親会に参加したりしています。 

さらに、興味を引くような企画があれば、文化活動委

員会の催しにも参加します。 

機関誌の Encore は単に読むだけではなく、巻頭言

やオアシスなどの原稿依頼があれば、快くお引き受けす

ることを心がけています。 

改めて数え上げてみると、実に多くのことで SSIS の

ネットワークにつながっていることが分かります。このよう

な機会がなければ、おそらく少しずつ半導体への関心

も薄れ、外からの刺激を受けることも少なく、老化が進む

のかもしれません。 

「半導体は現代文明のエンジンである」ということはこ

れからも変わることはなく、それだけに最重要の分野とし

て位置付けられる産業分野です。これからも SSIS の豊

かなネットワークを通じて、最先端の分野につながりを

持ちながら来るべき高齢化社会を生き抜いてまいりたい

と考えています。 

SSISの末永い発展を祈念する次第であります。 

2018年 3月吉日 

 

SSIS への期待 
SSIS特別顧問（２代目理事長） 日本半導体歴史館 館長 

牧本 次生 
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半導体産業人協会の20周年おめでとうございます。祝

賀会も大変盛大で良かったと思います。 

経済産業省から声がかかり、日本の半導体のためにと

引き受けた日本ファンダリー準備会社でしたが、スポンサ

ー各社の足並みをそろえられず、設立を断念し不完全燃

焼で悶々としていた時、牧本さんから声がかかり、私を育

ててくれた半導体産業に何か恩返しをしようと思い当協会

に入りました。入会当時は喜田会員拡大委員長ののもと

で会員増に尽力し、協会の歴史最大の 311名を実現しま

した。 

その後 3 代目の理事長として 2014 年に牧本さんを引

き継ぎ2017年の総会で内海現理事長にバトンタッチする

までの 3年間を担当いたしました。 

「時代背景」        

この 3 年間はまさに日本の半導体産業にとって激動

の時代、1980 年代の後半 50％以上有った日本のマー

ケットシェアが 10％程度まで下落し、大手電機メーカー

が次々と半導体部門を手放し、半導体部門の合併が多

く行われておりました。 

「予行練習」 

理事長になる 1 年前牧本理事長より当協会の体質改

善のため”活性化プロジェクト”のリーダーに命じられま

した。川西さんが当協会を設立された当時は 2,000 万

円有った会費収入が、2012 年には 1,000 万円に半減

し,このままでは協会の存続が危なくなりました。 

「活性化プロジェクトによる収入の改善」 

 １)事業収入の拡大 

従来から教育事業を始めておりましたが、この改善

と新たな講演事業、人材開発事業、会員参加型の

STaP 事業を強力に推進し、2015 年には事業収入が

会費収入を上回るまでに成長させました。 

 ２)賛助会員拡大キャンペーン 

大手半導体メーカーの退会に接し、賛助会費の大

幅な減収が見込まれ、対策として外資系半導体メーカ

ー、半導体商社、半導体関連メーカー（CAD、材料、

マスク）に入会して頂き 53 社から過去最大の 63 社ま

でに拡大させました。 

「活性化プロジェクトによる会員サービスの向上」 

１）広報活動に改善によるHPの充実 

２）ICT 活用による講演内容の地方へのネット配信（講

師の了解が得られたもののみ） 

 ３）会報 Encoreへの会員寄稿オアシスの新設 

 ４）文化活動の一環として、趣味の会（落語、絵画鑑賞、

鎌倉散策等）をスタート 

 ５）協会のフラグシップの一つとして歴史館の更なる充実 

「協会の安全性の確保」 

 １）協会ネットワークセキュリテイの強化 

 ２）事業収入の拡大に備えるため、公益法人専門の会計

士の導入 

「関連団体との協業」 

2013 年類似の日本電子デバイス産業協会［NEDIA］

が発足しました。当協会との関係をどうしていくか理事会

で協議を重ねましたが、一緒に出来る所からやっていく

こととし、関西シンポジウムを協賛していくことにしました。 

「個人会員数の確保」 

当協会の個人会員は川西さんがスタートさせたときは 

160名、ピーク時は牧本さん時代の 2010年 311名、日

本の半導体産業の現状や高齢化の進行により、退会も

多く、2016年末 257名となり、2017年末では 243名ま

で減少しました。何とか個人会員を増やしたいと、個人

会員拡大キャンペーンを実施、馬場広報委員長の強力

なご尽力が有りましたが全体としては改善されませんで

した。 学生、教員等若手の入会を期待し、井入監査役

のご提案で”シリコンバレーツアー”を今まで 2 回実施し

ましたが、まだ効果は確認できておりません。 

「そしてこれから」 

3 年間理事長をやってこられたのも、各理事、委員長、

事務局、会員の皆様のご協力の賜物です。深く感謝い

たしております。 

半導体を取り巻く環境は激しく変化しております。日

本のマーケットシェアは、ついに 10％を下回ってしまい

ました、当協会は過去、現在半導体及びその関連産業

に携わっておられる方々をサポートし、日本の半導体産

業の復権にも協力していく事を期待しております。 

また会員があまり少なくなれば、協会が成り立ちませ

ん。会員拡大を強力に推進して頂きたいと思います。継

続は力です。30 周年、40周年が迎えられます様、末永

く当協会が存在意義を発揮できます様、現執行部のご

尽力を期待しております。 

設立２０周年を迎えて 

      SSIS 理事（３代目理事長）   橋本 浩一

一 
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一般社団法人 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）

の代表理事・会長を務めております齋藤昇三です。 

この度は半導体産業人協会（SSIS）が創立 20 周年

を迎えられたことに対して心よりお祝いを申し上げます。

1998 年に設立されてから、20 年という年月が経過した

わけで、この間に日本の半導体産業は激しく揺れ動くな

か、揺ぎ無い理念をもって運営をされ、活動を継続され

たことに対して敬意を表します。特に、「日本半導体歴

史館」を構築されたことは、我が国にとってかけがえのな

い半導体産業の歴史を記録して、後世に残す重要な事

業であると記憶に残っております。 

協会の理念は、長らく半導体関連業務に携わってき

た或いは半導体産業に深い関心と愛着をもってきた

人々が、本会を通して半導体との関係を持ち続けること

で、これまで培ってきた能力を発揮し、自らの人生をより

充実させていくための支援を行うこと、並びに本会の理

念に賛同する賛助会員企業との連携を通して半導体産

業の永続的な発展に貢献していくことと明記されており

ます。特に、最近は健康寿命が飛躍的に延びて、人生

100 年時代と言われるようになりました。つまり会社を定

年した後、40 年をどう生きるかという時代になったといえ

ます。半導体関連の企業で長年仕事をされた方々が、

再びその経験を生かして第二の人生をこの業界で生か

せる機会も提供するという意味で、本協会の役割が

益々増してきているのではないかと考えます。 

我々日本の電子デバイス産業の業界団体である

NEDIA も半導体関連を含む電子デバイスに関連する

中小企業の現役の会員が主体となって日本の電子デ

バイス産業の健全な発展のために日々活動を続けてお

り、本協会の活動と目的を共有する部分に関して積極

的に協調させて頂きたいと考えております。 

さて、世界の半導体市場は暫く停滞感が漂っていま

したが、昨年は活況に転じ、前年度比 20%の増加で

US$400B を超える状況でした。2018 年も好調を持続

すると推測されています。日本の状況はというと、1988

年には日本のシェアは 50%を超えていましたが、本協

会が設立された 1998年頃には 30%を割るところまで激

減してしまいました。そして、その後も低下を食い止める

ことも出来ず、昨年は 10%以下まで低下してしまいまし

た。 

一方、多様なデータをセンサ等で収集する IoT 技術

に加えて、大規模データの処理を人工知能（AI）技術

により分析・知識化を行い、情報や価値をフィードバック

する技術が注目されています。さらに、クラウドに依存す

ることなく、エッジでスマートに処理をするエッジ AI も実

用化に向けて動き出しました。これら新しい技術により、

産業の活性化や社会的課題の解決を図るという超スマ

ート社会の方向性が見えてきました。  

今こそ、この「スマート社会」に対応したアプリケーショ

ン・ドリブンなビジネス・モデルに舵をきる時だと思いま

す。ここには、まだ我々がシェアを回復できる道は残っ

ているはずです。チャールズ・ロバート・ダーウィンは「種

の起源」の中で「最も強い者が生き残るのではなく、最も

賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出

来るのは、変化に対応できる者である。」と述べています。

我々も過去の栄光にとらわれることなく、この新しい時代

に対応した戦略を構築していくことで再び活性化を図れ

ると信じています。 

日本政府が描く経済成長戦略のなかで半導体業界

の果たす役目は重要であるといわれています。そのた

めにも日本の半導体産業を再び復活させる必要があり

ます。これは単なる業界団体や企業だけではなく半導

体に関わる人たち皆さんの問題として半導体業界全体

として取り組むべき新たな挑戦だと考えます。SSIS のメ

ンバーの皆様のご活躍を期待するとともに、NEDIA と

の更なる協力の程宜しくお願い申し上げます。 

以上 

ＳＳＩＳ設立２０周年に寄せて ― 新たな挑戦 

（一社）日本電子デバイス産業協会（NEDIA） 

代表理事・会長 齋藤 昇三 

一 
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2018 年 2 月 22 日に一般社団法人半導体産業人協会

第 10 期の社員総会（以下総会）を執り行ないました。 

 

2018 年度社員総会 

日時：2018 年 2 月 22 日 13：30～15：00 

場所：千代田区神田錦町 3-28 学士会館 202 号室 

出席者：64 名、委任状：149 通 

 

定刻の 13 時 30 分にスタートし、内海理事長から議長

に堀内豊太郎会員が推挙され、会場の賛同を得て堀内

議長のもとに総会が執り行なわれた。 

 最初に議長より定足数確認があり、桜庭事務局長より、

総会の 1 か月前の会員数は個人会員 240 名、賛助会

員 55 団体、総会開始 3 分前の出席者は 56 名、委任状

数 149 通の計 205 通である。定足数は通常議題（過半

数；148）、特別議題（3 分の 2；197）ともに審議のための

定足数を満たしているとの報告を受けて、開会が宣言さ

れて 2018 年度総会を開始した。 

総会議事次第は以下の通り。 

Ⅰ．2017 年度活動報告 

（1）活動総括 

（2）収支実績報告 

（3）監査報告 

Ⅱ．定款の一部変更の件 

Ⅲ．2018 年度活動計画 

（1）活動の基本方針 

（2）各委員会活動計画 

（3）2018 年度予算案 

Ⅳ．役員選出の件  

 

Ⅰ．2017 年度活動報告 

最初に内海理事長から、挨拶と 2017 年度の活動の総

括及び会員数の増減（表 1 参照）が報告された。 

【具体的活動推進項目】 

・9 つの委員会と 20 周年記念プロジェクトで活動を推進

した。 

20 周年記念プロジェクトは、2018 年 2 月までの期間

限定で執行会議を中心に作業を進めた。 

・例年通り、6 月から 7 月にかけて活動の PR とご意見を

頂くべく賛助会員を訪問した。 

・フォーラムは人工知能を中心にして、半導体応用先端

技術、自動運転技術をテーマに開催した。 

・会報 Encore のレイアウト仕様、原稿テンプレート、編

集手順の見直しを行い、質と作業効率を計った。 

・趣味の会の開催頻度を増やした。 

・熊本地震で開催を控えていた九州見学会を再開した。 

・教育事業は内容、教科書、PR 方法の改善を加え、着

実に受講生を増やした。 

・シリコンバレーツアーの試行を実施。今後の実施につ

いての貴重な情報収集に努めた。 

・日本半導体歴史館については「装置・材料」セッション

の活動開始、2018 年 5 月開設を目指している。 

・会員参加型受託事業では新分野として IC 化支援事業

の活動に着手した。 

【活動実績指標数値】 

・フォーラム参加者数： 延べ 301 名（関西シンポジ

ウムを含み 6 回開催） 

・Encore 発行総部数： 3,250 部（年 4 回発行） 

・見学会参加延人数： 41 名 

2018 
年度 

2 0 1 7 年 度 活 動 報 告   定 款 の 一 部 変 更   2 0 1 8 年 度 活 動 計 画   役 員 の 選 出 

 

堀内議長 
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・コミュニティ参加延人数： 90 名（4 回開催） 

・趣味の会参加延べ日数：  97 名（9 回開催） 

・オープンゴルフ大会：    24 名（2 回開催） 

・教育講座参加延人数： 398 人日 

・STaP 受注件数：  26 件 

 （会員参加者 19 名、発注元 9 社・団体） 

・協会活動規模（総支出）：  1,988 万円 

・収支：     ＋76 万円 

 

 

以下、総会次第に沿って進められた。 

 

収支実績報告 

桜庭事務局長が報告。 

事業収入が対予算比 122％の 12,569,330 円と好

調に推移いたしました結果、特定正味財産（歴史館寄

付金の取崩し）を含めた総収入は 20,636,963 円、総

支出は 19,877,283（19,807,191 +70, 092）円、2017

年度収支計は＋759,680 円、年度末正味財産は

19,162,740 円、うち指定正味財産（歴史館寄付金）は

1,292,976 円となったと報告された。（表 2、表 3 参照） 

 

 

 

 

監査報告 

井入監事から適正に処理され

ていることが報告された。付帯意

見として「個人会員の継続的減

少が継続し、また 2017 年度の収

支がプラスとなったのは一過性

の可能性がある事業が予算を大

幅に上回ったことに支えられてお

り、当協会の将来への懸念が否めない。協会の継続的

発展を示す 3～5 年の長期事業計画の策定を提案す

る。」と付け加えられた。 

 

堀内議長より賛否の確認が行われ、 

Ⅰ号議案は承認された。 

 

 

Ⅱ．定款の一部変更の件 

定款第 2 章目的及び事業の第 3 条（目的）、第 3 章

社員及び会員の第 5 条（法人の構成員）、第 7 条（会費

等）、第 10 条（会員資格の喪失）、第 4 章社員総会の第

11 条（構成）、第 13 条（開催）、第 5 章役員の第 19 条

（役員の設置）の計 7 箇所の変更提案がされ、内海理事

長より提案内容の説明があった。 

（１）第 3 条（目的）：入会者の間口を広げるために「・・・

長らく半導体関連業務に携わってきた或いは半導体

産業に深い関心と愛着をもってきた人々が、この法人

を通して半導体との関係を持ち続けることで、・・・」と

いう文言を「・・・半導体関連産業に深い関心と愛着を

2016 年
12月31日

現在
入会 退会 増減

2017年
12月31日

現在
個人会員 257 14 28 ▲ 14 243
賛助会員 55 3 2 1 56

表１　会員数の増減

単位：円

予算(a) 実績(b) (b)/(a)%

7,605,000 7,511,960 99%
個人会費 2,325,000 2,282,500 98%
賛助会費 5,280,000 5,229,460 99%

事業収入 10,329,000 12,569,330 122%
寄付金等 500,000 555,673 111%

寄付金等 500,000 418,637 84%
特定正味財産振替(*1) 0 137,036

18,434,000 20,636,963 112%
5,972,542 7,152,564 120%
2,986,380 2,535,597 85%

810,000 659,428 81%
200,000 177,593 89%

1,202,400 1,082,548 90%
11,171,322 11,607,730 104%
7,384,000 7,608,431 103%

308,080 591,030 192%
7,692,080 8,199,461 107%

18,863,402 19,807,191 105%
-429,402 829,772

0 -70,092
759,680

(*1)特定正味財産（歴史館寄付金）の振替
(*2)会計コンサル料、租税公課を含む

会費収入

事業費
委員会費用
活動振興費

表2　　2017年度収支報告書

経常外収支
当期収支計

活動費計

収入計

管理費計
支出計
収支計

通信費
運営管理費

事務局費用
その他一般管理費(*2)

単位：円

科　目 金　額 科　目 金　額

[　流動資産　] 20,527,238 [　流動負債　] 1,721,642
　現　　　金 94,331 　未払金 83,449

　預り金 110,293
　ゆうちょ銀行 10,885,628 前受金 1,176,000

未払い法人税 70,000
　普通預金 3,344,499 未払い消費税 281,900
　　みずほ銀行･新宿中央 552,932
　　三菱東京UFJ･新宿通　 1,351,396
　　りそな銀行・新宿 117,195
みずほ歴史館寄付専用 1,322,976
　定期預金 6,000,000
　　三菱東京UFJ･新宿通　 6,000,000

　　　　　[　純資産 ］ 19,162,740
　前払費用 202,780
　仮払金 0 　期首一般正味財産 17,110,084

　当期損益 759,680
[ その他の資産 ] 357,144   指定正味財産 1,292,976

　敷　　金 357,144

資産合計 20,884,382 負債･正味財産の合計 20,884,382

正味財産の部

借　　方 貸　　方

資産の部 負債の部

表３　　2017年度末貸借対照表
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もっている人々が、この法人を通して半導体関連産業

との関係を持ち続けることで、・・・」に変更する。 

（２）第 5 条：「（３）学生会員 この法人の事業に賛同して

入会した高専、大学学部、大学院修士課程及び博士

課程、またはこれに準ずる学校の在学生」を追加する。 

（３）第 7 条：「2 学生会員については入会金及び会費

を無料とし、学生会員の享受可能なサービス内容は

別に定めるものとする。」を追加する。 

（４）第 10 条：「（４）学生会員が学生の身分を喪失したと

き。」を追加する。 

（５）第 11 条：社員総会の構成を「すべての社員」から

「学生会員を除くすべての社員」に変更する。 

（６）第 13 条：社員総会の開催要件を「社員総数の過半

数の出席」から「構成する社員総数の過半数の出席」

に変更する。 

（７）第 19 条：「副理事長及び専務理事の設置人数をそ

れぞれ１名置くことができる」から「副理事長及び専務

理事を置くことができる」に変更する。 

という変更提案であった。 

 

議長から質疑を促されたが、特に異論なく、拍手で 

  Ⅱ号議案は承認された。 

 

 

Ⅲ．2018 年度活動計画 

活動の基本方針が内海理事長から紹介された。 

「当協会は 20 周年を迎えた

が、当協会の強みである会

員の持つ知識、経験と豊か

な人脈であり。協会の活動も

時 代 の 変 化 に 対 応 し て 、

個々の活動を見直し、会員

の皆様のご要望にお応えで

きるよう施策を検討し、実行に移していきたい。その結果

が協会の発展・安定化を図り、半導体関連産業の支援

につながるとの思いから地道に努力していく所存です。」

と述べられた。 

ついで、下記の６項目の重点施策が紹介された。 

（１）20 周年記念行事を着実に実行する。 

（２）活動への参加を促進する。 

  ・地方会員の委員会活動への参画機会を増やす施

策を模索し、実行を目指す。 

  ・遠隔地からの視聴可能なフォーラムを実現する。 

  ・多くの会員から寄稿を求め Encoreへ掲載する。 

  ・会員の保有する知識、経験を活かす・・・会員参加

型請負事業(STaP)へかかわる会員のすそ野を広

げる。 

（３）会員交流の場をより活性化させる。 

  ・懇親会、文化活動によりネットワーク構築の場を

設けるとともに会員の人生がより充実するよう支援

する。 

（４）半導体関連産業の歴史記録を充実させ、活用を

促進する。 

（５）財務構造を強化する。 

（６）会員拡大を推進する。 

最後に、 

  ・新規会員獲得へのご協力のお願い 

  ・委員会活動への積極的な参加 

  ・会員サービスの向上のためのご意見・ご要望 

について会員の皆様へのご協力のお願いがされた。 

 

各委員会活動計画 

9 委員会の活動計画が各委員長から報告された。 

報告者は以下の通り 

・講演企画委員会 遠藤委員長 

・編集委員会  野中委員長 

・文化活動委員会 野澤委員長 

・関西地区委員会 井上委員長 

・九州地区委員会 荒巻委員長 

・教育委員会  市山委員長 

・論説委員会  渡壁委員長 

・半導体歴史館委員会 向 委員長 

・STaP 委員会  吉澤委員長 

 

2018 年度予算案 

事務局長より報告。 

総収入 20,763,200（18,763,200+2,000,000）円、

総支出 20,748,705（20,678,705+70,000）円、当期収

支 14,495 円。（表 4 参照）の予算が提案された。 

事業収入は、リスクを考慮して少なめに予算化され

ている。会費収入は、個人会員が減少する中で昨年

度より高い目標が設定されている。活動経費では、20

周年記念行事費用に一般正味財産より２百万円を引

き当てている。 

 

以上報告後、議長より会員に対し質疑が促されたが、異

論なく拍手をもって 

  Ⅲ号議案は承認された。 
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Ⅳ．役員選出 

内海理事長から役員候補として 

理事再任：青木昭明、市山壽雄、井上道弘、内海 忠、

野澤滋為  

監事新任：眞鍋研司 

監事再任：中川洋一 

が推挙された。 

橋本浩一、馬場久雄、増原利明、吉澤六朗 4 氏は理

事を留任、監事の井入正博氏は本総会をもって任期

満了により退任する旨が報告された。 

議長より会場に賛否確認がなされ、 

Ⅳ号議案は承認された。 

 

以上により、予定された議案は全て承認され、議長の

閉会宣言があり、定刻に総会は終了した。 

 

臨時理事会 

社員総会後直ちに理事会が開催され、互選により内

海 忠氏が代表理事・理事長、市山壽雄氏および野澤

滋為氏が副理事長に選任されました。 

続いて理事の役割分担、運営体制が審議され、2018

年度運営体制(表 5 参照)は次の通りになりました。 

 

 

【お詫びと訂正】 

議案書の一部に記載ミスがありましたことをお詫びし、

ここに訂正いたします。 

訂正箇所 7 ページ 表の 5 行目 

誤： 555,036 円 ⇒ 正：555,673 円 

 

単位：円
2018予算案 2017実績 増減額

会費収入 7,536,500 7,511,960 24,540
個人会費 2,370,500 2,282,500 88,000
賛助会費 5,166,000 5,229,460 -63,460

事業収入 10,263,500 12,569,330 -2,305,830
寄付金等 500,000 418,000 82,000
特定正味財産の振替(*1) 463,200 137,036 326,164
雑収入 0 637 -637

18,763,200 20,636,963 -1,873,763
6,380,505 7,152,564 -772,059
2,905,200 2,535,597 369,603

活動振興費(*2) 2,280,000 659,428 1,620,572
通信費 200,000 177,593 22,407
運営管理費 960,000 1,082,548 -122,548

12,725,705 11,607,730 1,117,975
事務局費用 7,303,000 7,608,431 -305,431
その他一般管理費(*3) 650,000 591,030 58,970

7,953,000 8,199,461 -246,461
20,678,705 19,807,191 871,514
-1,915,505 829,772 -2,745,277
1,930,000 -70,092 2,000,092

収入(*4) 2,000,000 0 2,000,000
支出 70,000 70,092 -92

14,495 759,680 -745,185
(*1)特定正味財産（歴史館寄付金）からの振替
(*2)20周年記念行事費用2百万円を含む
(*3)会計コンサル料、租税公課を含む
(*4)一般正味財産からの取崩し

表4　　2017年度予算

事業費
委員会費用

当期収支計

収入計

活動費計

管理費計
支出計
収支計

経常外収支

内海　忠 理事長（代表理事）

市山壽雄
副理事長
教育委員会委員長

野澤滋為
副理事長
文化活動委員会委員長

吉澤六朗
執行会議議長
STaP委員会委員長

青木昭明 知財権担当
井上道弘 関西地区委員会委員長

橋本浩一 法務担当
馬場久雄 広報担当
増原利明 財務担当
中川洋一
眞鍋研司
遠藤伸裕 講演企画委員会
野中敏夫 編集委員会
野澤滋為 文化活動委員会
井上道弘 関西地区委員会
荒巻和之 九州地区委員会
市山壽雄 教育委員会
渡壁弥一郎 論説委員会
向 喜一郎 半導体歴史館委員会
吉澤六朗 STaP委員会
羽田祐一 諮問委員長
内山雅博
佐々木元
島　　亨
高橋令幸
竹下晋平
長谷川義榮
堀内豊太郎
溝上裕夫

名誉顧問 川西　剛
特別顧問 牧本次生 日本半導体歴史館館長

牛尾眞太郎
梅田治彦
大山昌伸
河崎達夫
金原和夫
小宮啓義
志村幸雄
平林庄司
牧野　力
桜庭修平 事務局長
外所和博
高橋智子

事務局

顧問

表5　　2018年度運営体制

理事

監事

委員会
委員長

諮問委員
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【記念式典】 15：45～＠202号、参加者数：92名 

 

SSIS設立 20周年記念行事 

は、2018年度社員総会に引き

続き、学士会館にて行われた。 

記念式典は、定刻に市山副

理事長の司会・進行により、厳

かに始まった。            市山 副理事長 

                      

まず、当協会の内海理事長

による挨拶が行われた。 

当協会は、「半導体関連業

務に携わる・携わった方を対象」

として 1998年 1月 23日任意

団体「半導体シニア協会」でス

タート、2009年 4月 1日一般    内海 理事長 

社団法人取得、2011年 2月 1日「半導体産業人協会」

に改名し、今日に至っております。 

歴代の理事長としては、設立時の初代川西さん、歴史

館設立・財政基盤改革をされた牧本さん、参加型受託

事業を導入した橋本さんに続き、私が 4代目となります。 

半導体産業（世界と日本）の環境を鑑みるに、日本の

社会は今後高齢化による働き方改革が望まれており、先

ほどの理事会にて「半導体関連産業に深い関心を持つ

人を対象」と定款を拡大修正しました。当協会では、人

の繋がりによる活動力を源泉とした元気な年配者（老人

ではない）が活発に活動できるようにと考えています。 

 

活動報告は、SSIS 執行会議

吉澤議長（理事）により、「半導体

産業人協会（SSIS）のこれまでの

20 年の総括と今後の抱負」と題

し行われた。総括は、設立から

2008年迄の「SSISの創設と組 

吉澤理事     織の形及び発展の礎づくり」を第 

 

一期草創期とし、2009 年から 2018 年迄を「SSIS の活

動の発展・深化と主な活動成果」の第二期発展期－1 と

して報告された。 

第二期の主な活動成果として、一般社団法人化と組

織名称改称、個人参加による仲間・社会とのつながりと

賛助会員企業構成での発展、2018年 2月現在は 9委

員会構成で活発な活動実施、協会収入推移と構造変化

では事業収入が 2015年以降は協会年間収入の半分ま

でに成長した（下記棒グラフ：会費・事業・寄付等）、また

会員は関東首都圏に集中しており 2017年 12月末時点

で個人会員 243人及び賛助会員 56団体となったこと等

が報告された。 

   

今後の抱負は、現在「5 ヵ年中期計画」を策定中であ

り、①個人会員・賛助会員数の増加策、及び、②現行会

員へのサービス強化策の二つの指針が示された。 

①個人会員・賛助会員の増加策としては、学生会員

制度の導入、人脈構築支援・講演会等による現役世代

に役立つ施策の拡充、個人・企業の協会への関心を高

めるための会員参加型事業やカスタム教育の受託範囲

の拡大さらにシリコンバレーツアー企画実施等による各

委員会活動の強化策、協会のユニークな存在・活動の

積極的な情報発信と企業から新 OB への紹介依頼策、

賛助会員企業への付加価値の提供策、さらに海外企業

への勧誘策、等が示された。 

2018 
2.22 

資料提供：20 周年記念プロジェクト 

SSIS 設立 20 周年記念行事報告 

於：学士会館 

【記念式典】             【記念講演】             【祝賀会】 

本原稿は、20 周年記念プロジェクトの資料を基に編集委員会がテープ起こしをしました。 
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②現行会員へのサービス強化策としては、協会の各

種事業・委員会活動への積極的参加による価値の共有、

IT 活用などによる地方会員へのサービスの拡充策、等

が示された。 

 

 

来賓祝辞は、経済産業省商務情報政策局情報産業

課デバイス・情報家電戦略室室長の田中信彦様から頂

いた。 

IoT や AI 社会の中核であ

る半導体産業は、作るのみで

なく利用ユーザへの社会的対

応が重要であります。当省で

は 第 4 次 産 業 革 命 、

Society5.0 に向けた新たな

仕組みである「 Connected 

Industries」を提唱し、その実  経済産業省 田中室長 

現を目指しています。 

個人･企業･講演会･教育活動等が Connected されて

いる貴協会の 20 周年に敬意を表します。また当省では、

人生 100年時代に向けては「リカレント教育（学び直し）」

を通じたシニア人材が重要な役割を担うと想定しており、

貴協会が真にこのシニア人材としての存在価値を有す

ると思います。今後の貴協会の発展を期待します。 

 

感謝状は、協会設立当初からの会員であり多大な貢

献をされた 6名の個人会員と賛助会員企業 6団体の代

表者に、内海理事長から贈呈された。 

授与された個人会員は、川西 剛様、河崎達夫様、山

根正煕様、梅田治彦様、金原和夫様及び牧本次生様の

方々でした。また、授与された賛助会員企業は（写真右

から）、㈱フジキン、㈱安川電機、SEMI ジャパン、ニッ

タ・ハース㈱、㈱日本マイクロニクス、東芝デバイス&スト

レージ㈱の 6団体でした。 

   

個人会員感謝状贈呈者（敬称略：右から） 

川西 、河崎、山根、梅田、金原、牧本の 6 氏 

 

 

賛助会員感謝状贈呈 6 団体代表者 

 

そして、感謝状を授与された

方々を代表し、初代会長の川西

名誉顧問による謝辞・挨拶が述

べられた。 

20 周年おめでとうございます。

「あれから 20 年たった！」この間

の協会関係者各位のご努力に

敬意と感謝を申し上げます。     川西 名誉顧問 

また、これからの協会会員資格について「関心があれ

ばよい」とする定款には同感であり、会員各位の素晴らし

い知的財産を十分に活用して発展して頂きたい。 

トランジスタが発明されてまだ 70 年、まだまだ、「半導

体産業は若い」です。 

私も今年 90 歳を迎えました。「半導体と同様まだまだ

若いと自負しております。今後とも頑張りましょう！」 との

力強い挨拶で式典は締めくくられた。 
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【記念講演】 17：00～＠202号、参加者数：168名 

 

記念講演は記念式典に引

き続き同会場にて行われ、講

演は、増原理事による司会で

開始された。講演に先立ち講

師紹介及びテーマが紹介さ

れた。 

増原 理事 

 

講演講師は、㈱ブロード

バンドタワー代表取締役会

長兼社長 CEO 藤原洋氏、

講演テーマは、「第 4次産業

革命による半導体産業の構

造変化と日本の役割」と題し

行われた。                    藤原 洋 氏 

本日は半導体産業人協会設立 20周年、おめでとうご

ざいます。現在の企業の存続率（寿命）は、10 年で 4％、

20年では 0.03％となります。貴協会は 20周年ということ

ですので、素晴らしい生命力であると思います。 

 

1. 講演要旨 

第 4次産業革命のインパクトは、PCに続いてスマート

フォン関連市場の飽和をもたらし、今後の成長が期待さ

れるのが、IoT・AIデバイス分野である。また、バッテリー

駆動端末機器が急速に高機能化している中で、基幹部

品の一つであるメモリも不揮発性及び演算回路との融合

形態に進化している。新たな時代に向けメモリには、プロ

グラム格納、データ保存、性能調整（トリミング）、暗号キ

ーの保存機能などが求められる。 

さらに今後成長が確実視される IoT/AI関連装置の構

成部品としてもメモリは不可欠である。加えて演算機能を

備える不揮発性半導体の技術開発により、低コスト・低

消費電力の組み込み型メモリが、各種センサー、エッジ

コンピュータあるいはフォグコンピュータの大量普及を可

能にし、今後の IoT市場の急速な拡大が見込まれる。 

本講演では、ユーザー視点から、半導体産業の構造

変化の本質と日本の役割について述べる。 

 

2. 日本の失われた 20年とは? 

～欧米先進国とアジア主要国の中で 

日本の GDPだけが減少～ 

世界の先進国とアジア主要国 11か国をGDPの視点

から見ると、インターネット商用化の1994年から2014年

までの 20 年間での増減率は、日本だけが GDP（3.4％

減）及び 1 人当たりの GDP（6.6％g 減）ともに減少して

いる。（図 1） 

 
図 1 

また、2014 年での企業価値を日本企業トップ 10 社

（経団連企業：1068B$）と創業 20 年未満の米国トップ

10 社（Google,facebook,amazon,yahoo 等：1260B$）

とを比較すると、明らかに米国トップ 10 社の方が企業価

値が高い結果を示した（図 2）。米国社会は AI（After 

Internet）社会、日本社会は BI（Before Internet）社

会といえる。特に米国では、この20年間でインターネット

により従来と同等の企業価値を持つニューエコノミーが

誕生しているともいえる。 

  

図 2 

また、MIT Tech.Rev. による 2014 年の世界の「イノ

ベーションを起こしている会社 50 社」にも、日本企業は

1 社もランクインしておらず、米国・中国・ドイツ・韓国・英

国・イスラエル企業はランクインしている。 

やはり、日本企業に求められるのは何よりもイノベー

ション（革新力・変革力・実行力）である。 「とりあえずや

ってみなはれ！」という言葉がここ 20 年間忘れられてい

るような気がする。 
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日本の人口問題では、国土交通省によると約 10年ほ

ど前の 2006 年をピーク（12,774 万人）に以降は減少し

ており、今後は減少と高齢化の一途をたどることになる。

つまり消費者の数は確実に減少するとみられる。 

このような人口減少問題があるため、「一人当たりの労

働の質」を高める必要がある。つまり、「人が働く」から「モ

ノが働く」必要性が出てくる。その 1 つの解が、「ネットワ

ーク利用による IoT&AI活用」となるだろう。 

 

3. ネットワーク端末の展望 

自動車、家電、ロボットなどあらゆるモノがインターネッ

トにつながり、情報のやりとりをすることで新たな付加価

値を生み出す IoT時代の本格的な到来が期待される。  

そこではスマートフォン、PCの接続数の大きな増加が

見込めないのに対し、モノがインターネットにつながり始

めた（IoT デバイス）のである。つまり低ビットレートの

LPWA（Low Power Wide Area）などインターネットに

つながる IoT 端末数は今後大きな増加が期待される。

（図 3） 

 

図 3. Ericsson Mobility Report ; 2016 年 11 月 

 

4. 第 4次産業革命の到来と日本 

第 4 次産業革命の口火を切ったのが、2011 年のドイ

ツの Industorie4.0 である。これまでの第 1 次から第 3

次産業革命に次ぐ第 4 次産業革命は、IoT による効率

化である。この中身は、所謂「kaizen」つまり日本の改善

であり、生産現場での改善が主体であった。つまり、ド

イツの Industrie4.0 の手本は実は日本の改善（製造

業革命）であったのである。 

 

その後、世界各国で第 4 次産業革命の国家プロジ

ェクトができた。（図 4） 

 
図 4. 世界各国で進行する第 4 次産業革命 

ここで、第 4次産業革命の本質を考察すると、「イ

ンターネット（IoT）」がもたらす革命であると言え

るだろう。つまり、この革命は製造業を超えてあら

ゆる産業に波及し、事業モデルを転換する新たな産

業革命となるのである。 

IoT（ビッグデータ/AI/人工知能）を支える数理科

学を原理とし、「アナログ情報のデジタル化」（第 3

次産業革命）を超えて、「ビジネスモデルの転換」を

もたらすもの、と言える。 

第 4 次産業革命の本質を言い当てているのが、

2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ス

トルターマン教授の提唱した「デジタルトランスフ

ォーメーション（Digital Transformation）」であろ

う。 

この概念は、「IT の浸透が人々の生活をあらゆる

面でより良い方向に変化させる」というもので、デ

ジタル化の第 1フェーズは IT利用による業務プロセ

スの強化、第 2フェーズは ITによる業務の置き換え、

そして第 3 フェーズは業務が IT へ、IT が業務へと

シームレスに変換される状態となる。 

つまり、人工知能やロボテックス等の IT技術の革

新により部分的に実現され、現実世界と仮想世界と

が一体化する社会へと発展する。 

ここで改めて日本の産業革命の本質を考え直すと、

図 5のようになるだろう。 

テクノロジーが新しい社会を創るという流れの産

業革命のフェーズ変化を規範とプレイヤーで表すと、

封建社会が第 1の産業革命及び第 2の産業革命でモノ

である動力機関及び物質科学により資本家と労働者の

工業社会 I と II を創った。そして、第 3 の産業革命

では情報である電子情報通信技術で情報社会 I を創

り、次の第 4の産業革命は、IoT/BigData/AI技術で

情報社会Ⅱを創ろうとしている。ここでのプレーヤ

ーは生産者と消費者である。 
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 図 5. 日本の産業革命の本質 

そして、日本の世界との勝敗は、産業革命以前の封

建社会は割合庶民は良かったので〇、そして第 1 の産

業革命では対応遅れで×、第 2の産業革命では急速な

経済発展で〇、その後第 3産業革命では日本はのんび

りしていて×である。第 4の産業革命ではどうなるかは順

番では〇であろう。すなわち、日本はこれから情報社会

フェーズⅡとどう向き合うかが決め手になるのである。 

 

5. 半導体産業の構造変化 

1993年から 2016年までの半導体産業のトップ 10の

売上高ランクの変化を見ると、図 6 のようになる。実にイ

ンターネットの登場した 1994 年以後半導体産業を支え

た産業が変化している。2016 年には Qualcomm が登

場している。 

そして、2020年になるとさらに変化し半導体産業は多

様化する（IoT化する）。 

 

 

図 6. 世界の半導体産業の Top 10 

 

 

6. 日本の取り組むべき重点領域 

～ IoT／AI／5G／ITS ～ 

先ず、IoT のポテンシャルはアジアでは日本がトップ

になるだろう。そして、IoT がネットビジネスを進化させる

であろう（図 7）。 

ここで重要なのは、情報発信源によるネットビジネスの

進化であり、第 1 世代ポータル型ではサービス事業者

（amazon,yahoo,google）が発信源、第 2 世代 SNS 型

では利用者は人（facebook,twitter）である。ここでは日

本企業は出てこないのは、日本語の使用人口の少なさ

である。そして、第3世代の IoT型となると情報発信源は

機器（モノ：Things）となる。ここになると言語の障壁のな

い日本の出番となるだろう。 

 

図 7. 情報発信源の変化とネットビジネスの進化 

 

実際、現在ではモノの接続は人間を超えている。図 8

は、2003年から 2020年までの世界の人口推移とインタ

ーネットに接続されるデバイス数、そして 1 人当たりのデ

バイス数を示す。2015 年ではデバイス接続数は人口

（75億人）の約 3.5倍（250億）、2020年では約 6.6 倍

に増加する。真に IoTが原動力となる時代である。 

 
図 8 
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そして、IoT/BigData/AIのインフラが 5G と ITSであ

る。第 1 産業から第 3 次産業までをスマート化するのが

IoT/BigData/AI による「スマート産業」であり、5G/ITS

とこれを補完する衛星通信網/WiFi/近距離無線による

IoTネットワークの構築である。 

そして、2020 年に向けての新産業創出の課題と方向

性は、IoT 社会の実現（一億総活躍社会）のためには、

第 1次産業から第 3次産業のイノベーションを首都圏と

地方との連携による「地方創生」と、大企業と大学等研究

機関とベンチャー企業とのオープン・イノベーションによ

る「新産業創生」とを実現することである。 

 

7. 2030/2040年へ向けて 

～おわりに～ 

社会課題からの未来を予測すると図 9 となり、今年

2018年は働き方改革、2020年は生産性改革、2025年

はヒトの補完、2028 年は完全自動化そして 2030 年は

AI/ロボットの生活浸透となる。また、各課題に対する電

波利用や電波利用環境は 2018 年は 4G+WiFi、2020

年は 5G+LPWA 始動、2025 年は 5G+LPWA 本格普

及、2028 年は 5G+LPWA 本格普及そして 2030 年は

6G+LPWA始動となる。 

 

図 9 

 

そして、現在から 2030 年/2040 年を予測して社会課

題/原因/対応（本質究明）/対応（具体策）について考察

する。イノベーションと産業構造の変化がキーワードとな

る。 

本質究明としてのイノベーションはインターネットの登

場によってテクノロジー、デモクラシー、メディアそしてデ

ィプロマシーのイノベーションが継続的に起こっている。 

また、本質究明としての産業構造変化はインターネッ

トの登場によるイノベーションの結果、供給者側の論理

から需要者側の論理への構造変化が継続的に起こって

いる。 

具体策としては電波による産業のデジタル化と IT 人

材育成である。前者はワイヤレス AI コンピューティング

であり、後者は「数の時代」から「質の時代」となるだろう。 

 

最後に、半導体産業の構造変化への対応は、図 10

に示すように「垂直モデルの確立」と「最終サービスから

半導体を考える」ことが重要となる。 

 

 

・各産業分野でのデジタルトランスフォーメーション・ 

モデルを確立すること。 

・最重要なデータ収集に注力したビジネスモデルの構

築が必要 

・AI 活用領域は、人やモノとのリアルな接点が多数存

在する 

・「自社と他社分担」の明確化と国際的オープンイノベ

ーション戦略の実行 

 

 

 

図 10 
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【祝賀会】 18：40～＠201号、参加者数：136名 

 

祝賀会は、会場をパーティ

会場に移して行われた。野澤

副理事長の司会により定刻に

始まり、会場は 100 名を超す

参加者数となっていた。 

 

野澤 副理事長 

 

開宴の挨拶は、当協会の特

別顧問・日本半導体歴史館館

長そして元理事長の牧本次生

様により開始された。 

20 年を振り返ると、激動の

20年だった。約 10年前のリー 

マン・ショックを契機に、協会の   牧本 特別顧問 

賛助会員の退会が続く苦難の時期もありましたが、何と

か自立でき、本日の 20 周年を迎えることができました。

関係各位のご努力・ご協力に感謝申し上げます。 

これからは社会貢献・人生 100 年時代が叫ばれてい

ます。健康寿命（死ぬまで元気！）を維持するための 3

要素は、バランスのとれた食事、運動、そして人の輪（繋

がり）です。これらを念頭に、さらなる当協会の発展を祈

念します。 

また、司会者から牧本特別顧問の IEEE2018 年ロバ

ート・ノイス賞の受賞決定、受賞タイトルは「CMOS メモリ

とマイコンの技術・経営面におけるリーダシップ」との吉

報がアナウンスされた。 

 

祝賀会の来賓祝辞は、先ず、

総務省関東総合通信局長の関

啓一郎様から祝辞を頂いた。 

政府主導の少子化に伴う人手

不足対応の「働き方改革」と「生

産性革命」は、2020 年までに断

行する方針である。 

この対応には、ネットワークとイ     関 局長 

ンターネットによる IoT（見える）化するというもので、半導

体が再び重要なキーテクノロジーとなると思います。  

このようなサイバー&フィジカルシステムの導入により

IT 業界のみならず、全ての業界での制御系での変化が

起きるだろうと思います。見方を変えると、全てのシステ

ムが標準化されコモディティー化されると予想されます。 

オペレーション技術（OT）分野での ICT との融合と、

独自仕様であった工場・プラント制御システムでの標準

化の進展という 2 つの動きは、日本企業にとってビジネ

スチャンスになると言えます。日本企業は製造現場に強

く、古くからコンピュータとコミュニケーションの両分野を

得意とするからです。 

日本政府はこの変化に対し各省間の境界を越えて対

応する方針です。業界各位のご理解とご協力をお願い

します。 

 

次に、台湾貿易センター東

京事務所所長の呉俊澤様か

ら祝辞を頂いた。 

SEMI の発表によれば、

2017 年の台湾の半導体チッ

プ、半導体製造装置及び半

導体材料とも売り上げは過去      呉 所長 

最高となり、2018年も好況と思われます。 

一方、この好況維持のためには、半導体人材の育成・

開発・確保であります。シリコンバレーのみならず、世界

中で技術者不足になっています。半導体関連国間の協

力が不可欠となっています。 

貴協会には、人材関連で日頃から意見交換やご支援

を頂き、感謝の意を表します。今後ともご協力をお願い

すると共に、貴協会の益々の発展を祈念します。 

 

さらに、祝賀会の来賓祝辞

は、熊本県東京事務所所長の

渡邉純一様から頂いた。 

貴協会の設立 20周年、お 

めでとうございます。  

また一昨年の熊本地震に際

しましては、いち早い貴協会の     渡邉 所長 

ご支援に感謝申し上げますとともに、貴協会のこれまで

の取り組みが、現在の半導体産業の支えになっており、

その更なる発展に寄与されていることに敬意を表しま

す。 

本県では、熊本地震からの創造的復興に向けて、「熊

本復旧・復興４ヶ年戦略」推進のため、県を挙げて全力

で取り組んでいるところでございます。 そのような中で、

企業誘致につきましては、半導体関連を中心とした企業

様の新設・増設が増え、一挙に V字回復となっておりま

す。 

今後さらに誘致活動に力をいれて取り組んでまいりま

すので、ご理解・ご協力を賜りたいと思います。 



18         半導体産業人協会 会報 No.100 (’18 年 4 月) 

次に、祝賀会の乾

杯の発声は、前理事

長の橋本浩一様により

行われた。 

本日は、ご来賓の

方々のご参加有難うご

ざいます。 

当協会は 1998年、       橋本 理事 

我が国の半導体産業が低迷時期となった真っただ中に

設立されました。 

それから 20年後、本日ご報告した状況になりました。

これまでの会員の皆様のご支援に感謝申し上げます。  

では、今後の日本の半導体産業及関連各位のご健

勝を祈念して乾杯をお願いします。 

 

 

祝賀会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫しの歓談時間の後、

閉会挨拶は、当協会の諮

問委員長の羽田祐一様

により行われた。 

中締めをさせていただ

きます。本日は長時間ご

参加いただきましてありが

とうございます。            羽田 諮問委員長 

問題は将来です。予測は当たらないことを前提に仕

事はすべきだと思います。 

成功率はベンチャー企業が有望であり、ベンチャー

企業を育てるのが国の役目の 1つだと思います。 

皆さんは、今が一番若いのです。若いとは青春です。

人間は死ぬまで青春だと思います。青春とはチャレンジ

である。常にチャレンジ精神です。 

もう一つは「4C：Change、Chance、Choice、そして、

Challenge」です。 そしてさらに「Speed」です。 

迫力あるスピーチの後、一本締めで祝賀会はお開き

になった。 

 

長時間にわたる記念行事にもかかわらず、祝賀会の

参加者は、136名となっていた。 
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 日本データクエスト社から伯東へ入社して間もない

頃、元 SEMIJapanの初代代表中山蕃さんが伯東の高

山社長の所に来られ、「日本の半導体を世界一にした豊

富な経験と知識を持った人材（貴重な財産）が退職して

行く、この方達がさらに活躍してもらえる協会を作りたい」

旨、話され、同席していた私にすぐ、「お手伝いするよう」

にと指示があり、即刻協会設立に加わることになった。 

すでに設立趣意書は出来ていた。 

お金がなければ協会は作れないと直感した私はすぐ

に調べたが、資金計画とその入手方法が具体的に検討

されている様子はなかった。 

協会の設立とその活動の内容を想定して、必要なお金

を試算すると、年間 1,500～2,000 万円近くのお金が必

要であることがわかった。 

設立を目指している協会は、企業からの会費や補助

金は無く、個人会費と不足金は自力で集めなければな

らない。 

そこで私の役目は資金集めに目途をつけることであると

自ら決めて行動に移った。 

支援を求めて大手半導体メーカを訪問してみるとほとん

ど企業が設立に反対であった。びっくりした。 

理由は立派な設立趣意書が独り歩きして、誤解を招い

ていたのである。 

設立者側の趣意も受ける側から見ると真逆で、設立に

何を心配しているかが分かった。 

半導体産業研究所を中心に丁寧な説明をして誤解を解

く根回しをして、賛意をもらうまでに 4～5 ケ月がかかっ

た。 

これで費用の大半が確保できる見込みが立ちほっとした。 

しかし、年間 1,500 万円の予算を会員約 150～200 名

が使用するというのは贅沢な協会である。 

それだけに、半導体シニア協会が本当に日本半導体産

業の発展に貢献し、且つ協会の会員の皆さんが今後の

豊かな人生を送るために、この貴重なお金を如何に有

効に使うか？が私の次の大きな課題になった。 

しかし、これに関しては、多くの方々が既に設立準備

とその後の立ち上げに手弁当でそれぞれの関心事に従

い活躍できる分野、分野毎に、様々なアイデアで取り組

まれ、議論し、検討し、自ら行動に移し、試行錯誤しなが

ら今日の基本的な姿を作り上げてこられました。 

去る 2月 22日、SSIS設立 20周年記念式典で私は

感謝状を頂きましたが、これは設立準備から立ち上げに

寸暇を惜しんで様々な分野や仕事で自ら働き、現在の

協会の基礎を作り上げて来られた多くの方々に授与され

たもので、私が皆さんを代表して頂いたものと思っており

ます。ありがとうございました。 

東京での半導体シニア協会の設立と同時に、河崎達

夫運営委員長が自ら責任者になって関西支部を立ち上

げられました。 

設立当初の主要な活動は、会報誌「Encore」を発行

すること、研修会、文化活動を行うことであった。いずれ

も現在の編集委員会、講演企画委員会、文化活動委員

会の活動と同じでした。 

協会の顔である会報誌「Encore」は信越半導体を退

いた川崎芳孝さんが、紙面の配置や全ての原稿書きか

ら、編集、さらに会報に面白みと会員全員参加型の会誌

を目指して川柳 SSIS 版を設け自ら作詩され、見本を示

され奮闘されました。 

会報の企画内容は運営委員の有志が知恵を出し合って

ビルドアップしてきました。 

九州在住の荒巻和之さんが九州地区委員会を立ち

上げ、今日なお生き生きとした活動をされており SSISの

幅の広さを物語っています。 

論説委員会の論説は初めの頃は内外で異を唱える声

もあったが、近年前向きな論説になり楽しみにしている

方が増えた様に思えます。 

人材紹介業務はシニア協会に適した仕事であろうと

設立以来チャレンジしてきましたが、人の人生と生活費

に直結する業務であり、協会組織では難しいものであっ

たと思います。 

協会の収入源にしようと、会員有志も 1,950万円出資

して SIPEC というベンチャーを立ち上げましたが、残念

ながら倒産してしまいました。 

 

設立準備から立ち上げの頃を振り返ってみて 

SSIS会員  山根 正煕 
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趣意書に反して知識と経験ないことにチャレンジしたか

らかも知れません。 

初期の6～7年間、運営幹事や事務局長を引き受け、

前例のない協会の立ち上げと道標のない運営で困惑し

たこともありましたが「燃え上がる」運営委員の皆さんの

「やる気」と提案や問題に試行錯誤して取り組み今日の

基礎固めをすることが出来たのか？なアと、所期の役割

はそれなりに果たせたかなと思っております。 

資金の確保に苦労をしたことから、お金の大切さと、そ

れを使って如何に半導体産業界に貢献し、また会員自

らの満足感をどう満たして行くか？を私なりに設立当初

から色々と思い巡らせていましたが、20 年を経た今日そ

れらのほとんどが理事長はじめ役員、運営委員の皆さん

や会員の一人一人の現状認識と努力により実現しつつ

あることを知り、安堵し、うれしく思っております。 

個人会員を増やす努力は、SSIS 創設以来のテーマで

あります。 

半導体産業人協会になった今、会員の潜在需要であ

る「現役の人々」や「まもなく退職を迎える人々」に SSIS

は有用で興味ある会であることを広報・宣伝・体験・認識

していただくために数年先をみて先行投資を考える時期

ではないか、と思っています。 

20年も続いた SSISは設立趣旨を守りつつ環境の変

化に対応して行けば此の先さらに長く続くだろうと期待し

ております。 

勿論、私も SSISの会員の一人として、さらなる発展に尽

力したいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

SSISが今年めでたく設立 20周年を迎えたことはご同

慶の至りであります。 

ここまでご尽力されて来た多くの方々に心からの敬意を

払い感謝いたします。 

SSIS の創立以来会員として今日に至るまで、尊敬すべ

き先輩・友人に恵まれ有意義なシニアライフを過ごすこと

が出来たことは SSIS に入会したお陰であると心から喜

んでおります。 

私はコマツの建設機械や鉱山機械の開発・設計・製

造に携わってきて半導体産業とは本来まったく無縁であ

りました。1992 年からコマツ電子金属（株）の社長として

顧客であるシリコン・ウエーファのユーザーである各社の

半導体事業部門を訪問する機会を持てたことが半導体

産業と深く関係を持つ始まりでありました。毎年ハワイで

行われる SEMI 主催の ITPC（International Trade 

Partners Conference）にも出席し、1995 年には日本

側の委員長を務めたこともあって、半導体産業に関わる

内外の専門家多数の知己を得ることが出来ました。その

後コマツの役職を退任し、これから何を楽しみに余生を

送ろうかと考えていた時期に SEMI Japan におられた

中山蕃さんから半導体産業の OBの会を作りたいのでと

誘われて仲間に入れて頂きました。1998 年、半導体シ

ニア協会（SSIS）は会長 川西剛さん 運営委員長 河

崎達夫さん 事務局長 中山蕃さんで発足し、私は運営

委員をお引き受けしました。 

会員は個人会員と賛助会員から成り、東芝、日立、

NEC、三菱電機、サンヨー、ソニー、沖電気などデバイ

スメーカーから高額の賛助会費の納入を頂いて、豊かな

財政基盤をもってスタートしました。個人会員の皆さんは

日本の半導体産業を世界一にしたという自負の念をもっ

ておられ、半導体に関しての知識・経験が豊富で、大変

アクティブな方ばかりでありました。それぞれの出身企業

のコーポレートカルチャーを身に着けておられ、個性の

強い方が多い集まりで、まとまって行動するのは容易で

はないと思われましたが、川西会長の素晴らしいリーダ

ーシップの下で順調にスタートすることが出来ました。 

SSIS 20周年に寄せて 

 
SSIS顧問  梅田 治彦 
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初期の運営委員会の議題は、長らく半導体産業に従

事してきた個人会員の知識・経験を生かして、希望者に

第二の就職の機会を提供することや半導体シニア協会

が独自で営利事業を行う方策などについて盛んに議論

が行われました。会報『アンコール』発行の編集委員は

じめ勉強会、講演会、見学会なども運営委員の有志が

ボランティアとして分化委員会を組織し立案・実行される

ようになりました。 

個人会員を対象とした勉強会や講演会の内容は『シ

ニアとして余生をどのようにして送るか』など日常の行動

についてのガイダンスを期待する向きもありましたが、大

多数の希望は最先端の半導体技術に関することであり

ました。従って講師には企業や大学から最新の情報を

持った専門家にお願いすることになりました。 

SSIS の存在が世に知られるようになって、半導体商

社など半導体関連企業から経験者の求人が寄せられる

ようになりましたが、意外なことに求人条件に適う求職者

は見つからないことが続いていました。地方の大学から

半導体の実験のための技術者の求人があって、大変良

い条件の就職先と思えましたが希望者はおられず、また、

シンガポール、台湾など国外からも経験者の求人があっ

ても、『今さら外国で働くのは』という方が多く、求人・求

職の課題はうまく捗りませんでした。 

SSIS が独自で半導体産業の範疇で営利事業を行う

ことについても熱心な提案があり、専門の分化委員会で

検討を重ねましたが、実行に移すには至りませんでした。 

2001 年 河崎さんから運営委員長の大役を引き継ぐ

ことになりましたが、折しも半導体産業が大不況に見舞

われていて、賛助会員であるデバイスメーカー各社から

会費が予算に組み込めない、脱会するなどの申し出が

続出しました。早速、脱会の遺留をお願いするため、川

西会長のご出馬を願うなどして各社を訪問して賛助会員

会費の拠出をお願しました。しかし、数社の脱会と大幅

な会費の減額を受け入れざるを得ず、これに加え、半導

体部門の分社化、エルピーダ、ルネサスなど合弁の新

会社の設立が相次いで、賛助会員の激変が起こりました。

あらたに賛助会員になってもらうべく、会社の訪問を重

ねましたが入会して賛助会員会費を払って頂ける会社

は僅かしかありませんでした。SSISの財政基盤はこれま

で賛助会員の会費に大部分を依存していましたので、

賛助会員会費の大幅な減額は SSISの存続に関わる大

問題でありました。この間、事務局長の役であった山根

さんには大変なご苦労をおかけしましたが、幸いそれま

での潤沢な会費収入のお陰で預貯金があり、即座に会

の運営に支障が出ることはありませんでしたが、SSIS の

賛助会員からの高額な会費に依存する体質から脱却す

ることが必須の課題となりました。 

運営委員会では毎回、経費の削減はもとより、収入を

増やすための方策についての討議が熱心に行われまし

た。個人会員を増やすこと、半導体商社などを含め新た

な分野に賛助会員企業を求めることが計られました。 

半導体シニア協会という名称については会員を増や

すためには都合が悪いという意見は SSIS の設立以来

盛んに述べられて、名称の変更は運営委員会の長年の

課題でありました。シニアとは町内会などでは老人会の

イメージが強く、若い人やこれから一仕事しようという人

からは敬遠されるので会員増加のためには不適であると

いう意見が寄せられていましたが、新しい良い名前は見

つからず時を過ごしておりました。 

専任の事務局長を置くこと、事務所および運営委員

会などの会議室を持つことも必要と考えられ、試行錯誤

が続きました。事務局長は金原さんの紹介で日立OBの

片野弘之さんに就任して頂き、本格的に事務局としての

機能を発揮できるようになりました。 

法人に関する法の改正があって、半導体シニア協会

を任意団体から法人とすることが名称の変更と共に必要

となり、このための作業が続けられておりましたが、現在

の一般社団法人 半導体産業人協会（SSIS）という新し

い名称に決まり、法人資格を得て広く会員を募ることが

できるようになったことはまさに快挙でありました。 

川西会長が満 80 歳となられるのを機に、新会長とし

て牧本さんにご出馬を願い快くお引き受け頂いたことは

誠に有難いことで、法人化と共に初代理事長に就任して

頂きました。以来、半導体産業人協会は今日に至るまで

業容の拡大と充実、会員数の増加などすべての面で会

員各位の期待に応えられる活動が展開され財政面の課

題を克服しつつ健全な発展を続けていることは偉業の

達成とも呼べるものでありましょう。 

これまで本協会が存続・発展できたのは、すでに故人

になられた方々を含め、歴代役員、運営委員の方々の

強い情熱とすぐれた発想力と実行力があってはじめて成

し遂げられたものであると、改めて思い知らされています。 

これら多くの方々に心から感謝いたす次第であります。 

今後も半導体産業人協会が個人会員、賛助会員とも

会員であることの恩恵を存分に享受できる協会であると

認識され、ますますの発展が続いていくことを切に願うも

のであります。 
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SSISも発足して 20周年を迎えられました。こ

れは初代の川西さんをはじめ、各理事長の皆さま

や役員の皆さまのひとかたならぬご苦労と共に、

会員の皆さまのご協力の賜物であり、深く感謝と

敬意を表します。 

今後の益々のご発展をご期待申し上げます。 

 

この機会に私の若い頃に経験した「日立女子バ

レーボールチームに見た低迷と復活」についてご

紹介して「チーム活性化」について何らかのご参

考になれば幸いです。 

 

１． 栄光と挫折 

 

① 昭和 51 年モントリオールオリンピックで、

日本女子バレーボールチームは金メダルを

獲得しました。主力選手 9名を出した日立(武

蔵)チームは、その後金メダリストがつぎつぎ

と退部して世代交代し、最年長 21 才の江上

由美を軸に若いチームに代替わりしました

が、苦しい戦いを強いられました。 

日本リーグではそれまで 5連覇していたのに、

昭和 53年 2 位、昭和 54年 4位、昭和 55年

3位と苦杯をなめました。 

 

② 私は昭和 53 年から日立武蔵工場長として着

任し 3年間バレーボール部副部長（部長は副

社長）を兼任し、いかに監督や選手たちが低

迷を乗り越えて、第 2期黄金時代へ復活し得

たかを、近くで見てきました。 

 

２．低迷の中で 

 

① 長身の選手がおらず、小型化したチームは、

攻撃面での決定力が不足しました。成績が低

迷すると、チームに活力が出てこない。段々

自信がなくなり、リードされたら逆転する勢

いが出てこない。オリンピック優勝チームが

何事かと、マスコミに叩かれる。選手たちの

気持がバラバラになってゆく。 練習に身が

入らない。 

 

② 練習風景を見ていても、レシーバーからセッタ

ーへ、セッターからアタッカーへの一連の流れ

の中で、「なによ！」 という鋭い叱責の声が

しばしば聞こえてきた。レシーバーがまずい球

をよこすので、セッターはよいトスを上げられ

ない。アタッカーはセッターの悪いトスのため、

思ったようなスパイクが打てない。夫々に「な

によ！」ということになって、悪循環を繰り返

す。 

 

③ 低迷するチームに山田重雄監督は「努力すれば

必ずドラマは生まれる」だから頑張れと選手を

励まし続けた。 

 

3. 復活への模索と努力 

 

① チームの目標の設定―再度オリンピック出場

という目標を決定―総合力で世界に対抗する

決意を固めた。 

 

② 積極的スカウトで長身の選手を採用－昭和 56

年に平均身長 175ｃｍを超え、大型化に成功。 

 

③ チームリーダー：若いチームの精神的支柱とコ

ンビネーションバレーの司令塔として江上由

美主将を育成した。 

 

④ 攻撃パターンを 30 種類作り、ゲームの状況や

相手の陣形から瞬時に江上主将がパターンを

決め、指令を出す。 

 

 

SSIS 20周年に寄せて 

       SSIS顧問    金原 和夫 

Toshiba 

[コースのタイトル] 

「チーム活性化のポイント」 
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⑤ 試合中にコンピュータでボールの動きを入

力、相手チームを分析するなど、情報力を

駆使して、戦略に活用。 

 

４．選手個人のレベル向上 

 

①レギュラーへの公平な抜擢と各選手夫々の

課題検討。 

 

② 総合トレーニング：平均ジャンプ最高到達

点 302cmに達し、ランニングやトレーニン

グに裏付けされたスタミナとスピード、加

えて多彩な攻撃をものにできた。 

 

③ 減点主義から加点主義へ：よかった個人技

を誉め記録に残す。また、ミスを責めない

で“Nice Try!”と言って次への挑戦をさせ

る米国チーム式を参考にした。 

 

④ 土日祝日も続けた練習日程を、日曜午後を

休みとして、自由時間を与え、気持のゆと

りを作らせた。 

 

５．プロとしての「志」の醸成 

 

① 低迷するチームに山田総監督は「どれだけ

汗を、どれだけ涙を、どれだけ体をコート

にぶつけたかーどれだけ練習をしてきたか

というその分量で、勝負は決まる。」と若い

選手たちを励まし続けた。 

 

② 目標を達成しようとする気概、気迫、心意

気がなければいくら目標を設定しても砂上

の楼閣になる。「目標をきっと達成するん

だ」という気持ちが「志」である。 

 

③ チームプレーは、各選手の技術の高さと、

志と気持が一つになったチームワークの良

さで決まる。 

 

６．「なによ！」から「ありがとう」へ 

 

① 練習でもある頃から「なによ！」よりも「ありが

とう！」という声が多くなってきた。レシーバー

の悪い返球でもセッターが何とかよいトスを上げ

る。セッターのまずいトスも、アタッカーが何と

かよいスパイクを放つ。夫々に「ありがとう」で

ある。 

相手がミスしても、これを自分の技術で積極的に

カバーしている。ミスした方も、いつも「ありが

とう」ではすまない気持になって、何とかよいプ

レーをしようと努力する。見事なチームワークが

出来上がってきた。 

 

② これで勝てないわけはない。苦節 3 年で昭和 56

年日本リーグには、21戦全勝で優勝した。更に引

き続き 6連覇、第 2期黄金時代を迎えることが出

来た。 

 

③ しかし、世界はさらに進んでいて身長 190cm級の

大型化と、日本お家芸のコンビネーションバレー

をものにしていて、昭和 59 年ロサンゼルスで日

立 7選手を主力とする日本は、中国、アメリカに

ついで銅メダルに終わった。 

 

７．女子バレーから得られたチーム活性化の 

ポイント 

 

① Vision、目標の設定と徹底。 

 

② 相手と自分の強みと弱みを把握して、戦略を立

てる。 

 

③ ポジション毎にKey Personを意識的に育成す

る。 

 

④ やる気の醸成で、燃える集団に。 

  ＊個人目標の設定と、公平な人事。 

  ＊減点主義をやめ、「自信」の植え付け。 

  ＊「志」を持たせ、励まし続ける。リーダーの

熱い想いを繰り返し話す。 

  ＊やる気の心に火を灯す。 

 

⑤ 勝敗の明らかなスポーツと異なり、企業の場

合では結果（業績）の明示と説明（評価）が必

要である。 

以上 
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1997年 8月 19日 
設立準備委員会発足（東京・大丸ビルルビーホール） 

代表：川西剛氏、委員長：河崎達夫氏、幹事：中山蕃氏 

1998年 

1月 23日 

SSIS設立総会（東京・ホテルグランドパレス） 

川西剛会長、河崎達夫運営委員長 それぞれ就任 

事務局を東京・本郷に、SSIS関西を大阪・北浜に開設 

4月 10日 “Encore”第 1号刊行。求人求職サポート情報“OPPORTUNITIES”も同封発行 

5月 7日 5月 7日第 1回研修会開催（小宮啓義氏・Selete）東京・学士会館 

5月 20日 第 2回研修会開催（三宅隆一郎氏・シャープ）大阪・システム LSI技術学院 

8月 20日 第 1回賛助会員連絡会開催（東京・学士会分館） 

1999年 

9月 8日 第 1回懇親ゴルフコンペ開催（千葉・アカデミアヒルズ C.C.） 

10月 1日 会員有志を中心に SIPEC㈱設立 

10月 19日 第 1回工場見学会実施（ソニー厚木） 

2000年 9月 14日 第 1回ライフプラン懇談会開催（東京・学士会分館）以降 2004年 6月まで 30回開催 

2001年 

1月 31日 梅田治彦運営委員長就任 

2月 1日 ホームページ（テスト版）開設 6月に本サイトへ移行 

8月 31日 
SEMI Forum Japan（主催：SEMIジャパン）を協賛。会期中の 1日で SSISシンポ

ジウム開催。以降毎年協賛、シンポジウム開催 

2002年 
7月 1日 SSIS関西、大阪・伏見町に移転 

11月 25日 第 1回 SSIS関西秋季特別セミナー開催（大阪倶楽部）。以降毎年 11月定例となる。 

2003年 

2月 2日 
ステアリング委員会（2003）発足 以降 2004年 2月まで 14回開催、運営委員会に答

申して終了 

3月 1日 事務局、文京区大塚に移転 

4月 1日 吉田庄一郎副会長就任 

10月 27日 第 1回海外半導体工場見学会実施（上海地区） 

2004年 

3月 1日 事務局、中央区日本橋に移転 

4月 1日 
SSIS九州を熊本・合志に開設 

ホームページ 全面リニューアル 

7月 15日 事務局、新宿区新宿に移転 

2005年 

1月 14日 人材交流ワーキンググループ発足 

9月 8日 “Encore”会員寄稿特集号（No.42）刊行 

10月 1日 ホームページに「人材情報センター」開設 

10月 14日 
第 1回九州地区講演会・工場見学会（ソニー熊本）実施。以降春・秋季九州地区工場

見学会実施 

2007年 

2月 15日 
ステアリング委員会（2007）発足 以降 8月まで 8回開催。10月 18日、運営委員会

に答申して終了 

2月 23日 
“Encore”の PDF版をホームページに掲載 以降刊行ごとに掲載 

10周年準備委員会発足、8月には記念行事実行委員会に移行 

6月 15日 
10周年記念図書、ライフプラン懇談会講演録「人の生き方・暮らし方」発刊（SSIS編、

郁朋社刊） 

あゆみ 

SSIS 20年の あゆみ 

*********************************************************************** 
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2008年 
1月 31日 10周年記念式典・記念講演 開催 

4月 10日 法人化委員会を設置 法人格取得の検討に入った 

2009年 

1月 31日 総会において会長が川西 剛氏から牧本次生氏に交替 

4月 1日 法人格を取得 任意団体から一般社団法人半導体シニア協会 

5月 21日 バーチャルミュージアム（現日本半導体歴史館）プロジェクトがスタートした 

2010年 

4月 15日 半導体教育講座開設 教育事業がスタートした 

6月 30日 事務所移転 新宿 塩田ビル 

11月 5日 日本半導体歴史館一般公開 

2011年 

2月 1日 一般社団法人半導体シニア協会から一般社団法人半導体産業人協会に名称を変更 

9月 30日 日本半導体歴史館に志村資料室を開設 

11月 14日 「大震災後のニッポン 半導体復権に向けての提言」と題してシンポジウムを開催 

2012年 
7月 個人会員に協会活動についてのアンケートを実施 

7月 25日 サムスン Y.W.Lee氏を囲む会を催す 

2013年 

1月 人材情報支援活動を再スタート 

2月 12日 ホームページをリニューアル TOPページの刷新、検索の容易性を確保 

5月 22日 
第 13回 SSISシンポジウムを SEMIフォーラムジャパン 2013の併設セミナーとして開

催 

6月 17日 活性化プロジェクト発足 20周年を標榜した協会の在り方の掘り下げ 

7月 賛助会員に対するアンケートを実施 

9月 20日 
SSIS創設 15周年記念・歴史館開設記念特別講演会実施 

「日本の半導体会開発 65年」 講師 志村幸雄氏 

11月 15日 牧本理事長がアルメニア共和国から「グローバル IT賞」を受賞 

2014年 

1月 31日 広報誌“Encore”15周年記念号発行 

2月 14日 
総会において理事長が牧本次生氏から橋本浩一氏に交替 

会員参加型事業 STaP委員会を新設 

5月 春季入門講座・アドバンスト講座実施 

7月 10日 牧本次生氏「グローバル IT賞」受賞祝賀会を実施 

8月 28日 第一回 SSIS－NEDIAシンポジウム in大阪を開催 

2015年 

1月 21日 ホームページに講演動画（会員限定）の掲載を開始 

4月 8日 講演会を「SSISフォーラム」に名称変更して開催 

8月 ネットワークセキュリティの強化、会計コンサルタントの導入 

9月 3日 第二回 SSIS－NEDIA関西シンポジウムを開催 

10月 広報誌“Encore”に会員寄稿ページ「オアシス」を設置 

2016年 
4月 14日 熊本地震への災害義援金の拠出 

9月 1日 第三回 SSIS－NEDIA関西シンポジウムを開催 

2017年 

2月 4日 第一回シリコンバレーツアーを実施 

2月 23日 総会において理事長が橋本浩一氏から内海忠氏に交替 

4月 20日 理事会にて SSIS設立 20周年記念行事の実施を決定 

8月 31日 第四回 SSIS－NEDIA関西シンポジウムを開催 

2018年 
2月 22日 SSIS設立 20周年記念行事を実施 

5月 11日 牧本次生氏「2018年 IEEE ロバート・ノイス賞」受賞の予定 
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2017 年はミャンマーへの研修旅行である。 

竹山道雄の「ビルマの竪琴」で有名である。 最近は、

「アウンサン・スーチーさんの活躍や如何に？」「イスラム

教徒のロヒィンギャへの対応は？」 が話題である。 

ミャンマーは特筆に値する親日国で、アジアの国々で

は親日派もいるし、反日派もいるが、ミャンマーの人々は

素朴で、おしなべて好意的な対日イメージを持っている

というが、本当はどうなのか。 

インドや中国といった大国と国境を接し、隣国のタイと

は長年戦いを繰り返してきており、近くの国との関係も良

好ではなかったが、ASEAN への加盟の後、関係改善に

向かっている。しかし、国内経済は相変わらず厳しい状

況にあるという。 

日本・ヤンゴン間は 7 時間以上かかる。最近、全日空

ANA が直行便を就航させて便利になった。 

 

日程； 2017 年 11 月 21 日（火）～26 日(日) 

 

参加者；(順不同、敬称略) 

金原和夫、金原美智子、三宅信弘、青木昭明、 

池野成雄、池野冨士江、川端章夫、川端佳代子、 

高橋令幸、栗原啓志郎、竹下晋平、吉崎寛信、 

内山雅博、内山ちよの、石川静香、石川則子、 

野澤滋為、野澤恭子、島 亨、島 惠子、(20 名) 

 

現地ガイド； Dr. KYAW KHINE (チョー・カイン/植物学

博士・ヤンゴン大学)/キャリヤを見ると学究派であるが、

ガイド経歴も長く、ミャンマーや近隣諸国の歴史や小乗

仏教の何たるかを説明してくれ旅を楽しくしてくれた。 

 

第 1 日；11 月 21 日（火） 

成田国際空港第 2 ターミナル南ウイング K15 集合 

 

成田発(NH813 便)11:00 (約 7 時間 10 分)   

ヤンゴン着     16:30  

日本からの往路は、日本列島に沿って南下して台湾

東岸を南下、海南島を経て、ベトナムではハノイ上空を

西へ進む。ボク自身は過去、ベトナム戦争の時に上空を

横切った経験があり、感慨深かった。ラオス、カンボジア

の山間部を経てタイからは地上に一気に水辺が増えて、

メコン・デルタが広がってくる。メコン川とイラワジ川の間

にもう 1 本の大河が見えるが何という川なのだろうと思い

ながら(シッタウン川)ヤンゴン空港へ着陸した。 

  

7 時間を超える長旅を終えてヤンゴン国際空港へ着く。

日本との時差は 2 時間半で現地時間は 16 時 30 分、ま

だ明るい。ガイドのチョーさんが迎えて、バスで市内へ向

かう。バスには “伊那バス” と書かれている。ミャンマー

の車は殆どが日本からの中古車で、車体に残された元

の持ち主の名前は日本車である勲章である。 

ホテルへチェックインに向かうが、道路は大変な混み

ようで渋滞の連続である。夕食会場へ着いたときは暗く

なっていた。ヤンゴン市内の故・アウンサン将軍の事務

所跡のレストラン “ハウス・オブ・メモリーズ” であるが、

100 年以上前のコロニアル様式の屋敷を改造した美しい

建物である。 

  
― “ハウス・オブ・メモリーズ” での夕食― 

 

SSIS 秋季研修旅行 ２０１７ 報告 

ミャンマー “ヤンゴン・バガン・ゴールデンロック”  

ＳＳＩＳ文化活動委員会    島 亨 
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一同 20 名＋ガイドが長いテーブルに向かい合って座

った。繁盛していて外国人も多い。隣は、ＪＴＢの日本人

ツアーでボク達よりまだ多人数のようである。西洋人が入

ってきたが席がなくて引き上げていった。 

ミャンマーでの初めての食事なので何が出てくるか？ 

エスニック料理とは如何なものか？みなさん期待と不安

が入り混じる。 

ヤンゴン泊:パークロイヤル・ホテル 

33, Alan Pya Phaya Road, Dagon Township, Yangon 

 

第 2 日；11 月 22 日(水) 

ヤンゴン発(Y5-104 便)06:45 (国内線約 80 分) 

ニャウン(バガン)着   08:05 

早朝の出発なのでモーニングコールは 4 時半、朝食

はホテルで弁当をもらったが機中でも出た。 

飛行機は懐かしいプロペラ機である。今日のお天気を

気にしながらも、ジェット機に比し低空飛行なので上空か

ら陸上を伺う。山はあるが、畑地が多くコメは刈り取られ

ている。ミャンマーは農業国である。 

 

  

  
―懐かしいプロペラ機で― 

ニャウン(バガン)空港に着くと、“ミャンマー紅茶の娘さ

ん” が車体広告のバスで アジア三大仏教遺跡の一つ

“バガンの遺跡群観光” へ出発。   

因みにアジア三大仏教遺跡とはカンボジアのアンコール

ワット、インドネシアのボロブドゥール、ミャンマーのバガ

ンである。 

  

  

  

―“ニャウンウーの朝市― 

 

まずは “ニャウンウーの朝市”、新鮮な野菜・果物・魚

介類から、日用品・布地着物・糸繰り人形・お土産物ま

で何でも売っている。食堂もある。ガイドさんから、「仏教

遺跡、寺院・パゴダ」の見学は靴を脱いでハダシ(裸足)

での見学になると聞かされ朝市で草履を買う人も多い。 

  

      

―記念写真― 

美しいシルエットのティーローミンロー寺院、金色輝く

仏像が収められているアーナンダ寺院、女性らしくピンク

の僧衣に盛装した韓国の仏教徒の集団に巡り合った。        

漆器工房・漆器商品の販売店、等々を見学した後で

ANANDA PHAYA 近くのホテルの奥にある静かなレスト

ランで昼食を摂った。 
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―ホテルの離れのレストランの昼食― 

 

バガンで最も高いといわれる高さ約 65ｍあるタビニュ

寺院は遠くから拝んで、金色輝く仏像が収められている

アーナンダ寺院をひと周り巡って拝観した後、パゴダ群

が連なる一隅にバスを止めて、高みから見事な夕陽が

見られるという建物目指してハダシの行軍が始まった。        

狭い道路は一面土埃で、おまけに客を乗せた馬車や牛

車がイラワジ川畔の夕陽観光へしきりに通るため土埃が

舞い上がって身体中が埃だらけである。 

4 階建ての建物の屋上へ上がるという。この建物も、 

寺院でハダシになって真っ暗な階段を登って屋上へ出

て西方を仰いだが、曇り空とて夕日は拝めず、帰路は、 

ロウソクの明かりを助けに階段を降った次第。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

―バガンの遺跡群―   

      

―屋上で夕陽を拝む― 

 

この夜のディナーは、“糸繰り人形劇の実演“つきであ

る。隣席にヤンゴン日本人学校の生徒さんが大勢詰め

かけていたが、生徒はもとより先生もボク達の孫世代で、

元気な威勢のいい掛声をかけていた。 

“糸繰り人形劇”は鉦、太鼓入りの 3、4 人で操る劇

で、チョーさん曰く、ミャンマー人なら誰でも知っている、

大立ち回りの勧善懲悪の劇、日本でいえば“南総里見

八犬伝”のようなストーリー？だそうである。 

  

  

―“糸繰り人形劇”を見ながらの食事― 

 

糸繰り人形劇で暗いレストランの会場に“ハッピーバ

ースデイ・ツー・ユー” の歌が響きだした。誕生日の人

がいるんだな！と思っていたら、わが石川夫人であった。

11.22「いい夫婦」の日におめでたい話で、満場でお祝

いをしたのは勿論である。 

人形劇が終わって糸操り人形が舞台を降りて客席を

回ってきたが、金原夫人が手を挙げて呼び止め高橋さ

んが右代表？でチップを手渡した。 

今夜の宿 アイヤル・リバービュー・リゾート・ホテルは

なかなか大きなリゾートホテルで 150 も部屋数がある。 

翌朝、ホテル探検をしたが、リバーサイドとヒルサイドに

分かれていてイラワジ川畔には夕陽が美しいバーもあっ

たが 8 時閉店ではボク達には残念ながらご縁がなかった 

ようだ。 
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―アイヤル・リバービュー・リゾート・ホテル― 

Pagoda,Nyaung U.Old Bagan,11141 

 

第 3 日；11 月 23 日(木) 

ニャウン(バガン)発(K7-235 便)09:15  

ヤンゴン着                10:35 

ホテルへ再度のチェックインをして、“四季亭” で見事

な和食弁当の昼食を摂る。交通渋滞でホテル到着が遅

延したため慌ただしく弁当を食べたが、今回の旅行中で

唯一残念なことで、後悔が残る。 

  

―“四季亭” で見事な和食弁当― 

バスで、ホテルのほとんど背中合わせにあるジェトロ・

ヤンゴン事務所へ向かった。 

 

ヤンゴン市内での工場研修: 

●ジェトロ・ヤンゴン事務所(山岡寛和所長) 

シンガポール、ベトナムのジェトロ勤務を経験してきた 

ヤンゴン事務所 山岡所長のミャンマーの説明は東南 

アジア内外の比較にも具体的で説得力があった。 

ボク達、SSIS ツアー参加者の印象でも日本の昭和 30 

代から 50 年代の印象が強かったミャンマーは、これから 

ベトナム、シンガポールを目標にして一歩一歩と進んで

いくのだろうと感じている。 

  

  

  

―ジェトロ・ヤンゴン事務所― 

ヤンゴンの町の西南にあるジェトロ・ヤンゴン事務所か

ら、東北部にある日立関連企業の HISEM 社までバスで

1 時間半ほど揺られて約束の時間に 20 分遅れで到着し

たが、工場関係者が出迎えてくれた。 

 

●HISEM 社 (Hitachi Soe Electrics & Machinery Co., 

Ltd.) 工場視察 (渥美健一ヘッドオフィス・マネージャー

他)   

日立と SOE との提携関係、変圧器の設計・製造の話

を、参加者に女性が多いために丁寧に話していただき、

工場見学に移った。重電機の工場の匂いがして昔を懐

かしく思い出した。金原大先輩に工場見学のお礼ととも

に激励のご挨拶をしてもらい、HISEM 工場をバックに、 

日没前に記念写真を撮り終えた。

  

  

 ―HISEM 社 での工場視察― 

帰路は通勤の逆方向とはいえ相変わらずの交通渋滞

の中を一気にヤンゴンの下町まで走り抜け、夕食はヤン

ゴン下町の “monsoon” で「伝統のミャンマー料理」で

ある。ボクは栗原さんと久しぶりの会話を楽しんでいたが、

向かい側では池野さんとワイフが何を話しているのか？

互いのスマフォを覗きこみながら熱心に会話していた。 
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―“monsoon” での夕食― 

バスでホテルへ戻ったが、すでにチェックインを済ま

せているので三々五々にホテル・ロビーのバーに集まり

一杯やったが、だんだん人数が増えて 7 人になり、 

いささか飲み過ぎた。バーのお姉さんに写真を撮っても

らいお開きにした。 

 

―ロビーのバーに集まり一杯― 

 

第 4 日；11 月 24 日(金) 

早朝にホテルを出発してヤンゴンの北東 210km、モン

州のチャイティーヨー(約 3 時間半)にある、仏教徒の聖

地 “ゴールデンロック観光” に出かける。 

途中で立寄り、お参りした“日本人墓地”は、ヤンゴン

空港の北東にあり 1999 年完成、2009 年 12 月に大改

修されており、19 世紀、20 世紀の墓碑を含めて第 2 次

大戦の犠牲者をはじめ日本とビルマ・ミャンマーとの深い

関係が偲ばれる墓地である。 

  

 
―“日本人墓地”― 

また、ミャンマーの列車と遭遇するハプニングもあり、

第 2 次大戦中の英軍によるシッタウン川にかかる橋梁の

爆破、日本軍への攻撃のポイントを通過してチャイティ

ーヨーの麓のキンプンに到着した。 

白壁のレストランで昼食したが、これからトラック・バス

で 60 分揺られて標高 1100ｍのある “ゴールデンロッ

ク” まで向かうので皆さんアルコールは控え目。 

周りの囲いのないトラック・バスで、細い急傾斜の山道を

全力疾走する怖さは、むしろある種の快感を覚えた次第

である。 

途中、登山道を整備するための寄進を求められたり、

ロープウエイを新設中で天高くゴンドラがぶら下がってい

る。再来年には完成するという。 

山頂までのトラック・バスの快感を体験できるのは、今

暫くだけのようである。 

  

      

―トラック・バスでの激しい山登り― 

 

山頂のトラック・バスの終点からは例によってハダシの

行軍である。前日、足を痛めた内山夫人は現地人 4 人

で担ぐ人力ハンモック輸送と相成った。1000ｍ超のお山

の頂上だけに絶景の連続である。道の両側にはお土産

を売る現地人が、また、ここを最上階とする 7 階～10 数

階のホテルが並んでいる。 

見晴らしのきく終点が “ゴールデンロック” 、男性は

“ゴールデンロック”のすぐ側まで行って願いを込めて、 

金箔を貼ることもできる。 
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―“ゴールデンロック”― 

 

また、渋滞の長い道をヤンゴンまで舞い戻った。 

夕食は、ヤンゴン大学の西にある ”Green Elephant” 

で摂った。オープン・テラスの楽しいレストランで食事も

お酒ももっぱらミャンマー風で皆さん元気に貪っていた。 

  

  

― “Green Elephant” での食事― 

 

ヤンゴン泊:パークロイヤル・ホテル  

 

第 5 日；11 月 25 日(土) 

ヤンゴン市内観光へ   

この旅行で初めてゆっくりと朝食を摂って、ホテルの中

庭のジム、スイミング・プール、プールサイド・バーを少し 

探検してフロント横のバーでコーヒー・ブレイク。このバー

へは 3 日連続通ったことになった。 

チェックアウトしてバスは、“シュエダゴォン・パヤー”へ

向かうが相変わらずの交通渋滞である。 

 

“シュエダゴォン・パヤー” は“まさに”黄金一色”で 

ある。たくさんの堂宇が金色に輝いている。 

ミャンマーの伝統暦 『八曜日』 (日～土、水が午前、 

午後の八つの曜日)の風習に倣って、チョーさんに言わ

れるままに皆さんそれぞれの仏様にお参りして回った。 

ボク自身は水曜日と事前に知っていたが、ワイフの曜日

を見ておかない失態を犯して叱られることと相成った。 

お釈迦様の「菩提樹」へも水をかけてお参りしたが、最高

の撮影ポイントで全員が記念撮影をした。 

     

  

 

       ―“シュエダゴォン・パヤー”― 

 

再びバスに乗って、日本大使館横を通って街の北に

ある“チャウタージー・パヤー”へ向かった。  

 

  

―“チャウタージー・パヤー”― 

全長 70ｍ、高さ 17ｍ の巨大な寝仏で、足の裏に“仏

教宇宙観” が書かれているというが残念ながらボクには
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判じ物としか見えなかった。  

昼食会場は“Green Palace”の B1 のレストラン、折から

結婚式をしていて 200 人近いお客さんで賑わっていた。

栗原さんは体調悪く昼食をスキップしてバス車中で待

機。 

  

―“Green Palace”での昼食― 

 

バスで下町を回遊して、スーレー・パゴダの横を通過

してマーチャント通りのヤンゴン証券取引所の前で下車

して、独立記念塔のあるマハバンドゥーラ公園を散策、ビ

クトリア様式の元最高裁判所を眺めて再びバスに乗車し

た。この辺りは、昼間は官庁やビジネス街であるが、地図

で見ると近くにインド人街や中華人街があって夜には絢

爛たる繁華街になるという説明を聞き、町をバスの中から

眺めながらショッピング・モール経由で空港へ向かう。 

 

  

―独立記念塔のあるマハバンドゥーラ公園― 

 

相変わらずの交通渋滞である。両側の路上駐車で狭

い道での行き違いでハラハラ！ドキドキ！何とか抜け出

してショッピング・モールへたどり着いて、漆器や絹織物、

竪琴、糸繰り人形等のお土産を見て回る。 

 

  夕食は “FRIENDSHIP” でチョーさんの感謝と別離を 

兼ねてとる。チョーさん曰く、このレストランは空港に歩い

ていける点以外は味もサービスもいいとこなしとのこと。 

 

 

 

 

 

  

  
―“FRIENDSHIP”でのお別れ夕食― 

 

ヤンゴン発(NH814 便)21:45 (約 7 時間 10 分) 

 

第 6 日；11 月 26 日(日) 

成田着(NH814 便)  06:50  入管、解散 

 

後日談 

中高年ばかりの一行だったが、旅行中の健康と体力

は見事なばかりだった。 

ミャンマー産のビールはまずまずだったが、エスニック

料理は得手不得手があったようだった。 

 

ミャンマーは、北に中国、東がタイ、西にインドと大国

に挟まれ、135 もの部族がいるという難しい国だが、イギ

リス統治の時の先進性は長い軍制統治で停滞しており、

日本の昭和 30 年代から昭和 50 年代に近く感じられた。 

ミャンマーの現状、インフラ整備―教育、電気、上下

水道、道路・交通―が最大の課題であろう！ 

 

 小乗仏教の国では、一生に 2 回僧侶になるという。三

日坊主も推奨されるという。裸足の寺院めぐりには閉口し

たが、現地で草履を買った人もなれない履物で足が痛く

なったとか。イスラム教、ヒンヅゥー教、仏教と異なる宗教

を抱える東南アジアの実態は一度の旅行ではうかがい

知ることは難しいと感じたのはボクだけだろうか。 

以上 
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我が故郷、 

商都：松阪（まつさか）のご紹介 

 

学校法人 立命館 理事補佐 兼 

立命館大学大学院 教授 濱田初美 

 

地域の特産品や良い風習が経済を活性化すること

は、いつの時代も同じです。松阪は伊勢街道沿いの紀

州藩の飛地で、江戸時代に木綿(もめん)・軽粉(おしろ

い)・伊勢神宮旅籠で繁栄を極めたところです。中世より

「一生に一度のお伊勢参り」で賑わいました。神宮に御

衣を奉織する機殿(はたどの)があり、古代紡織の中心地

だったことが幸いしたようです。 

 

伊勢平野でイワシ(干鰯)を肥料に使い良質の綿花を

栽培、丹生(にう)からは水銀が産出され、原料から製品

に至るまで一貫生産する松坂木綿や軽粉の集産地でし

た。そのため松坂からは数多くの豪商を輩出していま

す。その一人が、三井財閥を築いた三井高利

(1622-1694)です。松坂に生まれ、江戸で成功を収め、

京都で没しました。お墓は京都岡崎の真如堂にありま

す。越後屋のビジネスモデル(現金正札・店頭・少量販

売)は当時として画期的でした。三井財閥は江戸時代か

ら太平洋戦争前まで日本最大規模を誇りましたが、戦

後の財閥解体とその後の再結集が遅れたため三菱に

後塵を拝しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越後屋は高利が延宝元年(1673)に日本橋本町に開

店、天和 3年(1683)に駿河町に移転。歌川広重の筆。 

 

松阪は、天正 16 年(1588)蒲生氏郷(1556-1595)が城

を築き、松坂と名付けたことに始まります。郷里の近江

日野町から商人を連れ、伊勢の大湊から角屋七郎兵衛

(1610-1672)を呼び、商都を築きました。僅か 2 年で蒲

生氏は会津に移封、後は紀州藩の城代家老が詰めまし

た。 

 

角屋氏は安南(ベトナム)貿易を手掛け、寛永 12 年

(1615)日本人の海外渡航と帰国禁止後、現地で生涯を

終えました。彼がもたらした柳条布は、松坂木綿のデザ

イン(縞柄模様)に活かされ、江戸から全国に爆発的に

大流行したようです。角屋氏がベトナムで活躍した頃の

橋がホイアンにあります。(写真御参照)  

     

  

 

松坂南部の丹生で産出された水銀は、奈良の大仏

建立時の鍍金に使用されています。三井高利の母：殊

法は丹生の商家永井家の出身です。近隣の射和(いざ

わ)では水銀加工の軽粉(おしろい）で繁栄しました。最

盛期の室町末期には釜元が 83 軒もあったといいます。

射和の4代目國分勘兵衛は正徳 2年(1712)江戸に出て

醤油醸造業から広く事業を拡大し、明治初期に食品卸

 

 

 

オアシス OASIS   ～憩いの時空間～   
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売に事業転換しています。実は、醤油の「むらさき」は国

分家のブランドでした。国分グループ本社では代々、勘

兵衛を襲名しますが、現在の当主は 12代目です。 

  

http://www.kokubu.co.jp/ 

 

国学で有名な本居宣長(1730-1801)は木綿仲買商小

津定利の二男として生まれ、医者稼業の傍ら古事記解

読を深め、宝暦 14年(1764)から寛政 10年(1798)まで 35

年かけ『古事記伝』44 巻を執筆しました。日本文化の神

髄が「もののあわれ」にあることを突き止めています。生

家は松阪城址内に移築されており、現在も見学すること

が出来ます。 

 

http://www.norinagakinenkan.com/index.html 

 

小津家末裔の映画監督：小津安二郎 (1903-1963)

は、父が松阪生まれで 1913 年 9 歳から 10 年間、松阪

で育ち宮前尋常小学校で代用教員を 1 年経験後に映

画界入りしました。しみじみとした情趣、深い哀愁、永遠

の根源的な思慕など、本居宣長の DNA が滲み出てい

ると思います。日本人の美意識の原点ではないでしょう

か。母と娘の愛情を繊細に描いた「秋日和」。上京した

老父母と家族のやりとりをベースに、家族の絆、夫婦と

子供、人間の一生を冷徹な眼で描いた「東京物語」

等々、感慨深い作品を残しています。松阪には、小津

安二郎青春館がありますので、興味がありましたら覗い

てみてください。 

 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/o

zuyasujiroseisyunkan.html 

 

 

 

 

故郷の高千穂と方言 
    ＳＳＩＳ文化活動委員会   日高 義朝 

                  

１．高千穂峰 

私の故郷は、宮崎県都城市（みやこのじょうし）山

田町というところである。都城盆地の北西にあり、家の

前には、高千穂峰（標高１，５７３ｍ）が、その雄大な姿

をみせている。漢字の「山」そのものの形で、漢字の

「山」の成り立ちが容易に理解できる山である。 

       写真 1.故郷から見る高千穂 

 

明治政府は皇室の権威を高めるため、古事記、日

本書紀の神話の記述から、皇室の発祥にゆかりのあ

る地を各地に定めたが、高千穂峰もその一つである。

高千穂峰は天照大神の子孫であるニニギノミコトが八

百万(やおよろず)の神々を連れて降臨した場所、「タ

カチホノクシフルダケ」とされている。神が天からから

降りてきても不思議ではない程の美しさと厳さを感じ

させる山である。 

子供の頃から、この山を毎日見て育った。たまに故

郷に帰り、高千穂峰を見上げると、子供の頃の色々

な思い出が自然とよみがえってくる。 

 

２．都城弁 

東国原元宮崎県知事は、「宮崎をどげんかせんと

いかん」を度々演説で使用し、マスコミ等でも取り上げ

られ、2007年の流行語大賞を受賞した。多くの方は、

この言葉は宮崎弁と思われているかもしれないが、実

は都城弁である。宮崎弁では、「どげんか」ではなく

「どんげか」と言う。因みに、東国原元知事は都城出

身である。 

都城弁は、この地方が薩摩藩であったことから、そ

の影響を強く受け、薩隅方言の一種に分類されてい

る。しかし、アクセントやイントネーションが鹿児島地

方で用いられる方言とは異なっている。鹿児島方言

http://www.kokubu.co.jp/
http://www.norinagakinenkan.com/index.html
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujiroseisyunkan.html
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujiroseisyunkan.html
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は抑揚の変化に富んでいるが、都城方言は極めて平

坦（無アクセント）に話され、一様に語尾を揚げるのを

特徴としている。従って、「箸、橋、端」の区別はなく、

その違いを理解できない人がほとんどである。その他

の都城弁の特徴を挙げる。 

（１） 母音が連続すると異なる母音に変化 

貝（ｋai）、買う(kau)、来い（koi）はケ(ke)に変化

する。したがって、「貝を買って来い」は「ケヲケ

ッケ」となり、よその人には全く判らない言葉とな

る。 

（２） 形容詞を重ねて強調を表す 

・サミモサミ 非常に寒い（サミ：寒い） 

・ヌキモヌキ 非常に暑い（ヌキ：温い） 

（３） 古い言葉（古語）や表現が残っている 

・おかべ：豆腐、 

平安時代の宮中の女房たちが使っていた

言葉で、「白壁のように白い」が語源と言

われる。 

・あったらし：惜しい、もったいない 

源氏物語にも出てくる古語の「あたら    

し」と同じ意味 

・めあげもそ：ごめん下さい 

参り上げ申し候（まいりあげもしそ

うろう）が変化したものと言われて

いる。 

 

都城弁は他の地方の人には特に理解しにくい

方言であったのであろうか、小学校時代は盛んに

標準語化活動が行われていた。「言葉週間」とい

うものが年に何回か設けられ、その期間は学校で

の方言の使用が一切禁止された。各児童は言葉カ

ードを５枚ずつ持ち、方言を使うとペナルティー

としてカードを渡される。現在のサッカーのイエ

ローカードのようなものだった。カードが 10 枚

たまると、標準語の特別訓練が行われた。 

 テレビの普及につれ、標準語も自然と普及する

ようになり、いつの間にか標準語化活動も消えて

いった。今では純粋な都城弁を喋れる人は、９０

歳以上のごく一部に限られているらしい。地元の

都城市では方言を伝えるため,古くから伝わる物

語を、方言を使って若い人に伝える会が催されて

いると聞く。機会があれば是非参加したいと思っ

ている。 

 

 

笑っちゃだめ 
ＳＳＩＳ会員  加藤俊夫 

第 1話 新入社員の愉快な挨拶 

私がソニーに入社した同期生で囲碁が県代表になる

ぐらいめっぽう強い人がいた。囲碁と将棋の盤を並べて、

私は彼から囲碁を教わり、私は将棋を教えて、ともに強く

なったりしました。彼は実に笑い上戸で、ちょっとしたこと

でも「ガハッハッハ‐‐‐」。３分間おきに笑い声が部屋中

に響き渡る。早速、女性軍から「ガー子」と言う綽名を付

けられた。入社してほどなく新入社員歓迎会があり、数

十人の課員が広間で飲み食い、新人は順番に挨拶する

ことになった。私は「どこどこの出身で、学校では何を専

攻し、趣味は何々で．．．」と言った挨拶をする訳です。

ガー子の番になり立ち上がって何か喋ろうと思った時、

周りの誰かが何か言ったらしく、ガー子は「ガハッハッ

ハ．．．」といつもの通り。それを見た周りの何人かもつら

れて「アハッハッハ」。それにつられたガー子もまた「ガハ

ハハ．．．」が数回。そこで周りの連中もつられて「アハハ

ハ」。だんだん広がって全員が「ガハハハ」「アハハハ」。

なぜ笑っているのか理由が分からないが、とにかく笑い

の渦。数分間笑いまくって少し落ち着いたところで、ガー

子が「終わります」と着席。一言も喋らず笑っただけで挨

拶が終わってしまったので、また全員「アハハハ」。 

第２話 厳かな雰囲気を壊すな 

私が係長の時は、若い社員の係員が多いので結婚も

多く、１０回も仲人を頼まれました。それぞれ思い出があ

りますが、ある神前結婚式での事。新郎と新婦の親戚が

両側に１０人ほど向かい合って着席。やがて神主の厳か

な祝詞が始まり，皆んな神妙に聞いています。厳かなの

が返って可笑しくなったらしく、新郎側の一人が笑いたく

なったが厳かな時に笑ってはいけないので懸命に堪え

ている様子。それを向かい側の新婦側の何人かが気が

ついて笑いが移ってしまったがこちらも懸命に堪えてい

る。その内、両側の全員に笑いが伝染しまいきちんと座

りながら体をよじって堪えている。それを見ていた我々仲

人も頑張って耐えていました。知らぬは神主ばかりなり。 

第３話 人迷惑なくしゃみ 

電車の中は立っている人はなく比較的空いていまし

た。向かいの席に座っているおじさんが、突然大きな豪

快なくしゃみを「クシャーン」と１っ発。続いて１っ発、また

１っ発と止まらない。鼻の中に花粉でも詰まっているらし

い。私の隣に座っていた高校生ぐらいの女の子が、４発

目には可笑しくなってしまったが、笑うとおじさんに失礼
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だと我慢。笑いを堪えていると身体が震え出し、隣にい

る私にも伝わってくる。５発、６発となるともう我慢も限界、

とうとう顔を両手で覆ってしゃがみ込んでしまった。更に

数発やってから、おじさんは次の駅で降りていった。や

っと正気に返った女の子に「大変だったね」と声を掛ける

と、涙を拭きながら今度は遠慮なく「アハハハ．．．」と、

二人で笑った。 

 

ＡＩコンピュータ―で想起すること  

 ～「２００１年 宇宙の旅」の予見～ 

ＳＳＩＳ会員  藤井嘉徳 

近年の問題解決や科学計算に学習機能を蓄積さ

せ、非常に驚くべき短時間で処理できるＡＩ（人口知能）

の技術的躍進には驚くべき進歩があり。これで個人的

に想起するのは、スタンリー・キュービック監督とＳＦ作家

の巨匠のアーサー・クラーク（小説は 

「宇宙のオデッセイ２００１」 2001：A Space Odyssey)

によって映画化された「２００１年 宇宙の旅」という 1968

年の映画。 

主な舞台となる宇宙船ディスカバリー号に搭載された

人工知能コンピュータ（HAL9000）が登場する。映画の

中半頃から乗船している宇宙飛行士たちが、ハル

（HAL）が自らの意志を持ち始め、人間のいうことを必

ずしもきかなくなったことに対して、早急にハルを処分す

る必要があると判断した。これに対し、眼の機能も有して

いるハルは、宇宙飛行士達の唇の動きを感知して彼ら

の会話を判読し、「己の身の危険」を認識し、１人が船外

活動を行っている最中にその命綱を切断した。結局、ハ

ルは、他の宇宙飛行士によって電源を切断され、「命

脈」を絶たれた。 

AI コンピュータの行く末を考えてみるに、仮にＡＩに

「自己保存最適化」や人間の理性や感情を排除した「自

立型合理化判断」の機能が付加されたとしたら大変なこ

とになってしまう。あくまでも、コンピュータは人間のため

に役立つツールでなければならないし、どれだけ進歩を

遂げても人間の制御（control）や命令（command）下

に留めさせることが、AI コンピュータ開発を進める上で

の絶対ルール条件になるように思われる。ベルヌの「海

底２万マイル」の海を航行する鉄の船も、「月世界旅行」

も現実のものになった。人間の思考は、現実化するので

ある。ちなみに、この映画は前半から後半にかけて理解

が困難な抽象的な表現を色濃くし、非常に難解な結末

が導かれていることもあり賛否両論が渦巻いたが少なく

とも特殊撮影の卓越した技術が世界を驚嘆させた。 

「元気に百歳」クラブで人生を楽しむ 
ＳＳＩＳ会員 喜田祐三 

 

[1] 「元気に百歳」クラブと日野原先生 

昨年、聖路加病院の日野原重明先生が 105 歳で逝

去された。 

今、私が代表を務める「元気に百歳」クラブは 2000年

に日野原先生のご支援で設立し、今年、19 年目を迎え

る。このクラブは 2000年に 60歳で博報堂を定年退職し

た「鈴木将夫氏（私と同年）」とその仲間たちが創った

クラブである。私は 2002 年 11 月にシンガポールか

ら帰国して、日立製作所を定年退職した直後にこの 

クラブに参加した。今年で 16年目だ。 

「60 歳（当時の定年年齢）から人生を終えるまでの長

い時間を如何に有意義に過ごすか」を命題にして、この

クラブは設立された。クラブの精神（モットー）は 

①  元気が最高のボランティア（家族や社会に迷惑を  

かけないで自立して生きることが社会に対する 

最高のボランティアである） 

② 支え合い（仲間と精神的に支え合う事で人生が 

豊かになる）の二つである。 

私はこの精神に感銘して参加を決めた。 

私がクラブに参加した 2003年当時、日野原先生は既

に 90 歳になっていたが、全国を飛び回っておられた。

先生は「元気に百歳」クラブの 2つの精神に大いに評価

し、ずっと私たちを応援してくれた。 

私は 2015 年 2 月に 5 代目の代表になり今日に至っ

ている。現在会員は約 200 名「東京(120 名)、関西（60

名）、地方(20 名)」である。男女比率は 50：50 で、とても

バランスが良い。平均年齢は 78 歳で私と同じ。何歳に

なっても異性と一緒に活動することは心がワクワクして楽

しい。当クラブの活動は、人口減少、少子高齢化、医療

費の拡大が深刻になっている、わが国の現状を考えると、

とても大切な活動だと思っている。 

 

[2]日野原先生からの大切な言葉 

当クラブは毎年 10 月 10 日（100 歳の日）に 1 冊のク

ラブ誌「元氣に百歳」（約 260 ページ）を発刊する。昨年

は 18号（写真 1）を発行した。創刊号から 11号までは日

野原先生が巻頭言を書いて下さり、12 号以降は現在、

日本のアンチエージング界の権威である白澤卓二先生

に書いてもらっている。 

日野原先生からいただいた珠玉のような沢山の言葉

と文章の中で「こころ輝いて」という言葉（写真 2）
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をクラブの心としている。 

毎号、テーマが決まり、会員が「自分の人生を通

して得たもの、人生に対する思い」を綴って投稿す

る。クラブ誌は企画から出版まで、すべて会員（編

集委員会）のボランティアで行われる。 

また、各号には日本を代表する著名なゲストにゲス

ト投稿をお願いしている。 

ちなみに、18 号ではＳＳＩＳの牧本次生・元会長

に「半導体をめぐる話し」を執筆していただいた。 

毎年 1500 部発行して書店に出る。国会図書館をは

じめ主要な図書館に蔵書として置いていただいてい

る。 

 

[3]クラブの活動 

全国、約 200 名の会員の心をつなぎ、思いを共

有するために、①クラブ誌「元氣に百歳」の発行、

②年 4回発行する「クラブだより」が不可欠である。

これらはクラブ運営の縦糸である。 

また、東京、関西、地方ごとにそれぞれの活動が

ある。東京本部の例で述べると、下記のような 8 つ

の「サロン」が月 1 回開催され、会員は好きなサロ

ンに都合のよい時だけ参加する。すべてのサロンの

指導者は会員がボランティアで行っている。 

また、すべてのサロンで終了後に「アフター」と

称する懇親会があるがこれが楽しくて不可欠である。 

会員の参加率（会員がサロンやクラブ誌に参加する

比率）は 95％であり極めて良好である。 

① パソコン教室（初級から上級まで） 

② エッセイ教室（毎月 1 編のエッセイを書き、

サロンで評価いただく） 

③ 俳句サロン「道草」（1 回 3 句の投句） 

④ サロン「日だまり」（社会見学と体験） 

⑤ ゴルフサロン「らふの会」（初心者歓迎） 

⑥ ほっとサロン（健康体操と歌声） 

⑦ スケッチサロン「あとりえ一丁」（現在 12 人

のメンバー） 

⑧ 邦楽サロン「音いろ」（三味線・小唄・踊り） 

これら８つの「サロン」活動が組織を安定運営 

させる横糸になっている。 

 

[4]ＳＳＩＳへの提言 

多くの任意団体や協会は高齢化が進み、会員数が

減少している。したがって年会費収入が減少し、そ

の運営が苦しくなっている。 

「元気に百歳」クラブの場合、年会費は 4,000 円 

（夫婦会員は夫婦で 7,000 円）であるが、上記した

8 つの「サロン活動」で会員に支え合いと仲間意識

を醸成していただき、クラブ誌「元氣に百歳」の販

売や寄付で収入を得て運営を維持できている。 

 

ＳＳＩＳの「文化活動委員会」は、委員長、各委

員の努力により活動の幅が大変広がった。「多摩会」

「ＹＭＫ会」「落語会」「美術鑑賞会」「江戸花めぐり」

「歩こう会」など、手軽に参加できる「会」が増え

て、ＳＳＩＳ会員の団結心が強くなっているようだ。

これはサロン「日だまり」の活動に近い。 

 

このような会員参加型の活動を増やして、楽しい

人生を送れるように工夫することが大事だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野原重明先生にいただいた言葉  
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IoT・AI ・ビッグデータの時代に突入し、マイクロプロ

セッサおよびメモリのさらなる高機能化・高集積化・高性

能化（高速・低消費電力）の要求が加速している。これら

の要求に応えるためには、主にプロセッサアーキテクチ

ャとデバイス回路に関する新たな技術が必要となるが、

本号ではデバイス回路技術に関するブレークスルーを

取り上げる。特に次世代不揮発性メモリ技術と次世代論

理素子技術を論ずることにする。 

 

次世代不揮発性メモリにおけるブレークスルー 

現在主流であるSRAM、DRAM、及び3D-NANDフ

ラッシュメモリでは電荷の有無、つまり電圧で情報を表

現している。ところがこれ以上微細化・高密度化が進展

すると、必要となる電荷量保持の問題や隣接ビットに存

在する電荷の相互干渉の問題など、動作限界が現れる。

そこで全く発想を変え、抵抗の高低、つまり電流で情報

を表現する新しい方式が提案されている。 

そ の 代 表 が MRAM(Magneto-Resistive  RAM) 、

PRAM (Phase-change RAM)、ReRAM(Resistance 

RAM)である。以下順に動作原理と開発状況、そして将

来の見通しを概観する。 

(1)MRAM    

HDD(Hard Disk Drive)のように、磁石を使って情

報を表現する方式を半導体レベルで実現できないか、

という発想が出発点であるが、「磁石から出る磁界を直

接観測するのではなく、磁石の情報を抵抗値の変化に

置き換える」という発想に切り替えた。まさにブレークス

ルーである。図1のように強磁性体で原子数個分の絶縁

体を挟んだ構造になっており、トンネル磁気抵抗効果を

利用する。つまり、二つの強磁性体の磁石の向きが同じ

場合には、トンネル効果で強磁性体間に電流が流れ、

向きが異なる場合には電流が流れない。上側強磁性体

の磁石の方向を変えることで「情報の書き込みと消去」

を行う。それには電流を流して発生させた磁界を外部か

ら与えることが考えられるが、電力の消費量が問題とな

る。その対策として考えられるブレークスルーが、スピン

流の利用である。そもそも磁化は電子のスピンに起因す

るので、外部からスピンの情報つまりスピン流を直接流

し込むことで「情報の書き込み」を行うのである。一般に

STT-RAM (Spin Transfer Torque-RAM)と呼ばれて

いる。これを可能にするには、ナノスケールレベルでの

強磁性体材料の設計技術が必須であり、10年以上情

報を保持できる技術などと併せて研究・開発が進められ

ているが、2017年のISSCCでは東芝からギガビット級

のSTT-RAMが報告された。大手半導体メーカのみなら

ず米国ベンチャーであるSpin Transfer Technologies

社、Avalanche Technology社などが、製品の市場投

入を狙っている。またTSMCなど大手ファウンドリーも

MRAM技術を近々に実用化するという計画を発表して

いる。MRAM市場は2025年までに、48億米ドル規模に

なるとの見方もある。 

   

強磁性体

強磁性体

絶縁体
N      S

N      S

S N

N      S

トンネル電流の制御

図 1 MRAMの動作原理
 

(2)PRAM 

DVD(Digital Video Disc)などで使われている金属

ガラス膜は結晶構造を持たないアモルファスと呼ばれて

いる。「この膜にパルス状の電流を流すことで加熱し、相

転移を誘発させて結晶構造にし、もともと高抵抗であっ

た状態から低抵抗に変化させる」という発想である。技

術的なブレークスルーと言える。図2のように相転移の

状態を変えることで「情報の書き込み」を行う。Intelと

Micronは、ワード線とビット線が交差する微少領域にメ

モリセルを挟み、これを２層構造にすることで高集積化

を図った3D Xpoint™を発表している。2018年量産を

目指すという。 

    

電極

電極

電流の制御

図 2 PRAMの動作原理

結晶状態金属
ガラス膜

アモルファス状態

 

(3)ReRAM 

 酸化物絶縁体に高電圧をかけると絶縁体中の酸素欠乏

領域を介し電流が流れる。その時発生するジュール熱によ

り酸素欠乏領域が増加し絶縁体の電気伝導率が上昇し絶

縁体中に酸素欠乏領域が電極間につながり、conductive 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

 

 

 

半導体のブレークスルー技術 (3) 

論説委員会 

半導体のブレークスルー(1) 
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bridge が形成される。この状態が図 3 の左側である。さら

に高電圧をかけると、ジュール熱により、bridge が破壊さ

れる。このようなメカニズムで絶縁体の抵抗値を制御し、

conductive bridge の有無を「情報の書き込みと消去」に

対応させることは今までに無い発想である。 

    

電極

電極

電流の制御

図 3 RRAMの動作原理

酸化物
絶縁体

酸素欠乏

 

表 1 に示すように、スピードと容量の観点から次世代

不揮発性メモリの活躍の場は、主記憶あるいはストレッ

ジクラスの領域と見られている。しかし DRAM も負けて

はいない。例えばベアチップを積層し TSV (Through 

Silicon Via) で 信 号 を 交 換 す る HBM(High 

Bandwidth Memory)技術を使うことにより、毎秒 900 

Gbyte の高バンド幅を実現するに至っている。しかし問

題はやはり消費電力だ。STT-RAM が DRAM 市場を

脅かすと見られているが、その鍵は DRAM に比べて大

幅な低消費電力化が実現できるか否かであろう。 

書き換え 容量 現在の

時間 (秒) (バイト) 主流メモリ

レジスタ 10
-10

10
3 F/F F/F

キャッシュ 10
-9

10
6 SRAM SRAM

主記憶 10
-8

10
9 DRAM

ストレッジ・クラス 10
-6

10
9 -

ストレッジ 10
-4

10
12 3D-NAND 3D-NAND

表 1　 各メモリ階層における要求仕様と次世代メモリ

メモリ階層

STT-RAM,

PRAM,  ReRAM

期待される
次世代メモリ

 

次世代論理素子におけるブレークスルー 

基本的なMOS構造のままで微細化が進むと短チャ

ネル効果が顕著になり、ゲートによるソース・ドレイン間

の電流オン・オフ制御が困難になることは1990年ごろか

ら指摘されていた。日立製作所の久本氏はゲート構造

を立体化することにより、短チャネル効果を抑制する方

式を提案した。いわゆるフィン(ひれ)構造の提案である。

しかし現在ゲート長が10nm オーダになっているため、

もはやこのフィン構造を発展させたダブル/サラウンドゲ

ートでも対応しきれなくなっている。消費電力の抑制と

併せて新たな論理素子技術が必要とされる。代表的な2

種類の次世代論理素子を説明する。 

(1) グラフェン論理素子 

グラフェンは、原子層が重なってできるグラファイトの一

層分のことであり、炭素原子がシート状に並んでいる。

原子層レベルの薄さであることから短チャネル効果抑制

が可能であり、シリコン中とグラフェン中の電子の移動度

を比較すると 100 倍以上が実現できるという利点がある。

グラフェンはバンドギャップがないことから導体の振る舞

いをするが、2 層のグラファイトに垂直電界を印加すると

バンドギャップが現れる。つまり、図 4 のように垂直電界

の有無でグラファイトが導体になるかと絶縁体になるか

を切り替え、高速論理素子が実現できるのである。2017

年の IEDM で、米国テキサス大学は市販の紙を基板とし、

その上にグラファイと二硫化モリブデンを用いてトランジス

タ回路を実現したことを報告している。 

   

ゲート

ゲート

ソース
ドレ
イン

電界

ゲート

ゲート

ソース
ドレ
イン

グラファイト

電界無し

図 4  グラファイト論理素子の動作原理

電子の流れ無し電子の流れ

グラファイト

 

(2) 単一電子論理素子 

電子一個のみ入る直径数nmの量子ドット中にトンネ

ル効果によって新たな電子が入り込めるか否かはゲート

電圧が整数値か半整数値かで決まる。図5のようにゲー

ト電圧が半整数値の場合、ソース側から新たな電子が

一個入り、ドレイン側に一個の電子を排出して電流の流

れが生じる。単一電子の取り扱いのため、消費電力の

劇的な削減が図れるし、単一電子操作なので短チャネ

ル効果などは存在しない。しかし「常温での安定した量

子ドット実現」、「配線間トンネル効果の抑制」、「極小電

荷での配線及び後段ゲートへの高速信号伝達」、など

実用化には多くの課題がある。 

 

ゲート (1.5V)

ソース
ドレ
イン

量子ドット

電子の流れ無し

図 5 単一電子論理素子の動作原理

ゲート (1.0V)

ソース
ドレ
イン

量子ドット

X

電子の流れ

電子 電子電子

電子 電子

 

まとめ 

次世代不揮発性メモリと、いわゆる beyond CMOS と

しての次世代論理素子を取り上げ、技術的ブレークス

ルーを論じた。次号では、プロセッサアーキテクチャに

関するブレークスルーを論説する予定である。 

ご意見を論説委員会 ronsetsu@ssis.or.jp までお寄せください      

論説委員：渡壁弥一郎(委員長)  鈴木五郎(副委員長) 

井入正博  川端章夫  長尾繁雄  伏木 薫   

市山壽雄(アドバイザー)
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北鎌倉は禅宗の著名な寺、鎌倉五山第一位の建長寺、第二位の円覚寺のほか東慶寺、明月院など久しぶりに歴

史的な役割も含めてじっくりと寺を回った。鎌倉・二階堂の“凛木” で懇親会、さらに瑞泉寺を経て鎌倉駅へ戻った。 

好天に恵まれ紅葉狩りを兼ねた有意義な一日であった。 

 

日時： 2017年 12月 12日（火曜日）9時 30分 

   

散策経路： 北鎌倉駅 ⇒ 円覚寺 ⇒ 東慶寺⇒ 

明月院⇒ 北鎌倉(JR、バス、タクシー移動)鎌倉⇒ 

二階堂（中国精進料理 “凛林”）⇒ 瑞泉寺 

(徒歩約４ｋｍ、所要時間４時間程度、別途拝観料） 

 

参加者(順不同、敬称略)： 

内山雅博、角井宜治、中田靖夫、野澤滋為、 

橋本浩一、島 亨、眞鍋研司、（7名）  

懇親会：中国精進料理 “凛 林” (鎌倉・二階堂) 

 

今回は、北鎌倉を起点として、主に北条一族が関係し

たお寺をまわる。山沿いに立地していることから、やや遅

い紅葉を楽しんだ。 

 

円覚寺 

臨済宗円覚寺派大本山  瑞鹿山円覚興聖禅寺   

鎌倉五山第二位。  開山・無学祖元（仏光国師） 開基

8代執権 北条時宗 

約 60k ㎡に及ぶ寺域全体が史跡に指定されている。

この辺りは鎌倉時代山ノ内荘と呼ばれ、北条義時がこの

地を所領にしたため、山ノ内には北条氏の建てた寺が

多い。北条時宗は、文永･弘安の役（1274 年･1281 年）

の 2 度にわたる元との戦いで死んだ兵士たちの菩提を

弔う為、宋の禅僧･無学祖元（仏光国師）を開山に招き円

覚寺を建立した。 

創建初期の伽藍は仏殿･僧堂・庫裡があるだけだった

が、鎌倉幕府の祈願所になってから、土地や建物の寄

進を受け大きな寺に育っていった。幕府滅亡の2年後の

1335 年に夢窓国師が円覚寺 15 世住職となってから、

後醍醐天皇の勅命として建長寺にあった無学祖元の塔

頭･正続院を円覚寺に移した。北条氏が滅びた後も、寺

は繁栄し、盛時には七堂伽藍が整えられ、塔頭も 42 院

に及んだ。足利義満によって五山制度が確立し、鎌倉

五山第二位に列せられた。  山門、仏殿、方丈などが

一直線に並ぶ宋の禅寺様式が見られるが、ほとんどの

建物は室町から江戸にかけて再建されている。山門に

は伏見上皇直筆の「円覚興聖禅寺」の額がかかっている。

佛日庵は北条時宗の廟所、正続院には日本最古の唐

様建築で国宝の舎利殿（西御門にあった尼寺・太平寺

の仏殿だったと伝わる）があり、正法眼堂（禅堂）は円覚

寺派専門道場で雲水の修行の場でもある。鐘楼には

1301 年に 9 代執権北条貞時が寄進した洪鐘（おおが

ね）があり、建長寺、常楽寺と共に鎌倉三名鐘の一つで

国宝。 

  

  

地域 

だより 

文化活動委員会   眞鍋 研司 

ｒ 

 

『ＳＳＩＳ第 5 回鎌倉散策の会』(報告)     

―『北鎌倉のお寺と紅葉狩り』ｒ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/4/45/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E5%9B%B3.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/4/45/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E5%9B%B3.png
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1964 年に再建された仏殿の天井絵は、前田青邨監

修、守屋多々志揮毫の白龍図がある。 

主な塔頭 

・帰源院  38 世傑翁是英の塔所。夏目漱石の「仏性は

白き桔梗にこそあらめ」の句碑がある。漱石が 1894

年の年末から翌年にかけて円覚寺老師･釈宗演の

もとで参禅、この体験をもとに小説「門」を書いた。 

・黄梅院  夢窓疎石の塔所。夢窓派の関東における拠

点となった。門弟の方外宏遠が 1354年に開創。後

に、足利義詮の遺骨が分骨され、足利氏の菩提寺

の性格も帯びた。 

・済蔭庵  夢窓疎石の直弟子の 56世曇芳周応の塔所。

現在は禅道場「居士林」。定期的に座禅会が開か

れる。 

・仏日庵  1284 年に没した北条時宗の廟所として創建

され、子の 9 代執権北条貞時、孫の 14 代北条高

時も合葬されている。 「仏日庵公物目録」は中国

から日本への文化の流入を知る上で貴重。境内に

は茶室の烟足軒がある。川端康成の「千羽鶴」に登

場する。 

・正続院  9 代執権北条貞時が仏舎利を納める為に建

立した祥勝院という堂宇だった。境内には、前述の

日本最古の唐様建築で国宝の舎利殿、開山堂、正

法眼堂（禅堂）がある。 

開山堂にある木造仏光国師（無学祖元）坐像は重

要文化財。（非公開だが年に一回公開） 

 

 

 

 

東慶寺   

開山は 8 代将軍北条時宗の妻・覚山尼でその子の 9

代将軍北条貞時が開基。 

北条時宗の別荘跡に建立した。 

「縁切り寺」「駆け込み寺」として知られ、1871年に「縁

切寺法」(縁切寺法；3 年の修行で離縁できる)が廃止さ

れるまでの約 600年間続いた。 

5 世の用堂尼は後醍醐天皇の皇女でそれ以来高い

格式を誇った。20 世の天秀尼は豊臣秀頼の娘で、徳川

家康の孫･千姫の養女であったため、江戸時代は徳川

家の厚い庇護を受けた。 

墓地には、西田幾多郎、鈴木大拙、岩波茂雄、和辻

哲郎、高見順ら多くの作家や学者が眠る。 

境内には、ウメ、ハナショウブ、アジサイ、リンドウなどが

四季折々に咲く。 

本尊は、木造釈迦如来坐像は室町期の作。木造聖観

音菩薩立像は廃寺となった尼寺、太平寺の本尊だった

といわれる。像に施された「土紋」が優れる。他に、水月

観音半跏像。 

 

何やら野澤さんがしきりに寺務所の女性と話している

が、わけを聞くと、初期のころは代々の管長は女性であ

ったが、その後世襲になり、野澤さんの学生時代の友人

が先年まで務めていて、今はその子息が管長をしている

という。 

   

  

 

明月院(あじさい寺)   

臨済宗建長寺派  福源山明月院 1380年 開基・ 

上杉憲方 開山・密室守巌 

前身は  明月庵・・永暦元年（1160年）  禅興寺・・ 

文永五年（1268年） 

平治の乱で戦死した首藤俊道の菩提を弔う為、永暦

元年（1160 年）、子の山ノ内經年が創建した明月庵が

起源。康元元年（1256 年）北条時頼がこの地に最明寺
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を建立した。後に時宗が最明寺を前身に蘭渓道隆を開

山として禅興寺を創建した。康暦 2年（1380年）足利氏

満から禅興寺中興の命を受けた関東管領上杉憲方が

寺域を拡大。明月庵は明月院と名を改め、支院の首位

においた。足利義満の時代、禅興寺は関東十刹の第一

位となるが、明治初年に廃寺となり明月院だけ残った。

境内に、北条時頼の廟所があり、その左奥に時頼の墓

といわれる宝篋印塔がある 

山門を過ぎて左手に、紫陽殿と称される本殿があり本

尊の聖観世音菩薩が祀られている。その左を行くと仏殿

の宗猷堂があり、更にその左の山際に、上杉憲方の墓と

いわれる宝篋印塔が祀られている鎌倉にある最大級の

やぐらがある。花の寺としても有名で、特に初夏は参道

から境内までを覆って咲くアジサイが見事で別名「紫陽

花寺」と親しまれる。他にも四季折々色々な花が咲く。宗

猷堂の右側に、鎌倉十井の一つ「瓶ノ井」（つるべの井）

がある。 

  

  

  

  

  

 

 

建長寺 

臨済宗大本山 巨福山建長興国禅寺（山号は前を通

おる巨福呂坂から、寺名は建立の年、建長 5 年 (1253

年）から取られた） 鎌倉五山第一位開山・蘭渓道隆 開

基・北条時頼 

蘭渓道隆は宋から 1246 年、33 歳で来日、九州、京

都を経て鎌倉に入った。常楽寺の住持を経て 1253 年、

5代執権北条時頼によって建長寺が創建され開山となる。

宋の厳格な禅風をそのまま建長寺に持ち込み千人を越

える修行僧を指導した。その時使用された自筆の指導

書が「法語規則」（国宝）として寺に残る。それによると座

禅は一日 9 時間に及び、歩行中に声や足音をたてるも

のには罰則が与えられるなど厳しく細かい規則が定めら

れていた。 

  

  

  

  

掃除の行き届いていることを「建長寺の庭を竹箒で掃

いたよう」といわれたが、この寺の厳しさを表現している。

現在も境内は箒の目がきちんと付いている。66 歳で示

寂した蘭渓道隆は、後宇多天皇から「大覚禅師」という

号をおくられたが、これは日本で最初の禅師号である。 

総門を入ると、楼上に五百羅漢などを安置した三解脱

門（略して三門）があり、その先に本尊地蔵菩薩を祀った

仏殿、儀式法要を行う法堂、唐門が直線上に並ぶ。元

の配置は中国・万寿寺を模した大陸風であったが 

14～5 世紀の地震や大火で失われ、現存する建物は江
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戸時代に沢庵和尚の進言などによって移築再建･復興

されたもの。創建当時から残っているものは、仏殿前に

道隆が宋から種を持ってきて植えたと伝わる七本の柏槙

のみで、宋の禅寺の庭園洋式を伝えるもの。幹周り七メ

ートルもあり 750年の歴史を伝える巨木である。 

三門右手の鐘楼には時頼の寄進でできた梵鐘（国宝）

があり、道隆による銘文が浮彫りにされている。唐門の奥

に方丈があり、背後の道隆作の庭園は国指定名勝で日

本の禅宗庭園の源である。裏山の中腹には鎮守の半僧

坊大権現が祭られており、毎月 17 日に祭礼が行われる。

この寺に言い伝えで馴染み深いものに「けんちん汁」が

ある。道隆が野菜のヘタや皮を無駄にしない様にと作っ

た料理が今に伝わったもので、豆腐を崩して入れるのは

過って落とした豆腐を使ったことから来ている。建長汁が

訛って「けんちん汁」を呼ばれる様になった。 

 

建長寺を出て、タクシーを呼ぶかバスに乗るかで迷っ

ていたがウオーキングを兼ねて歩いて行くことにしたが

目的地まで距離がありすぎて早計であった。建長寺から

通い慣れた？切通を抜けて、わき道から鶴岡八幡宮を

通過して近道を抜けていく。 

 

 

懇親会： 

中国精進料理 “凛 林” (鎌倉・二階堂) 

 

天園ハイキングコース、瑞泉寺近くの山間にある住宅

をそのまま利用したレストランで、林オーナーシェフのこ

の日の料理は、「四宝寒風菜」で淡白ではあるが、なか

なかの味だった。 

―三種冷菜、鶏団子と蕪の壺蒸しスープ、花切りイカと

レンコンの淡白炒め、豚ロース唐揚げ黒酷甘酢あん、小

海老チリソースチーズのせ焼き、ウーロン茶冷麺、凛林

杏仁豆腐―  

ビール、ワインに、まろやかな味の紹興酒で楽しめた。 

 

  

―中国精進料理 “凛 林”― 

 

橋本さんが車を“鎌倉宮カントリー・テニス・クラブ”へ

置いてあるからと早めに引き上げた。 

内山さんもタクシーを呼んで早めに引き上げた。 

 

瑞泉寺 

臨済宗円覚寺派 創建は 1327年 開山・夢窓疎石 

山号は錦屏山で背後の山が錦の屏風のように迫る地形

が禅寺に相応しいとこの地を選んだ。室町時代、足利基

氏をはじめ代々の鎌倉公方の菩提寺として塔頭も十を

越え、関東十刹の第一位の格式を誇った。後醍醐天皇

や足利尊氏が帰依した疎石な、瑞泉寺の作庭にも力を

注ぎ、岩盤を削り出した岩の庭は国の名勝に指定されて

いて、書院庭園の起源ともなった。 

  

  

  

夢窓疎石は後に京都の西芳寺、天龍寺の庭園も手が

けた。本堂には徳川光圀寄進の千手観音像や夢窓疎

石像（国重文）などが祀られている。瑞泉寺庭園のすぐ

前の地蔵堂には「どこも苦地蔵」と呼ばれる地蔵が安置

されている。また、裏山には、「お塔やぐら」「瑞泉寺やぐ

ら群」があり、境内は国の史跡に指定されている。 

「花の寺」として知られ、早春のウメに始まりオウバイ、

シダレ桜、夏はフヨウ、キキョウ、秋には紅葉、冬はスイセ

ンが咲く。境内に吉野秀雄の歌碑、大宅壮一評論碑、

久保田万太郎句碑、山崎方代の歌碑があるほか、久米

正雄の墓もここにある。 

 

懇親会の後で瑞泉寺を見て、今度はバスに乗って鎌

倉駅へ戻った。 

以上 
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「第 11 回江戸エコ寄席」春風亭正朝独演会と 

江戸エコ行楽重のコラボを楽しむ 

 

当日は快晴に恵まれ、皇居内の乾御門の道が開放

されていて多くの人が列をつくっていた。 

 会場の「楠公レストハウス」は皇居前広場の東南、 

日比谷交差点近くに位置し名称の通り目の前に 

「青葉茂れる桜井の里のわたりの夕まぐれ…」の唱

歌で有名な楠木正成の騎馬像がある。 

 「楠公レストハウス」では江戸時代の食材やレシピ

を参考にし現代の季節の食材を使った料理に再現し

ている。今回は始めに江戸にタイムスリップし「江戸

エコ行楽重」を頂戴した後、正朝師の落語二題を楽し

んだ。 

・日 時：12月10日(日)12：00～16：00 

・場 所：楠公レストハウス(皇居前広場) 

・参加者：伊藤達・島亨・眞鍋研司・竹下晋平・ 

高橋令幸・山崎俊行・内山雅博 (7名) 

写真①②③④⑤  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 楠木正成像 

   
②江戸エコ行楽重 

 

 

 

  

③正朝師と左より眞鍋、島、伊藤の各氏 

 

 

④正朝師と左より内山、高橋、竹下、山崎の各氏 

  

  

⑤エコ行楽重を説明する正朝師 

 

☆ 委員会報告 ☆ 

 

 ◇ コミュニティ活動・落語を楽しむ会 

文化活動委員会   内山 雅博 

ｒ 
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● 落語 

第一席 「ふぐ鍋」 

ふぐは猛毒があると言う事で食する事が禁じられ

ていた時代、伊藤博文総理が故郷下関に帰った時有

名料亭「春帆楼」で食事することになったが前日から

天候不良で良い食材が揃えられない。そこで女将は

気転をきかせ取り置きのふぐ料理をつくり供した処、

博文総理はその味に大変満足し「この魚は何だ」と尋

ねた処、女将は返答に窮したが正直にふぐである事

を伝えた処博文は「こんなにうまいものを食べられ

ないのはもったいない」と庶民にも広く食べて良し

のおふれを出した。その後「春帆楼」は大いに繁盛し、

日清戦争の講和条約締結の舞台となった。(明治28年

1895年)その部屋は現在も再現されている。ふぐは明

治21年食用解禁されている。 

 春帆楼は壇ノ浦、赤間神宮の近くに位置し唐戸市

場もすぐ傍で賑わっている。 

写真⑥⑦⑧⑨⑩ 

 

      

⑥「ふぐ鍋」を熱演する正朝師 

 

   

⑦春帆楼入口 

      
⑧春帆楼玄関口 

  

⑨日清戦争講和条約締結会議 

（正面中央右が伊藤博文大使） 

     

⑩日清講和会議場の再現(春帆楼にあり) 

 

第二席 「茶金」 

 衣裳も変えて熱演する 

昔、焼き物が流行っていた頃、何の変哲もない茶碗を

めぐり欲がからんであれよあれよと言う間に高値と

なり御殿様がまき込まれる事態に…。 

写真⑪ 

 

⑪衣裳も変えて二席目「茶金」を語る正朝師 

 

 師走の一日、美味しく楽しみました 
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新入会員(2018.1.1～2018.3.31) 

個人会員（ご入会順、敬称略） 

  久留島守広、鏑木雅大、新池仁志 

 賛助会員（敬称略） 

  Chengdu Analog Circuit Technology Inc. 

  ＊新たにご入会の皆様、宜しくお願い致します。 

 

1～3 月実施行事 

1月： 15日 監査役会 

    18日 理事会/執行会議 

2月： 14日 理事会/執行会議 

 22日 社員総会 

22日 20周年記念式典/記念講演/祝賀会 

3月：  15日 理事会/執行会議 

 24日 第 9回多摩会 

 

社員総会を終えて 

今年の総会準備では、総議決権数の 3分の 2以上

の賛同を必要とする特別議案の審議があることに加

え、同時に 20 周年記念行事の準備を並行して行う

ことでした。 

出欠連絡票・委任状の提出状況は締切日までの回

収率は 51％でした。その後、総会前日まではメール

や FAX での出欠確認、委任状提出お願いすること

の繰り返しでした。 

何とか、特別議案を審議するに足りる議決権数が

確保でき、無事に全議案を承認いただけたことを、

会員の皆様の協力に感謝いたします。有難うござい

ました。 

出欠確認、委任状提出をお願いする過程で、既に

出欠連絡・委任状を提出して頂いている方々に督促

のメールを差し上げ、ご迷惑をおかけしましたこと、

紙面をお借りしてお詫び申し上げます。 

なお、役員登記等の法務局への手続きは無事に完了

いたしました。 

 

今後の行事予定 
4月：  9日 多摩御陵＆多摩森林科学園散策 

 16日 SSISフォーラム 

 19日 理事会/執行会議 

    23、24日 春季九州工場見学会 

    28日 第 9回 YMK会 

5月： 17日 理事会/執行会議 

24、25日 春季半導体入門講座 

 28、29日 春季半導体ステップアップ講座 

6月：  19日 SSISフォーラム 

 21日 理事会/執行会議 

 28日 諮問委員会 

 

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 

一般寄付 

 2018 年 1 月(99 号)掲載以降、2018 年 3 月 31 日

までに下記の方々からご寄付を頂きました。紙面を

お借りして御礼申し上げます。 

青木昭明、荒巻和之、池永和夫、石川静香、石川 元、

内山雅博、市山壽雄、井上 誠、井上道弘、内海 忠、

梅田治彦、遠藤伸裕、大成 基、大野淳一、小川洋史、

加藤重道、加藤修央、神山治貴、川端章夫、 

川本佳史、木原利昌、金原和夫、栗原啓志郎、 

小崎勝浩、小林伸至、小宮啓義、坂本典之、 

崎谷文雄、佐々木元、島 亨、清水秀紀、志村幸雄、

進藤通世、鈴木孝徳、平 強、鷹取正豪、高橋令幸、

高畑幸一郎、田辺 功、趙 成洙、外所和博、 

長尾繁雄、中澤修治、中田靖夫、永塚幸夫、中根 久、

中村恒夫、野澤滋為、萩原良昭、萩原義昭、 

橋本浩一、畑田賢造、羽田祐一、馬場久雄、福井 博、

藤井嘉徳、藤澤良次、星野 清、堀内豊太郎、 

牧本次生、増原利明、松本光由、松元光義、 

萬田和彦、宮下 実、山崎俊行、山根正煕、八幡惠介、

吉澤 仁、吉澤六朗、渡壁弥一郎 

 

編集後記 

SSISの会報も会員や外部の方々からの執筆やご

賛同を頂き、おかげさまで区切りの 100号を迎える

ことができました。この場を借りて皆様には、厚く

御礼申し上げます。今後とも宜しくお願いします。        
編集委員会一同 

会員状況(3 月 31 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員状況（3 月 31 日現在） 

個人会員 23４名  賛助会員 52 団体 
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