
去る 8 月の上旬に、アップルの時価総額が 1

兆ドル（約 110 兆円）を超えたという報道がな

された。米国の上場企業においては史上初のこ

とだそうである。この時価総額はトヨタ（約 23

兆円）の約 5 倍にもあたる。その背景として、

スマホ事業の好調などが挙げられていた。この

記事を見て想ったのは「これも CMOS インパ

クトの一つ」ということであった。CMOS なく

してスマホなく、スマホなくして 1 兆ドルの時

価総額はあり得ないだろうからである。

アップルのスマホ（iPhone）が世に出たのは、

今から 10 年余り前のことである。その以前か

ら「小型、省電力、高性能の万能端末」を求め

て、さまざまな電子機器が市場に現れた。たと

えば、1993年にはアップルやシャープから

PDAが市場導入された。また、96 年にはマイ

クロソフトの新 OS、Windows CE を搭載した

HPCがカシオなどから提供されモバイルPCの

先鞭となった。99 年にはドコモが携帯電話を使

った i-モードサービスを開始し、携帯は IT イン

フラの一翼と位置づけられた。

そのような流れがさらに進化し文字通り万能 

端末となったのが iPhoneである。その実現に

は CMOSの技術革新の動向を的確に把握し、

その能力をフルに活用して、多くのユーザーが

使いたくなる機器としてまとめ上げたスティー

ブ・ジョブズの天才的な活眼があったといえよ

う。 

  CMOS は、F.M.ワンラス（当時フェアチャイル

ド）によって 1963 年に発明されたがＲＣＡに

よって製品化されたのはその 5 年後である。 

CMOS は極めて消費電力が少ないもののスピー 

ドが遅く製法も複雑であったため、その用途は限定

的であった。しかし、1970年代になると日本で大き

な市場が開かれた。腕時計（セイコー他）と液晶電

卓（シャープ他）である。この時点においても CMOS

の位置づけは「ローパワー指向のニッチデバイス」

というのが業界常識であり、マイコンやメモリある

いはロジック製品などの主流製品としては NMOS

が中心となっていたのだ。 

このような業界常識を覆したのは、日立で製品化

した CMOS 版の高速 SRAM（1978）とそれに続く

CMOS版８ビットマイコンである。これによって

CMOSがスピード、消費電力の両面で NMOSより

優位に立てることが実証され、徐々に主流の地位を

獲得していった。 

今日、世の中を広く見渡すと CMOS の技術進展に

よって実現された機器やシステム、サービスなどは

枚挙にいとまがない。スマホ、PC、サーバーなどの

IT機器、ロボット、自動運転、SNSなど。さらに

は AI や IoT も CMOSなくしてはあり得ない。

「CMOS は現代文明の基盤である」といっても過言

ではないのである。 

前述のように、CMOS は米国において発明され、

最初の製品化がなされた。その後、日本において大

きな市場（時計と電卓）に出会い、さらに高速化さ

れて NMOSに代わる主流デバイスの地位を得た。

ひと言でいえば、「CMOS は米国生まれの日本育ち」

なのである。 

一般社団法人 
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しかし、CMOS が大きく花開いたのは残念ながら

日本以外の国や地域であった。米国ではインテルを

筆頭にクワルコム、ブロードコム、マイクロンなど。

さらには韓国のサムスン、台湾の TSMC など多くの

企業が CMOS 技術をバネとして大きく成長し、巨

大なＩＴ市場を支えている。この状況を端的に表現

すれば次のようになろうか。 

 「CMOS は 米国生まれの 日本育ち 

    米韓台で 花開く」 

現代文明の基盤ともいえる CMOSの「育ての親」

でありながら国内で大きな花を開かせることができ

なかったのは何故か。この問題は「日本半導体が一

時は世界のトップにありながら、衰退したのはどう

してか」という問いと同義であり、これまでに多く

の論点が挙げられている。以下に示すのはその中の

代表例である。 

◇主力製品であった DRAMで韓国企業とのコスト

競争力に敗れた。市場がメインフレームから PC

に移行したのに、品質にこだわりすぎた。 

◇日米半導体協定によって国内市場は海外企業に流

れた。DRAMなどについては値決めの自由度が奪

われ両手を縛られての事業運営を余儀なくされた。 

◇世界的なファブレス・ファンドリーの流れに乗り

遅れ、効率の低い自社ラインでの生産にこだわり

続けた。 

◇半導体は大企業の一部門であり、専業メーカーの

スピードにかなわなかった。などなど。 

 

  また背景的な要因としては次のようなことが挙げ

られよう。まず、「デジタル化の波」に対応できなか

ったことだ。民生分野は半導体にとっての大市場で

あったが、テレビは液晶型（デジタル）になって差

別化が困難となり、優位性を失った。VTR は市場そ

のものが消失した。また、携帯オーディオはアップ

ルの iPod に席捲されてしまった。 

 

 さらに 70 年代の超 LSIプロジェクトが「官民癒

着」と非難されてから、日本政府は「半導体は海外

製品を買うべし」との行政指導を 10 年間にわたっ

て行ったので官民の連携は崩れた。海外ではまさに

この時期に半導体を重要戦略分野として位置づけ官

民一体で推進した。日本のみがこの流れに逆行し、

半導体の重要性についての認識が広く共有されるこ

とはなかった。 

 

いろいろな論点が交錯する中で、ことの大小や相

互の関連を含んでの真の原因が解明されたとは言い

難い。今や、半導体は一国の盛衰にかかわるほどの

産業になっていることを踏まえ、半導体歴史館委員

会では「日本半導体の盛衰」を重点テーマとして取

り組みを始めている。 

 

SSISの会員の皆様からもいろいろなご意見を 

お寄せいただければ幸いである。 
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「第 5回 SSIS-NEDIA関西シンポジウム」開催報告 
SSIS関西地区委員 檜垣幸夫 

 

8 月 30 日大阪大学中之島センターにて第 5 回

SSIS-NEDIA 関西シンポジウムを開催しました。

NEDIA との共催を開始して 5 回目となる今年のテー

マは「半導体が牽引する自動車の進化」と題し、ソニー

セミコンダクタソリューションズ株式会社の春田勉氏、三

菱電機株式会社先端技術総合研究所の大井健史氏、

IHS ジャパンの南川明氏からの 3 件の講演がありまし

た。これからの自動車において重要である電子デバイ

スの動向について最新の技術とビジネス展開について

解説をして頂き、参加者と熱心な議論を行いました。以

下にその概要について報告します。 

 

１．開会挨拶 

SSIS理事長 内海 忠 氏 

本日は多くの方に本

シンポジウムにご参加

頂き感謝したい。本日

の講演では自動車の

進化を牽引する電子デ

バイスについて環境を

含めた IoT の総合的

な話を伺えると期待している。車の自動運転について

は今後日本の力をぜひ広めたい。個人的な話ではあ

るが、先日運転免許更新の際に認知症の検査を受け

させられた。若い頃と同様に運転を楽しむために、エレ

クトロニクスの助けを得ることが出来るという期待を込め

て講演を聞きたいとの挨拶がありました。 

 

２．来賓挨拶 

近畿経済産業局地域経済部 次長 大西 宏志 氏 

日頃の行政への協

力に感謝するとともに、

SSIS 20 周 年 、

NEDIA 5 周年目の本

シンポジウムにお祝い

申し上げる. 

自動車新時代への

対応が大きな機会である。未来社会  Society 5.0 / 

Connected industry 実現の一つに自動走行が大き

なテーマとなっている。Level 3 以上の自動運転の実

現に向けては半導体関連産業の力が必要であり、行

政も積極的に支援する体制にあり今後の技術推進に

邁進していただきたい。このシンポジウムをきっかけとし

て、ここ関西から世界の自動車関連市場に拡大するイ

ノベーションが生まれることを期待している。 

 

３．講演 1 「進化する車の眼～イメージセンサの挑戦」 

            ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 

車載事業部 副事業部長 春田 勉 氏 

ソニーのイメージセン

サ開発の歴史とクルマ

に特化した CMOS イメ

ージセンサの応用例の

紹介。 

ソニーがイメージセン

サの開発を始めたのは 

CCD で 1970 年。Handy Cam ムービーに採用した

のが 1985年、1995年にデジカメ時代が到来、以降ピ

クセル数を飛躍的に増大させながら 2000 年には 

CCD から CMOSに移行、当初不可能と考えられてい

た高解像度化を成し遂げてきた。 

進化の結果、ヒトの眼を超える感度（ダイナミックレン

ジ、SN 比）、視野の限界、速度の限界（風船の割れる

瞬間を見極める）に達するようになった。そして 2017

年にはソニーのイメージセンサ市場シェアは金額ベー

スで世界の 51.5％となった。しかし自動車関連に限る

とまだシェアは低く、近年はこの分野への参入拡大に

注力している。 

クルマにおけるイメージセンシングの目的は多岐に

わたり、日常のドライブシーンに存在する様々な認識対

象（走路、障害物、標識、信号 etc.）を人の眼を超える

感度で同時認識することが可能となってきた。さらに、

AI が加わって人間を超える精度で情報を分類・認識

できることが実証されるようになってきた。 

その結果、死角、不注意、誤判断、判断の遅れ、誤

操作といったヒト依存の問題点が解消され、正しい情報

さえあればヒト以上の正しい動作（事故回避等）が可能

となってきた。 
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センシングカメラの一台当たりの搭載数はますます

増加し、従来のヒトの視認補助から 360 度センシング

へと拡大してきた。近い将来はどのようなドライブシーン

でも人間を超越した視力をもって人間よりも安全で高

度な運転を可能とする Safety Cocoon という「繭」が実

現されるであろう。 

ソニーにおける車載用イメージセンサは、2002 年か

ら監視・FAカメラ用 CCD, CMOSセンサを転用してい

たが、2013年に車載用として厳しい品質基準を備えた

専用 CMOSセンサで市場参入を果たした。 

現在の主力製品は業界最高解像度を誇る IMX324

という品種で 2018/6 量産出荷開始した。これは 1/1.7

型 742 万画素で、高解像度、高感度という特徴は自

社 Fab を活用し他社に先行して画素構造を進化させ

てきた成果である。どのようなドライブシーンでも人間よ

り早く状況を捉え、確実に対象を捉え、精度よく情報を

捉え安全で高度な運転を可能にすることができるであ

ろう。 

 

４．講演２「車載用パワーデバイスの動向」 

     三菱電機株式会社 先端技術研究所 

パワーエレクトロニクス技術部門 

主管技師長 大井健史 氏 

最近では全世界的に電動化車両への動きが加速し

ている。例えば CAFÉ(Corporate Average Fuel 

Efficiency 企業別平均燃費）方式が日本では 2020

年に導入の見込み、EUでは具体的な CAFÉ方式で

段階的な数値目標を設

定。中国では 19年に

10％、20年に 12%の

EV/PHEV /FCVを義務

化、米国カリフォルニア州

では ZEV (Zero 

Emission Vehicle)市場の拡大支援等々である。 

国内各メーカの EV/HEV 用電力変換器の開発動

向見てみると、デンソー、富士電機、日立、ケイヒン、三

菱電機などがそれぞれ独自の技術で高パワー密度化、

高放熱化に向けて活発に開発している。これに使われ

る PCU（パワーコントロールユニット）の役割は、バッテ

リー電圧の変換、モータの回転数制御、発電電力の回

収、そしてこれらの高効率化、小型軽量化、モジュール

化が要求されている。 

PCU に使われるパワーデバイスに要求される点は

高電圧、高周波、大電流であるが、目的に合わせて、

Si、 SiC、 GaN が材料として選ばれる。従来の Si デ

バイスに比べ、SiC は高電圧化、GaN は高周波化に

向いており開発が進められている。これまで Si IGBT

が主流であったがデバイスとしての改良はそろそろ限

界にきており、今後 SiC、GaN デバイスモジュールの

技術革新が必須である。 

三菱電機におけるパワーモジュールにはモールド型

とケース型があるがいずれも放熱性向上を改良テーマ

として高パワー密度化を推進してきた。さらに過電流検

出や過熱検出と保護回路を備えた IPM(Intelligent 

Power Module)として自動車用モジュールが進化して

いる。 

パワーデバイスには半導体材料として Si, SiC、デバ

イス構造としてMOSFET, IGBT と大きく分類できるが、

スイッチング損失の低減、オン損失低減、温度安定性

（高温動作）、長期信頼性の確保等を目的として SiC 

MOSFETの適用が拡大しつつある。 

車載用パワーモジュールは当初ケース型で実用化

されたが、徐々にエポキシ封止モールド型に移行して

きた。これには放熱対策の改良が重要で高放熱絶縁

シートの開発、DLB(Direct Lead Bonding)構造の採

用等が寄与している。次世代車載用直接冷却型パワ

ーモジュール J1-Series は、DLB に加え、グリス層排

除した直接半田セラミック絶縁アルミフィン、電流セン

サ、温度センサ搭載 IGBT により、フットプリント 40％

減、熱抵抗 30%減を達成した。 

次世代の製品化には SiC を採用し、定格電力

430kVA にて業界最高クラスの電力密度 86kVA/L の

実現を目指している。 

なお、本講演は SSIS のホームページにて会員限

定でスライド付音声を閲覧・視聴することが出来ます。 

 

５．講演３  「自動運転・EVの動向及びそれを実現する 

電子デバイス ～IoTは確実に普及が始まっている～」 

                          IHS Markit 南川 明 氏 

IoT 普及が進んでき

た現在、電子機器は今

後「所有」から「利用」に

変わっていくであろう。

B2C から B2B である。

これに合わせて半導体

市場規模は 33 年間で

23 倍に拡大してきた。デザインルールの微細化も

1.2um から 10nm にまで進展してきた。しかしここにき
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て 28nm の復活がみられている。微細化への投資に

限界が見えてきたのかもしれない。 

これからは利用（シェアリング）によって売り上げが増

えるモデルを創造することが課題となろう。価格が高い

もの、稼働率が低いもの、所有はしたくないが利用はし

たいといったものが向いている。クルマは次第にシェア

リングに向かうだろうが、そうすると従来 10 年以上であ

る平均使用年数が、3 年でスクラップにするといった製

品寿命の考え方が出てくるであろう。 

世界の電子機器産業市場規模は 2010 年以降、産

業、車載エレクトロニクスが拡大をはじめ、さらに IoTの

主戦場は産業機器分野で拡大が始まっている。面白

いことにこの分野の成長に必要な半導体はレガシープ

ロセスで製造されており、デバイスとしてはアナログ、パ

ワー、オプト、センサといった品種が伸びている。製造

Fab も 300mmφ より 6”～8”φ ウエハへの需要が伸び

ているのが特徴だ。ただしメモリーは IoT による Big 

Data 拡大にあわせ Storage 容量は増加、必要バイト

数は 2020年には約 40ゼタバイトに拡大する。 

世界の電力消費量の推移を予測すると、今後データ

センターが消費する電力の増加が顕著となり 2025 年

以降において電力需給に問題が発生するであろう。こ

の対応にはスマート社会、IoT を活用した作業効率、

サービス効率の改善が期待される。単純なところでは、

現在世界の電力の 55％はモータに消費されているが、

その 7 割はノンインバータである。特に途上国におい

て省エネルギー政策が今後強化されると期待されてい

る。ほかにも、日本では 2030 年には新築住宅の半数

を ZEH(Zero Energy House)とするといった目標もあ

る。 

自動車に目を向けると EV が注目を集めているが主

流とはならず、HVが 2030年頃に普及するだろう。EV

の普及には充電電力の供給に不安があるからであり、

もし EV が 50％を占めると必要電力は 15％程度増加

する計算となる。 

半導体の市場から見ると EV よりは自動運転の方が

規模は大きい。現在ガソリン車で 一台当たり$220 程

度搭載しているものが EV では$400 程度だが、Level 

3 自動運転では$800、Level 4 になると$1400 になる

と試算されている。  

省電力のもう一つの注目はデータセンターの省電力

である。AI チップ性能の向上、新しい非ノイマン型

アーキテクチャー等が開発されている。なかでも中

国が急速にポジションを高めているが、軍事用をはじ

めとして外国からの妨害にあって技術確立には時間が

かかりそうだ。 

中国は今後 IoT 先進国になろうとし、韓国半導体の

技術獲得を狙っている。台湾にも手を伸ばしている。米

国とは様々な貿易摩擦が避けられないが、「中国が新

たな世界経済のグローバルリーダになる。」としている

動きに対し、我が国の対応は非常に重要である。 

なお、本講演の更なる詳しい内容は後続の南川氏

の寄稿文をご覧ください。 

６．閉会の挨拶 

 NEDIA代表理事・会長 齋藤昇三氏 

第 5 回目の SSIS-

NEDIA 共同シンポジウ

ムである。電子デバイス

業界は激しく動いている。

新しい情報を求めて参

加者 も増 えて き た 。

NEDIAは 5周年になり

会員も増え、10 月末に京都で「電子デバイスフォーラ

ム」を予定している。テーマは「次世代自動車」「AI ロボ

ティクス」「メモリー」である。参加よろしく願いたい。 

７．交流会 

引き続いて淀川を見下ろす９階の交流サロンに

会場を移して、交流会を行いました。SSIS 市山副

理事長の開会の挨拶と IHS ジャパンの南川氏の乾

杯会の音頭で始ま

り SSIS,NEDIA の

メンバー間や会員

外で参加された多

くの方々との間で

有意義な時間を共

有いたしました。 

８．SSIS-NEDIA オープンゴルフ大会 

シンポジウムの翌日、8 月 31 日（金）、瀬田ゴル

フコース西コースでオープンゴルフ大会を開催しま

した。今年は

猛暑が続きの

ため心配して

いましたが、

さほど暑くも

なく、6 名と

少ない参加者

でしたが楽しく交流致しました。 
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自動運転・EVの動向 及び 

それを実現する電子デバイス 

～IoTは確実に普及が始まっている～ 

ＩＨＳ Markit（株） 

            ディレクター  南川 明 

     

半導体の技術動向 ～微細化の限界から３次元

構造など積層化が進む。半導体製造装置業界はエ

ッチングが活況～ 

この 50年、半導体は微細化により進化してきまし

た。微細化することによって、1つのチップの中に組

み込むことのできるトランジスタの数が増えて高性能

化が進みました。また小さくすることによってスピード

も速くなりました。物理的に小さくなるので、電気が流

れる距離、データの流れる距離が短く、当然高速に

なるのです。それから小さくすることでトランジスタ 1

個あたりの消費電力が少なくなります。これが半導体

の技術進歩でした。しかし次第に物理的に小さくす

る限界が近づいていて、現在 DRAMの線幅は 20

ナノメーター（1ナノは 10億分の 1）を切るところまで

微細化が進んでいます。NANDフラッシュメモリー

では 15ナノ、14ナノでそろそろ限界です。その理

由は、細くすればするほど今度はリーク電流、いわゆ

る漏れ電流が出てくるのです。どんどん絶縁膜が薄

くなってきますので、漏れてしまう現象が起こるので

す。   

本来もっと消費電力が小さく出来たものが出来な

くなってきました。また NANDフラッシュメモリーに

おいても、イチとゼロを記録するフローティングゲート

という絶縁膜に囲まれた部屋へ電子を貯められる量

が少なくなっています。現在、20 個程度なのですが、

これ以上少なくなるとイチかゼロを判定しにくくなりま

す。判定しにくいということはミスが起こりやすくなると

いうことですので物理的な限界からこれ以上小さくは

できないのです。そこで上に積みましょう、ということ

で現在、技術は三次元構造へと進化しています。 

メモリーに代表されるように半導体の構造が従来

の 2次元構造から 3次元構造へと積層させる方向

に技術が進化しています。そこで貫通配線といって

上から下まで長い穴を掘る工程が多くなっていきま

す。多層にするほど掘る長さが深くなりますが、その

工程で使われるのがエッチング装置です。これまで

半導体製造における設備投資では露光装置が大き

な割合を占めていましたが、2017年はエッチング装

置の市場規模が露光装置を初めて上回り花形製造

装置は現在、エッチング装置へシフトしています。今

後も多層化が一段と進みますのでエッチング装置や

洗浄装置の台数増加が見込まれるでしょう。 

IoTの普及が世界の様々な課題を解決に導く。

今後の半導体需要の主体は個人からインフラへ。 

今世界には人口増加、高齢化、都市化の 3つの

メガトレンドが進行しています。過去 65年間で世界

の人口は 25億人から 73億人へ約 3倍に増えまし

た。高齢化も日本を筆頭に先進国で進んでいますし、

都市に人口が集中する都市化も同様です。これらメ

ガトレンドは今後も継続していくでしょう。この 3つが

引き起こす問題が様々あり、代表的なものが資源の

枯渇や電力不足、環境破壊、医療費の問題、交通

渋滞等です。この様々な問題解決に向けてどんな技

術が必要かと考えた場合、鍵を握るのが IoTです。

インターネットにあらゆるモノを繋ぐことによって膨大

なデータを集めて、例えば工場が止まらないように

する、故障が事前にわかるようにする、無駄な装置

が動いていないか、どの装置がボトルネックになって

いるか、いろんなことがわかってくるわけです。そうす

ることで工場をスムーズに効率良く稼働させることが

出来れば、エネルギーや資源の量を大きく削減でき

ます。医療も大きく変わると思います。医療は今まで

のような病気になってから治療するのではなく、セン

サを体に付けて血流や血糖値など体のコンディショ

ンをウォッチして変化があった場合、スマホ等に連絡

が来て本格的な病気になる前に病院に行くことで予

防できるようになります。これで医療費が 3割から 4

割下がると言われています。日本は医療費が膨らむ

傾向ですのでその効果はとくに大きいでしょう。こうし

た IoTの本格的な普及に伴って半導体需要はこれ

からも拡大していくでしょう。特に 2020年以降に顕

著に伸びていくと予想しています。そして 2020年以

降は半導体市場の牽引役が変化すると考えていま

す。これまでパソコンやテレビ、スマートフォンなど個

人の消費動向に半導体需要は大きく左右されてい

ましたが、これから需要拡大が見込まれる分野は工

場などで使用される産業機器や輸送のための自動
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車といったインフラです。主体が個人から企業や国

等へ変化するのです。ですから国が動く、規制をか

けるのか緩和するのか、優遇税制をするのかによっ

て大きく変化するマーケットです。IoTを普及させる

ため国の政策が必要不可欠ですが、今まさに世界

中でこれらの政策が動き始めています。とりわけ、

CO2削減に向けた目標値が決まり、規制や制度が

決まってきました。IoTを普及させるため世界各国が

動き出したと理解するべきでしょう。 

工場の設備などがインターネットに繋がりどんどん

効率的になる、自動車はコネクテッドカーになる。あ

らゆる場所にセンサが取り付けられ、1兆個のセンサ

が搭載される“トリリオンセンサ”の時代が到来します。

そしてエレクトロニクス産業の需要先が大きく変わり

ます。 

課題は電力問題、解決の糸口はパワー半導体。

将来は AIチップ。 

第 4次産業革命である IoTの進展に電力問題が

非常に大きな課題だと見ています。世界の電力需給

を見ると、現在は供給能力が需要に対し 15％位上

回っていますが、これくらいの余裕がないと時々停

電が起こってしまいますのでちょうど良いバランスな

のです。この電力の需給バランスが 2025年くらいか

らタイトになってくると我々は見ています。これからア

ジアが需要拡大を牽引すると思いますが、供給面で

は原発は日本の原発事故から建設には反対が増え

ています。原発を廃止しようとするドイツやフランスに

加えて日本も原発がほとんど動いていません。一方、

火力発電所も CO2の問題があり供給能力拡大は簡

単ではありません。そこで需要を減らすことを真剣に

考えなければいけないと各国が動き始めています。

この動きが IoT時代の半導体需要変動に繋がって

いるのです。どうやって電力の消費を減らすかという

点から云えば、半導体で一番注目されるのがパワー

半導体です。 

パワー半導体とは電力制御を行う半導体で、例え

ばモータの回転数を制御する装置であるインバータ

ーに搭載されています。モータをいかに上手く制御

するか、スピードアップするか、スローに回すか、そう

いったコントロールするための半導体です。実は世

界の電力消費の約 55％はモータを駆動するために

使われています。産業用モータは未だにインバータ

ーが付いていないモータが多く存在します。世界の

中で現在 10数億台の産業用モータが動いていま

すが約 20％にしかインバーターが付いていません。

インバーターをつけたら、インバーターエア コンに代

表されるように消費電力が約 3割減ります。ですから

モータにはこれから必ずインバーターが付く時代が

来るでしょう。IEC という世界のモータ効率を決める

組織がありますが、そこが今インバーターを付けるこ

とを義務付ける規制を考えています。1～2年以内に

世界各国がそれを採用すると思います。そうなれば

一気にインバーターの需要が拡大し、それに伴って

パワー半導体が必要になる、そういう時代が目の前

に来ています。 

日本のインバーターエアコンの普及率は、ほぼ

100％ですが、世界ではインバーターエアコンの普

及率は極めて低く、これから規制強化で普及が進む

可能性が高いでしょう。エアコンのみならず世界中の

工場で使用されるモータは新しい規制によってイン

バーターの搭載が進むと思います。 

IoTの本格普及は日本に大きなチャンス到来、 

2018年の半導体業界ではパワー半導体に注目。 

IoTの時代に日本企業には大きなチャンスがある

と考えています。なぜなら電子部品、センサも含んだ

半導体、モータ、これら 3分野で高い競争力を持つ

国は世界中見渡しても日本だけです。最近、日本の

半導体メーカは苦戦していますが技術力は衰えて

おりません。3分野における個別企業をみますと非

常に高いマーケットシェアを持っています。ですから

もっとお互いに技術交流をして製品開発に取り組め

ば、大きなチャンスがあります。例えばモータの中に

半導体や電子部品を組み込んでしまう。すると外形

が小さくなり、速く信号を送ることができるなどのメリッ

トがでてきます。また今までばらばらに買ってきたも

のを組み立てないといけなかったものが、このモータ

だけ買えば簡単に動かせる、いわゆるモジュール化

が可能になります。お互いに協力することで開発スピ

ードが上がり最終製品も素早く出来るなどのメリットが

生まれます。他にも半導体のパッケージの中のプリ

ント基板に電子部品を組み込む動きもあります。戦

略的に手を組んで製品作りを行えば、製品の付加

価値はものすごく上がります。これが可能な唯一の

国が日本です。ぜひそのチャンスを活かしてもらい

たいと思います。 

最近は村田製作所や日本電産が異業種企業を

買収するなど動きを始めていますので、彼らが先導

役となって動き始めつつあると期待しています。 
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中欧といわれる欧州地域は、第二次大戦後から 90

年代初頭迄、東欧や東ヨーロッパといわれていました。 

東欧とは、共産主義社会実現を目指したソ連型社会

主義のもとで、経済的には COMECON、軍事的にはワ

ルシャワ条約機構で包囲するソ連を中核とした国家を

指していました。いわゆる冷戦時代の東側、旧東独・ポ

ーランド・ハンガリー・チェコスロバキア・ブルガリア・ルー

マニア・ユーゴスラビア・アルバニアの 8 ヶ国でした。 

1945年 2月、ヤルタで米ルーズベルト・英チャーチ

ル・ソ連スターリンが会談を行い、ソ連対日参戦や国連

設立、米ソ利害を調整、戦後の欧州体制を固めました。 

しかし、スターリンの抑圧下、東欧の歴史文化を無視

した施策により、ユーゴの離脱、アルバニアの鎖国、東

独での反ソ暴動、ハンガリーの動乱、プラハの春と続く

民族解放運動が発生しました。ソ連は軍事介入で凌ぎ

ますが、社会主義では経済は活性化せず、むしろ国民

の生活はひどく落ち込んでしまったのです。 

 

1985年ゴルバチョフが政権奪取以降、ペレストロイカ

（改革）を実行、民主化機運が盛り上がり、1989年 5月

にハンガリーとオーストリア国境の鉄条網を撤去、6月ポ

ーランドで共産党政権敗北、ついに 1989年 11月 9日

にベルリンの壁が壊されはじめ、翌月 12月 3日地中海

のマルタ沖において、米国ブッシュとソ連ゴルバチョフ

の両大統領により東西冷戦の終結が宣言されました。 

 

翌 1990年東欧に非共産党政権が相次いで成立し、

10月 3日に東西ドイツは再統一されたのです。1991年

12月 13日にソ連共産党は解散、東欧はヤルタに生ま

れ、マルタで終焉した 44年間でした。1993年 1月 1日

チェコスロバキアはチェコとスロバキアに分離しました。 

 

 この様な世界情勢下にあって、欧州市場の方向性を

見極めるため、1989年 6月に西独・仏・西・英を調査、

その後の踏査地域は、やはり市場経済化の道を歩む東

欧が注目されておりました。当時の日本はバブルに浮

かれ、1989年（平成元年）12月 29日大納会につけた

株価３万 8915円は、現在でも抜かれてはおりません。 

昭和 16（1941）年 8月 16日、内閣総力戦研究所の

若手エリートが対米戦争必敗の結論を出していたにも

関わらず、大東亜戦争に突入し、日本は焦土と化しまし

た。調査検討の結果を看過し、意思決定のプロセスから

除外してしまうという日本勢の悪癖は、近年も本質的に

は、何も変わっていないように思われます。 

来年 4月 30日に天皇が退位され、翌日皇太子の即

位により改元されますが、平成年間における日本のエレ

クトロニクス産業は、残念ながら凋落し続けたのです。 

 

平成 2（1990）年 9月 1日から 16日までの 16日間、

JEITA前身の EIAJ（日本電子機械工業会）の半導体 

海外動向調査団は、旧東独・ポーランド・チェコスロバキ

ア・ハンガリー・ブルガリアの 5 ヶ国の電子産業の動向 

調査を実施、西側の視座から情報整理と冷静な分析を

行うため、独・仏やオーストリアも訪れました。 

当時、世界の半導体メーカー第 1位だった日本電気

の鬼鞍哲夫部長が調査団を率いられ、副団長には現在

NEDIA事務局長の周藤仁吉氏と小生が担当しました。 

        （参加時の所属企業、敬称略） 

団 長 鬼鞍 哲夫  日本電気㈱ 

副団長 周藤 仁吉  ㈱日立製作所 

副団長 濱田 初美  ソニー㈱ 

団  員 釜原 紘一  三菱電機㈱ 

団  員 堀   健一  富士通㈱ 

団  員 林   大雅  ㈱東芝 

団  員 山田 盛    シャープ㈱  

団  員 藤島 敏之  松下電子工業㈱  

団  員 伊藤 勝也  三洋電機㈱  

事務局 三木 昇一  ＥＩＡＪ（日本電気㈱） 

 

調査には、ソ連東欧経済の専門家、一橋大学の西村

可明教授が同行されました。行程は以下の通りで、主眼

は投資環境と今後の市場動向の見極めにありました。 

1日(土) 成田発 パリ着 

2日(日) パリ⇒フランクフルト⇒西ベルリン⇒ 

カールマルクスシュタット 

3日(月) ドレスデン⇒ライプチヒ 

EIAJ東欧電子産業調査を振り返って 

       学校法人立命館 理事補佐 濱田初美 
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4日(火) 東ベルリン⇒ワルシャワ 

5日(水) ワルシャワ 

6日(木) ワルシャワ⇒プラハ 

7日(金) プラハ⇒ロジノフ 

8日(土) ロジノフ⇒ブタペスト 

9日(日) ブタペスト（休日） 

10日(月) ブタペスト 

11日(火)  〃 ⇒ソフィア 

12日(水) ソフィア⇒ウィーン 

13日(木) ウィーン 

14日(金)  〃 ⇒パリ 

15日(土) パリ発 16日(日) 成田着 

 

このため、ポーランドの貿易公団、チェコスロバキアの

経済開発省、ハンガリー国立銀行の他、日系総合商社

や東欧専門商社、ドレスデンの ROBOTRON、ワルシ

ャワの POLKOLORや ERA、チェコスロバキア・ロジノ

フの TESLA http://www.tesla.cz/ ハンガリー・ブダペ

ストの VIDEOTON http://www.videoton.hu/ 等々、

18機関におよびました。現地日本人駐在員の方を含め

て総勢 46名の方にインタビューさせていただきました。 

 

訪問時、旧東独の人口は 1611万人でしたが、連邦

統計局(DESTATIS)のデータによれば、東西統一後は

西独へ移住が増え、マイナス二桁を記録しました。 

電話と自動車の保有台数は西独が 641と 441に対し

て、旧東独は 233と 206、東欧一の工業力を誇るにも関

わらず、東西の生活レベル格差は甚大でありました。 

 

同様にハンガリーでも 1060⇒980万人に人口減少、

ブルガリアでは900⇒713万人と約2割も減少しました。 

 一方、ポーランドは 3780⇒3842万人、チェコスロバキ

アは国家が分離しましたが、1560万人⇒（1060万人チ

ェコ、スロバキア 544万人）と横這いになっています。 

1990年の東西冷戦終結後、市場経済化と低廉な労

働力活用の観点から、東欧諸国への投資ブームが起き

ました。また 2004年 5月にチェコ、スロバキア、ハンガリ

ー、ポーランドやバルト三国等の EU加盟時には、第二

次ともいうべき投資ブームとなりました。 

しかしながら、その後 2008年のリーマンショックによる

世界経済の停滞や後発の優位性（後発参入者が最後

には勝つという下剋上のことを指す）を発揮し躍進する

台湾や韓国、中国等の新興企業に追い抜かれ日本勢

は撤退の憂き目に遭っていったのです。特にデジタル

化とソフト化の影響が大きかったといえるでしょう。実は、

90年代から日本製造業の頭打ちが始まっていました。 

 

調査報告書は1990年11月に刊行、そのタイトルは、 

「東欧エレクトロニクス産業の動向--市場経済化がもたら

す電子機器・デバイスへのインパクト--」としました。東欧

の歴史的背景、経済の変遷、欧州全体の動きや、各産

業の現状と課題について述べ、民生や情報通信機器、

半導体、電子管や電子部品について詳述しました。 

 

訪問した我々の結論は以下の通りでした。『日本の電

子産業は海外展開を積極的に図ってきたといえる。G5

後の為替変動に対する東南アジア地域への生産シフ

ト、あるいは貿易摩擦に対する欧米への展開等がその

例といえる。 

しかし、いずれも外部環境変化への対応という消極

的姿勢であり、積極的な国際化戦略の延長として展開

してきた企業は必ずしも多くはない。 

今回、東欧が開かれた市場として急に浮上してきた

中で、この状況をどう捉え、いつどこの国へ展開する

か？労働立地型か市場立地型か？生販一体か否か？

M&Aかグリーンフィールドか？各企業の選択枝は極め

て豊富にあるといえよう。 

従って、東欧市場へは従来の日本企業の海外進出

でみられた横並びの発想とは異なる個々の企業の国際

化戦略に立脚した海外展開が見られることを期待した

い。』と締めくくっていました。（太字：筆者） 

 

報告書作成途上で議論し懸念した通り、電子・電機

産業分野においては、以下の様に横並び的な投資とそ

の後の撤退という残念な帰結に陥ってしまったのです。 

いつの世も自社のアイデンティティとグランドデザイン

の下、戦略的な企業行動が求められているのです。 

 

1996年 3月松下電器産業(現パナソニック)は全欧州
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向テレビ組立拠点をチェコのピルゼン市に置く等、東欧

に積極展開しますが、2014年スロバキアのクロンパヒ市

のブルーレイ・DVDプレーヤ工場閉鎖、2012年チェコ

のテレビ向け LCDジャテツ工場閉鎖をしています。 

1996年 6月ソニーはハンガリー・ゴドロでブルーレイ

とDVDレコーダー工場を展開しますが、2010年 12月

末ハンガリーの同工場を閉鎖しました。2006年ソニー

はスロバキアのトゥルナバにテレビ工場を、2007年 9月

に 110億円かけてスロバキア・ニトラに移転しましたが、

2010年3月現法株式90%を鴻海精密に譲渡しました。 

シャープは 2006年 4月にポーランド北部のトルン市

（コペルニクスの生誕地）近郊に約 100億円投資、2007

年 8月欧州市場向けの液晶モジュールとテレビ生産を

開始したものの、2014年 12月に業務提携先のスロバ

キアのユニバーサル・メディア（UMC）に 1億円で売却

したのです。 

 

このように日系家電企業は生産拠点を東欧に持ちま

したが、大きな果実を得られず、撤退を選択しました。 

 我々が報告書で読者に伝えたかったことは（調査から

の示唆）は、東西が融合し市場経済化を歩み、EU加盟

はあるものの、カントリーリスクも大きいことを充分認識す

る必要があることでした。加えて、安いレーバーコストを

期待した労働集約的な製造業の展開だけでは、いずれ

限界が来るとみていたのです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）が 2017年 12月 4日付

で纏めた欧州進出日系企業実態調査によれば、現時

点で中欧の労働コスト上昇率の高さが経営上の最大課

題であり、人材の確保がこれに次ぐと指摘しています。

どの国においても、労務費の上昇は避けられません。 

 

一方、独自経営戦略のスズキは、インド事業展開の

経験を活かし 1985年からユーゴスラビア等、東欧進出

を検討、最終的に乗用車の合弁生産提案をハンガリー

政府に提出しました。長期交渉を経て 1990年 1月

MOU締結、10月正式契約に調印、11月ブタペスト郊

外のエステルゴム市で工場建設着工、1991年 4月

Magyar Suzuki を設立しています。スズキ 40％：アウ

トコンザーン 40％、伊藤忠 11.8％、IFC9.8％、日本側

が過半の出資比率です。工場完成は 12月、翌 1992

年パイロット生産をスタートし現在に至ります。スズキは

97.5%まで出資比率を上げ、年 18万台生産していま

す。経営的にはまだ苦戦中と伝えられますが、ライバル

のいないハンガリーは、中欧や中央アジア向けの SUV

生産拠点として育てていく方向といわれています。 

我々が調査に訪れた頃、欧州サイドでは統合の戦略

を着々と進めていました。その一環が、欧州発の技術

（GSM）です。携帯電話用として、ローミングに優れてお

り、世界のデファクトスタンダードをめざしていました。

1982年に GSMの標準化作業を開始し、1989年には

ETSIで欧州規格として制定、1991年に欧州各国でサ

ービスを開始しました。1993年に EU創設、2002年に

はユーロを流通させることに成功しています。 

結果、エリクソンと NOKIAがネットワーク事業と共に

携帯端末事業を伸ばしました。特にNOKIAはガラケー

では世界シェア 4割を超えたこともありましたが、2007

年アップルのスマホとその後を追った三星電子に凌駕さ

れてしまったのです。デジタル時代では世界 1か 2位し

か生き残れないのかも知れません。携帯でも日本勢は

海外市場から撤退を余儀なくされてしまいました。 

 

休日の出発＆帰国、毎日調査インタビューに明け暮

れた 2週間でしたが、楽しいひとコマもありました。ベル

リンを東西に分けていた壁を削り取って持ち帰りましたし 

 

ハンガリーの郷土料理「グヤーシュ」に舌鼓を打った後、

周藤さんと一緒にブダペスト市内のドナウ川にかかる鎖

橋を渡りゲレルト温泉（水着と帽子要）に入浴しましたが 

温度は低くぬるま湯のプールで泳いだ様な感じでした。

その後、ブダペスト市内に繰り出し、ハンガリーの名窯

ヘレンドをお土産にしました。右写真の右は当時購入、

左は教え子の結婚式引き出物として戴いた御品です。 

 

最後に、EUはデジタル単一市場（DSM） を目指し

ています。昨年までにローミング費用撤廃、オンラインコ

ンテンツへの越境アクセスを進めてきましたが、2018年

5月 25日個人情報保護の新ルール（GDPR）を実施し

ましたので、細心の注意をはらう必要があります。 

 

海外展開はその場しのぎ対応ではなく、進出の動機 

や目的について、常に問題意識を持ち、論点を明確に

した戦略が必要です。市場競争原理の中で、多国間協

調を図り、且つ、如何にイニシアティブを発揮するかが

「成功の鍵」ではないでしょうか。 

以上 
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第 4 次産業革命ともいわれる IoT のウエーブが世界

全体に広がっている。2017年はその IoT革命の開幕の

年であり、半導体についても異常現象が次々と現れてき

た。一つには IT の最大の引っ張り役であるスマホが初

のマイナス成長となり、世界出荷15億台で頭打ちとなっ

たことだ。パソコンはピークの同 4 億台から今や 2 億

5000 万台に急落するという体たらくであり、液晶テレビ

についても同 2億 5000万台前後を 6年間にわたりうろ

うろしているばかりだ。 

 

 ところが、である。IT が全く伸びないというのに、2017

年の世界半導体は前年比20％増の48兆円まで急増し

た。これまでのシリコンサイクルから言えば全くありえな

いことである。そしてまた、半導体設備投資も 2年前の 6

兆円から 50％も増えて、2017年は 9兆円まで拡大した。

こうした現象を呼び込んでいるのは IT に代わる IoT と

いう巨大市場の登場なのである。 

 

 さてところで、ここに来て世界最大手の半導体メーカ

ーにのし上がったサムスン電子の設備投資が少し後ろ

にずれたくらいで「もはや半導体景気に先折感！！」と

ひたすら騒ぐ人たちが多いのには驚かされるばかりだ。

そしてまた、世界で最も大きい半導体ファンドリーカンパ

ニーの TSMC が、これまた設備投資減額を打ち出した

こともこうした風潮にあおりをかけている。 

 

 ところが、今回の半導体ブームはこれまでのスマホな

ど IT 機器に大きく依存したものでないことをよく踏まえ

れば、一気にトーンダウンという展開は考えにくいのだ。

直近の市況を見れば、米国半導体工業会（SIA）発表

の 2018 年第 2 四半期の世界半導体売り上げは 1179

億ドルであり、前年同期比で何と 20.5％増というとんで 

 

 

 

もない数字をはじき出している。6 月だけの世界売上高

をとっても 391 億ドルであり、単月の売り上げとしては過

去最高記録を更新しているのだ。ちなみに、単月の売

上高の前年同月比伸び率が20％を超えたのは、これで

15か月連続となっている。 

 

 しかしながら、ここに来て多くのアナリスト、評論家さら

には記者たちが盛んにコメントするのは、2018 年下期

以降に不安要因が多すぎるとの指摘だ。確かに現状に

おける最大の引っ張り役であるスマホについては、減速

感が著しい。何しろ最大市場の中国の 2018 年１月～5

月のスマホ出荷台数は、ピークであった 2016年に比べ

て 24％も減少しているのだからヤバイとばかりに騒ぎた

くなるのはよくわかる。 

 

  ただよく考えていただきたい。巨大市場構築（なんと

中国ファーウエイは将来の IoT2300 兆円を予想！！こ

れはいくら何でもであり、筆者の予想する IoT 新市場は

1000兆円）の IoTを引っ張る原動力は、第 1段階では

データセンター、第 2 段階では次世代自動車、第 3 段

階では AI、そして第 4 段階ではすべての物と事がセン

サーで動いていく社会、ということなのだ。こうした第4次

産業革命の一大インパクトが、新たな半導体ブームを呼

び込んでいるとみるべきなのだ。 

 

 世界のデータ生成量は 10 ゼタバイトに近づきつつあ

るが、これを３～4 年のうちに 4 倍以上の 40 ゼタバイト

に持っていく方向性に全く変わりはない。そしてここで使

われる主要記憶媒体がハードディスクからフラッシュメモ

リーに移っていく計画にも全く不安はない。これに連動

して DRAM の出荷量も急上昇していく。データ生成量

の拡大分の 3分の 1はデータセンター間とのやり取り 

 

1000兆円の巨大市場を築く IoTは、半導体にビッグインパクト 

     

～ カスタマイズ、多品種少量に移行し 

日本企業に最大追い風 ～ 

 
㈱産業タイムズ社  代表取締役社長       
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であると思われるが、それでも SSD 搭載のフラッシュメ

モリー需要は現状の４～5 倍になっていくことはほぼ確

実なのだ。これは言い換えれば、投資額 1.5 兆円規模

の最先端の 3D－NAND フラッシュメモリーの新工場が

少なくとも 10 棟以上必要になるとの定量的見通しがあ

る。スマホ向けがサチったとしても、データセンター需要

はまさに堅調に伸びていくのだ。日本の東芝には絶好

のチャンスが巡ってきたといえよう。 

 

IoT がらみで見逃せない動きはその他にもいっぱい

ある。世界のパソコンおよびサーバーの CPU の王者で

ある米国インテル社は、2017 年だけで AI 向け半導体

の売り上げが 10 億ドルを超えてきたという。当然のこと

ながらAIを最も得意とする米国エヌビディアの伸びはさ

らにこれを上回っている。 

 

  またソフトバンクは 2016 年に買収したアームの IoT

基盤を構築する意向を明らかにしている。アームが設計

した半導体は、あらゆる機器に搭載され、出荷数は

2030 年に累計 1 兆個に達する見込みなのだ。膨大な

数の半導体から収集したビッグデータを AI が分析する

ことで工場生産、物流ネットワーク、さらにはマーケティ

ング戦略が革命的に変わっていく。 

 

 IoT がらみで巨大マーケットになることが予想される

CMOS イメージセンサーは、ソニーが世界シェア 50％

以上を持ちぶっちぎっている。中国の山奥に行かない

限り、世界のスマホの 80％はソニー製の CMOS イメー

ジセンサーを使っているとさえ言われている。そのソニ

ーがここに来て 1兆円の設備投資を打ち出した。驚くべ

きことに現在の 300㎜ウエハー能力 10万枚を 20万枚

に持っていくというのだ。この背景にはレベル４以降の

自動車の完全自動走行に大量の CMOS イメージセン

サーが必要になるとの観測がある。 

 

しかしそれよりも大きいのは、何といっても世界すべて

の工場の IoT 生産方式にあるだろう。その先駆けともい

うべき工場をソニーは熊本で作り上げた。すなわち熊本

の半導体工場は 1 万点の設備にすべて CMOS イメー

ジセンサーがつけられており、これで一気に生産性が向

上した。これが、世界の食料品、機械産業、医療産業、 

 

 

 

 

 

化学産業、自動車産業、電機産業などのあらゆる工場

に波及していけば、CMOSイメージセンサーをはじめす

る各種センサーの出荷は膨大な数になってくる。 

 

IoT革命が切り開く半導体の世界は、全く新たな需要

を呼び込み、現在 50 兆円弱のマーケットは数年のうち

に100兆円まで伸びていく、という設計図は今や簡単に

描くことができる。それに伴い、空前の設備投資が実行

されていくことになるだろう。装置メーカーの業績は非常

に良いところとそれほどでもないところに二分され、まだ

ら模様となっている。 

 

しかしながら、IoT 革命を断行するために必要な最大

のキーワードは、半導体であることに間違いはない。一

喜一憂することなく、世界の第 4 次産業革命に貢献す

べくデバイス、装置、材料の各企業は、準備を怠っては

ならないと思う。 

 

 おそらくは、近い将来、女性のブラジャーや道路、橋、

さらには机やいすにまでセンサーがついてくるだろう。

IoT の市場 1000 兆円のうち最大の分野は 600 兆円と

もいわれる世界の工場の IoT革新にあるのだ。そしてま

た、IoT の普及はこれまでのスマホなどの端末とクラウド

しかないという完全集中制御から自律分散制御に移行

することを意味する。すなわち、カスタマイズの時代なの

である。言い換えれば多品種少量生産、多品種変量生

産の時代に入っていくわけだが、これを最も得意とする

国はどこだろう。 

 

 言うまでもない、それは日本である。IoTの最大の追い

風は日本企業に吹くのだと言い切ってもよいだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

                                         

 

第 63回「日立ＯＢ美術会展」鑑賞会 

                   

       喜田祐三 

 

昨年から、当協会文化活動の一環として、春（5月）の

「新世紀展」（上野）の鑑賞会と共に秋（10 月）の「日立

ＯＢ美術会展」（京橋）の鑑賞会を「絵画鑑賞会」と位置

付けて活動しています。 

 

 

当協会の文化活動委員会アドバイザーの喜田が「日

立ＯＢ美術会」の事務局長を務めておりますが、去る 10

月 3日（水）午後、第 63回「日立ＯＢ美術会展」を 19名

で鑑賞いたしました。 

＜出席者＞     （敬称略 ５０音順） 

石川静香、内山雅博、川西剛、川本佳史、 

斎藤照子画伯、高橋令幸、田村敏子、 

中田靖夫、野澤滋為、伴敏、藤井嘉徳、 

眞鍋研司、山崎俊行、吉澤六朗、吉澤夫人 

島亨、島夫人、喜田祐三、喜田夫人 

 

（1）日立ＯＢ美術会のこと 

「日立ＯＢ美術会」は日立製作所及びグループ会社

のＯＢが中心になって、1973 年に発足しました。当初

は 30 名ほどの小規模な絵画クラブでしたが、以後、

45 年間で大いに成長しました。その間、国内展を 63

回（銀座、京橋、大手町等）、そして海外展を 6 回（パ

リ、バルセロナ、ロスアンジェルス、ロンドン、シンガポ

ール、香港）を開催して来ています。 

 

現在会員数は 100 名、春（4 月）と秋（10月）の

1 年に 2 回の展覧会を京橋「ギャラリーくぼた」全

館を借り切って開催しています。多分 1 企業の「Ｏ

Ｂ美術会」としては他に例を見ない規模だと思いま

すが、毎回、100 点以上の作品が陳列され、1 週間

に来場するお客様の数が、1,200 名を超えるという

大好評を博しています。 

 

 

 

 

 

 

 

島夫人、斎藤画伯、高橋さん、田村画伯 

 

 

 

 

 

 

          

高橋さん、喜田夫妻 

 

（2）鑑賞会 

午後 4時 30分、会場 1 階に川西剛名誉顧問を 

はじめ、前述のＳＳＩＳの仲間が集まりました。 

毎回の事ですが「新世紀」の委員・審査委員の田村

敏子画伯、「新世紀」会員の斎藤照子画伯、および、

3 名の夫人（島夫人、吉澤夫人、喜田夫人）の合計

5名の女性が参加して下さいました。 

19名はそれぞれ自由に約 1 時間、1 階から 5階ま

での会場の作品（111点）を鑑賞しました。 

 

ここでは島亨さんご推薦の二村邦子会員の半抽

象作品と会員・喜田祐三の 3 作品を掲示したいと思

います。 
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二村邦子「進化」    二村邦子「オールドタウン」 

 

二村会員の作品はミックスメディアを使った作

品で、キャンバス上に作者の感動や感情を抽象的に

表現したものです。彼女の抽象作品は其のベースに

具象が根付いているところが素晴らしいところです。 

次に喜田の作品 3 点を紹介します。 

 

①「伊豆稲取漁港」（Ｆ50 号）、3 月に河津桜を夫婦

で観に行き、稲取漁港の近くで 1 泊した時に水彩

スケッチしたものを、自宅のアトリエで 50 号の

油彩に仕上げたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   喜田祐三「伊豆稲取漁港」 

 

②「京橋の赤牛」（Ｆ30 号）、京橋の明治屋に近い地

下 1 階の奥に、「ＢＩＳＴＲＯ」というステーキ

屋があります。その店先に最近、木製の真っ赤な

等身大の赤牛のオブジェが置かれました。堂々た

る赤牛です。喜田はそれにヒントを得て、個性的

な赤牛を昔の京橋風景をバックに赤色で表現し

ました。 

 

③「銀座三丁目のおんな」（Ｆ10 号）喜田は毎月第

4月曜日の午後、銀座三丁目にある「美術家連盟」

7 階のアトリエで数人の仲間とともに裸婦デッサ

ン、クロッキーを続けています。 

その中の一枚を油彩画にしたもので、豊満な体 

躯を包む光り輝く女の美しい肌を透して、女の喜び

や悩みや苦しみを表現しています。 

 

 

 喜田祐三「京橋の赤牛」   「銀座三丁目のおんな」 

 

（3）懇親会 

鑑賞会を終えた後に、午後 5 時 30 分から近くの

居酒屋、「魚や一丁」銀座本店の個室を借りて楽しい

懇親会を行いました。女性が 5人参加すると、それ

だけで懇親会の座は、ぱーっと明るくなるものです。 

川西さんを中心に、たいへん賑やかにそれは楽しい

絵画談義を繰り広げました。京橋の街に色濃く夜の

帳が下りるころ、懇親会は最高潮を迎えました。  

数枚の懇親会スナップを掲示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   川西さんと田村画伯、高橋さん 

  

     

 

スナップ１        スナップ 2 

   スナップ 3        スナップ 4 
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子育て後の私のリスタート 

            Ｅｎｃｏｒｅ愛読者 山本節子 

◆はじめに 

はじめまして、山本節子と申します。同じ出身高校で、

関東圏の同窓会幹事をされている SSIS 会員の藤井さ

んからご紹介を受け、時々SSISのWebを閲覧していま

す。私は、半導体についてそれほど詳しくありませんが、

TV やスマホ、PC、電算機、乗用車などの電子機器に

搭載され電子回路を構成している電子デバイスのことで

すよね。株式投資の講師をしていることもあり、最近は半

導体や電子機器の会社の業績発表にも関心を持つよう

になりました。 

 

◆結婚から 20年間の専業主婦の時代 

私は、これまで女性ファイナンシャル・プランナーの団

体に長く所属をして、さまざまな年代の女性と一緒に活

動をしてきました。また、いろいろな年代の女性からお

金の個人相談を受けているせいか、女性の生き方に関

心を持つようになりました。私感ですが、戦後の女性の

生き方は、個人による違いはあるものの、ザックリと 10年

ごとに価値観が変わっていったように思えます。 

 

私はすでに還暦を超えましたが、同年代の女性は、

結婚適齢期に「結婚より一生仕事をしたい」と言うと、

「自己主張する女は生意気」と叱られたものです。多くの

女性が、ほぼ半強制的に 25歳までに結婚させられたの

も私達の年代です。現在 50 代の方は、大学卒業前後

に「男女雇用機会均等法」ができました。女性が自由に

生きる門戸が開かれた時期です。その後、少しずつ結

婚も仕事も自分の考えで自由に決められ、離婚も周りに

気兼ねをせずにできるようになりました。生涯シングルで

生きる選択をする女性が多くなったのも現在 40 代の方

からではないでしょうか。現在 30 代の女性は、「自分ら

しく生きたい」と自己主張をしても何の違和感もありませ

ん。今は女性が自由に生きられる時代になっています。 

私は、当時の一般的な女性の生き方にしたがって大

学卒業後の 25 歳で結婚。「夫は働き、妻は家を守る」と

いう男女の役割分担どおりに家の中で「家計のやりくり」 

と「子育て」が自分の仕事と思って過ごしてきました。 

 

 

◆45歳からのリスタート 

45 歳のとき、3 人の子どもから「もうボク達のことはい

いから、自分のことをして！」と言われました。子ども達

から母親業のリストラを宣告されたのです。しかし、何を

したらいいのかわかりません。とりあえず女性の講演会

に行ったところ、10歳くらい年下の女性が、堂々と「私は

こう生きたい」と自己主張をしている姿を見て、まわりを

盗み見したほどです。「女性がこんなにハッキリと自己主

張をして叱られないのだろうか…」と（笑）。まわりの人は

当然のように聞いていて、その反応にも驚きました。月

日がたつと時代は変わるものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(図 1) 専業主婦の頃の著者 

それから仕事をしようと、毎日、新聞の求人欄を探し

ました。しかし興味をひく正社員の仕事はすべて年齢オ

ーバー。そこで主婦時代に「家計のやりくり」をしていた

経験を活かして､ファイナンシャル・プランナー（FP）やア

ナリストの資格を取ることから始めました。 

 

キャリアも社会経験も乏しいリスタートです。当時は

HP開設の全盛期。自分もHPを作成して、舞い込んで

くる仕事はなんでも引き受けました。HP のライティング、

郵便局の相談員、雑誌の監修、FP の個人相談…。仕

事をしていると、自分に足りない能力が身にしみてわか

ります。うまくいかないこと、失敗も沢山。だからこそ、そ

れらを克服できた時の喜びはひとしおです。昨日できな

かったことができるようになった自分に出会える喜び、自

分のために使える時間、自分のペースで動ける軽快さ

は、これまで経験したことのないものです。そして、少し

ずつ自分の小さな変化を楽しむことは、次へのチャレン

ジのエネルギーにもなります。すると、お金の講演会や
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大学のセミナー講師、単行本の執筆の仕事も舞い込ん

でくるようになりました。運よく、政府や日銀が、消費者

へ金融に関する教育を推進する「金融教育元年」と言

われた時期でした。 

 

 

 

 

 

 

 

(図２)旧「女性と仕事の未来館」の講演時に著書を販売 

 

 

(図２)旧「女性と仕事の未来館」の講演時に著書を販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 3) 連続 15 年間講義を続けている獨協大学の講義前 

 

◆東洋古典を学びながら子育てセミナーを開始 

 仕事をしながら、どうしても気になることがありました。

それは、「子育て」です。私の子育て期には、受験に勝

つための子育て方法が全盛期。当時、「もっと人格をは

ぐくむ方法があるのでは？」と探してみても見当たりませ

ん。毎日曜日には「大河ドラマ」をかかさず見ていました。

その中で、徳川家康や伊達政宗のような偉い人の幼少

期には、決まってお坊さんが何かを教えているシーンが

出てきます。「あれは何を教えているの？」と疑問に思っ

て調べてみると、「四書五経」だとか。その内容がなんだ

かサッパリわかりませんでした。 

人格教育には「四書五経」にヒントがあるのではない

かと思い、8 年前から東洋思想の先生に「四書五経」を

学び始めました。すると、そこには時代が変わっても変

わらない人への思いやり、心の正しかた、宇宙との調和

など自己を成長させ、人格をはぐくむ方法が書かれてい

たのです。江戸時代以前の「四書五経」は、お坊さんの

教養として、江戸時代には、武士階級の学問として、藩

校や私塾で学ばれていたようです。学び始めると面白く

て、「書経、大学、論語、孟子、中庸、陽明学…」と現在

も学び続けています。趣味が高じて、昨年、東洋思想を

根底にした子育ての単行本を執筆。現在、子育てセミ

ナーを自治体で行わせて頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 4) 今年、某自治体で子育てセミナーをしている様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 5) 今年、文京区の東洋文庫アカデミアで「論語」セミナ

ーを開催。参加して下さった藤井さん(左)と著者(右) 

 

◆あとがき 

 

人生 100 年時代。「100 歳です」と言われても、「あな

たもですか」と驚かない時代になりました。ということは老

後が長くなっていることでもあります。これからは、さらに

次世代を応援するお手伝いをしたいと思っています。そ

して1人1人の方との出会いを感謝しつつ、毎日を大切

に１つ１つを丁寧に過ごしていきたいと思います。 

最後まで拙い文におつき合い下さいまして、心からお

礼申し上げます。ありがとうございました。(拝) 

 

          山本節子（旧姓：千治松 ちじまつ） 
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  ホノルル近郊の公園 （その１）     

～ 市内の公園と動物園 ～                   会員 歴史館委員会 アドバイザー 渡辺二之 

ここ数年、毎年ハワイを訪問しておりましたので、海水

浴以外の楽しみ方をお伝えします。第 1 回は、ホノルル

市にある普通の公園と動物園です。 

 

ハワイ州には大きな島が4つあります。北から「カウア

イ島」「オアフ島」「マウイ島」「ハワイ島」です。 

一番賑やかで拓けている島は、皆さんご存知のオア

フ島でありホノルル市は州都です。オアフ島は言うまで

も無く、パールハーバー（真珠湾）が有り、1945年 12月

8 日（日本時間）に旧日本海軍が、米国の軍艦や施設

を攻撃して太平洋戦争が始まった所です。今でも、その

時に沈没した戦艦アリゾナは水没したまま、メモリアル施

設として保存されているほか、終戦の調印をした、戦艦

ミズーリーも観光施設としてそのままの姿で桟橋に停泊

しています。 

今回の話題は、これらの戦跡ではなく、現代の観光

施設としての、動物園、植物園、水族館などのお話しで

す。1回目は、公園と動物園のご紹介です。 

 

モアナルアガーデン 

日立製作所が宣伝に用いている「日立の木」がある

公園。昔は王族の所有地だった所。1984 年に個人に

譲られて公園作りが始まったとのこと。 

日本からハワイに観光に行き、バスなどで島内観光

をすると必ず連れて行かれる所。宣伝に使われている

「日立の木」はその公園内にあり、現在は観光客でいつ

も混雑しています。しかし、2002 年に訪問したときは、

ほとんど観光客はおらず、確か入場料も取られなかった

と思います。図 1 は当時の木の写真です。この木の名

前は「モンキーポッド」と言い、和名は「アメリカねむの

木」です。ハワイにはいたるところに生えており、街路樹

としても使われています。図 2は 2017年時の写真です。

観光客が多くなっており、入場料を取るようになっていま

した。 

 

図 1 2002年時の「日立の木」 

 

図 2 2017年時の「日立の木」 

図 3はモンキーポッドの花です。よく見ると、日本のね

むの木の花とほとんど同じです。花が終わると空豆のよ

うな大きな実がなります。 

 

図 3 モンキーポッドの花 
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カピオラニ公園とホノルル動物園 

カピオラニ公園はワイキキビーチの南東側に位置して

おり、ダイヤモンドヘッドの麓に当たります。ホノルルで

一番大きく、一番古い公園です。元々、ハワイ王朝第 5

代のカラカウア王の所有地であったが、公共に開放した

とのことです。そのため、カラカウア王の妃である「カピオ

ラニ王妃」の名前が付けられています。ホノルルマラソン

のゴールとしても有名です。ちなみに、ハワイ王朝の最

後の女王である「リリウオカラニ女王」はカラカウアの妹

に当たります。 

カピオラニ公園の一角にホノルル動物園があります。 

 

 

図 4 カピオラニ公園  

 

図 5 ホノルル動物園の入り口付近 

 

 公園はもちろん無料で、屋外劇場の様な施設もありま

す。一方、動物園はホノルル市営で、入場料は大人 14

ドル、軍人は 8 ドルとなっており、何処でも軍人関係者

はほぼ半値になっています。動物園の広さは約 17ヘク

タールとのこと。上野動物園よりもたぶん広い感じです。

動物の種類は、上野動物園の方が多いと思いますが、

動物園の作りが自然で、檻があまりなく、その代わり周り

に堀が掘ってあり、観客は目障りな檻を通さず直接動物

を見られる様に作られています。 

図 6は配置図で、図 7はアフリカ地区の展示です。 

キリンとシマウマが同居しています。 

 

図 6 動物園のレイアウト 

 

図 7 アフリカ地区の風景 

 

図 8は、「ハワイ雁」でハワイ固有の鳥です。ハワイの

人たちは、「ネネ」と呼んでとても大事にしています。 

 

図 8 ハワイ雁「ネネ」 

  

今回は、一般公園と動物園を紹介しましたが、次回

は植物園と水族館をご紹介します。 
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開催日時：2018年 7月 20日 10時 40分～１6時      

散策経路：鎌倉駅西口からタクシー分乗 ⇒ 

葛原岡神社 ～ 日野俊元の墓 ～ 源氏山公園 

～ 銭洗弁財天宇賀福神社 ～ 佐助稲荷神 

～ 鎌倉駅 まで徒歩(約４ｋｍ) 

 ⇒ この後、江ノ電にて稲村ヶ崎に出る。 

参加者：内山雅博、島亨、清水秀紀、中田靖夫 

野澤滋為、橋本浩一、藤井嘉徳、眞鍋研司 

１．日野俊基の宝篋印塔 

葛原岡神社の境内にある。鎌倉時代末期、

1324 年後醍醐天皇の朝臣であった俊基は、倒幕

の計画が露見し日野資朝と捕らえられ鎌倉に送ら

れた。 

朝廷側のとりなしで一度は京都に戻される（正中

の変）。1331 年に後醍醐天皇自ら倒幕を計画し楠

木正成らが挙兵するが、これも露見し俊基は再度

捕らえられ鎌倉に送られ、俊基は葛原岡で処刑さ

れた（元弘の変）。その後 1334 年、新田義貞らの

活躍で倒幕は成功し建武の中興となる。 

  俊基の辞世 「秋をまたで 葛原岡に 

消ゆるみの 露のうらみや 世に残るらん」 

２．葛原岡神社 

由比ヶ浜の鎮守。祭神は文書博士といわれた日

野俊基で 1887 年の創建。明治時代、明治天皇が

俊基の足跡を評価し、彼を祭神として創建したのが

この神社。仮粧坂を上ったところ辺りを源氏山とい

い、現在は一帯が源氏山公園となっている。昔、源

八幡太郎義家が後三年の役で奥州に出陣する時、

源氏山の山頂に源氏の旗を立てたことから、旗立

山又は御旗山とも呼ばれた（新編鎌倉志）。その謂

れから昭和 55年に源頼朝の像が設置された。仮粧

坂（けわいざか）の呼び名には昔から幾つかの字が

当てられていて、古くは吾妻鏡に気和飛坂と書いて

ある。また、江戸時代の新編鎌倉志や新編相模国

風土記には仮粧坂となっている。「曽我物語」には

「けはひ坂の遊君（遊女）」の記載があり、仮粧坂を

上がった辺りには遊女が住んでいたと推定される。   

閑静なたたずまいの中に本尊があり、近くの池に

はたくさんの石亀が甲羅を干していた。 

    

３．銭洗弁財天宇賀福神社 

祭神は、本宮が市杵島姫尊（いちきしまひめのみ

こと）、奥宮が弁財天、1185 年（文治元年）巳の月

の巳の日、源頼朝の夢枕に宇賀福神が立ち、「西

北の仙境に湧き出している霊泉で神仏を祀れば、

人々は自然に信仰心を持ち、国内も平穏におさま

るはず・・」と告げられたという。頼朝は夢のお告げど

おりに泉を発見し宇賀福神を祭ったという。この年

は、平家が壇ノ浦で滅亡し、義経が頼朝に腰越状

を送ったが鎌倉には入れなかったなど出来事があ

った。頼朝は鎌倉に勝長寿院を建て、諸国に守

護・地頭を置き鎌倉政権が実質的にはじまったとさ

れる。宇賀福神とは、人間に福徳をもたらすと伝え

られる神々の総称で、食物神・農業神ともされる。

13 世紀の半ば、宇賀福神を信仰する 5 代執権時

頼は、「幸福や知恵、財力の神とされる弁財天を信

仰するものが、この水で金銭を洗い清めると同時に

地域 

だより 
第６回鎌倉散策の会 

眞鍋 研司 
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己の心身を清め行いを慎めば不浄の塵垢が消えて

清浄の福銭になる」と人々に勧め、自ら率先して金

銭を洗い一族の繁栄を祈った。本宮の横の奥宮の

洞窟に湧き出る清水は銭洗水と呼ばれ鎌倉五

名水の一つ。真夏の日差しの中、その洞窟は、ひ

んやりとしたすがすがしい清涼感が感じられた。 

 

４．佐助稲荷神社 

古くより佐助川の水源に農業神として祀られてい 

た。源頼朝の父・源義朝が平治の乱で平清盛に破

れ、頼朝は伊豆の蛭ケ小島に流された。そこで病に

倒れた時、「かくれ里の稲荷」という神霊が夢に立ち、

挙兵をすすめた。頼朝はこの託宣に従って兵を挙

げ戦いに勝利した。後にこの「かくれ里」の地で祠を

見つけ畠山重忠に命じて社を建立させた。元は鶴

岡八幡宮の飛地境内社だったが 1909 年に独立し

た。鳥居の立ち並ぶ参道入口左側に縁結び十一

面観音が祀られている。この社のある谷は「佐助ガ

谷」とよばれるが、元は、この地に千葉介、三浦介、

上総介の三介の屋敷があったことから「三介ガ谷」

と呼ばれた。これが転訛したという説と、頼朝は“佐

殿”（すけどの）と呼ばれていたので、頼朝を助けた

という意味で“佐助稲荷”の名が付いたとも。石段の

両側には、目に染みるような鮮やかな深紅の旗が

周囲の緑に照り映えて連ねていた。 

 

 

５．稲村ヶ崎 

新田義貞の鎌倉攻めで鎌倉幕府は滅亡するが、

新田義貞は初め極楽寺坂から攻めかかり攻めきれ

ず、稲村ヶ崎の山を越えようとしたがこれも強い抵

抗にあい断念。次に、稲村ヶ崎の海を引き潮に乗じ

て回りこみ鎌倉に入ることに成功した。その際、剣を

海に投じ海神に祈ったという話が有名。他の軍は、

仮粧坂から攻め込み、遂に鎌倉は陥落。稲村ヶ崎

海浜公園にはその記念碑が建っている。その他、

1910 年に弟子の北里柴三郎と鎌倉を訪れた、細

菌学者ロベルト・コッホの記念碑がある。稲村ヶ崎は、

七里ガ浜から江の島に続く海岸線と、その先の富

士山、箱根の山々、伊豆半島が望める景勝地とし

ても名高い。 

 

６．懇親会 

時 間 帯：１3 時 30 分～１６時 

懇親会場：カフェ・ロンディーノ  

（CAFE RONDINO） 

稲村ヶ崎駅から徒歩 5 分程度で道路を隔てて相

模湾に面した潮風が漂うイタリアンレストラン。 

スパゲティ、パスタ、イカ墨パスタ、ラム肉、ベーコン

などを堪能した。 
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自由時間の使い道 

  ～その 2 宇宙探求への夢追い人の活躍～ 

                        

                           中村 恒夫 

前回は電波利用の研究施設を紹介しましたが、今回

は、ロケットと人工衛星による、より目に見える観測方法

の宇宙研究施設の見学体験を報告します。 

家から圏央道－つくば中央 IC－つくば宇宙センター

へは約 2 時間 30 分位で着きます。ここは１９７２年に開

設され、主にロケット技術の開発（高度化、低コスト化

等）・輸送システムの開発と技術基盤確立のための技術

研究の推進、人工衛星の開発と運用・画像解析、国際

宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟の運用、宇宙飛

行士の養成等の日本宇宙開発の中枢センターになって

おります。下記の写真は今までに開発した各種ロケット

の紹介です。 

 
筑波宇宙センター（開発ロケット） 

本センターのロケット広場には全長約 50M もある H－

Ⅱロケットの実機の展示もあり、そのスケールの大きさに

は驚きます。又、展示館「スペースドーム」には人工衛

星、ロケットエンジン、国際宇宙ステーションの「きぼう」 

日本実験棟の実物大モデル、宇宙ステーション補給機

「こうのとり」の試験モデルがあり、内部に入るとその大き

さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ等が分かる様になっています。 

このような施設には説明員が居りますが、私は放送大

学で多少かじった知識（大分忘れています）にて、説明

員の方にいろいろお聞きしますが（自分としてこの様な

機会には聞くことをノルマにしております）、さすがに広

い範囲での知識を持った方が多く、研究内容も含めて

分かり易く説明して頂けます。 

尚、私の住む相模原市にも車で 30 分位の所に宇宙

科学研究所 JAXA があり、2010 年注目を集めた小惑 

星「イトカワ」に行きサンプルを持ち帰った「はやぶさ」と

同じ型が展示されていました。次の「はやぶさ２」が目指

している小惑星「リュウグウ」への到着は、2018 年 6 月

27 日で、1 年半位探査をして 2020 年末頃帰還予定な

ので、その成果を楽しみにしています。地下のサンプル

を持ち帰ることにより太陽系天体の誕生やその構成物

質（特に水、有機物）を解き明かす手掛かりを更に高め

ることが期待されています。 

現在日本での運用中の宇宙探査衛星は、「あらせ」、

「はやぶさ２」、「ひさき」、「あかつき」、「IKAROS」、「ひ

ので」、「れいめい」、「GEOTAIL」の 8 個で、運用終了

したものは 14 個に及んでいます。 

国立天文台三鷹（NAOJ）には、太陽系の大きさを

140 億分の 1 に縮めて各惑星を紹介する「太陽系ウォ

ーク」があり、各惑星間の距離の体験が出来ます。更に

4 次元デジタル宇宙プロジェクト（4D2U プロジェクト）で

天体や天体現象を視聴出来ます。又、「Mitaka」という

ソフト（PC へのインストール可能）にてその時々（季節、

時間）の恒星、惑星、太陽系、銀河系、探査機、ブラック

ホール、スケール（光年単位）等を見ることが出来ます。  

小金井にある情報通信研究機構（NICT）には、施設

見学会、研究成果講演会があり、宇宙天気予報センタ

ーでは太陽活動（フレア、黒点、太陽風）、地磁気活動

の観測をして、フレア予報、地磁気予報、プロトン現象

（高エネルギー陽子の到来）の予報をしております。 

 

 

 

オアシス OASIS   ～憩いの時空間～   
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私と「第九交響曲」 

喜田 祐三 

「第九交響曲」と言えば、ドヴォルザーク、マーラ

ーなど、いろいろ思い出すが、まずは、ヴェートー

ベンの「第九」だろう。 

私は 1939 年生まれ、6 人兄弟の末っ子、父が音

楽教師だったので、子供のころから父の指導のもと、

家族で合唱に親しんできた。「埴生の宿」、「野バラ」

や「朧月夜」等を一生懸命、兄弟で合唱した。 

香川県立高松高校時代は迷わず合唱部に入部し、

文化祭で「日本抒情歌」やシュトラウスの「美しく

青きドナウ」などを歌った。歌の持つ力は強い。嬉

しい時も悲しい時も歌を歌う。歌えば悲しみは薄れ、

家族や友人と心が通じ合う。 

 

（両親と私の兄姉と共に・1956 年） 

早稲田大学に入って、1962年、創立 80 周年記念

のイベントに新進気鋭の小澤征爾（27 歳）が「第九」

を振ると言うので、オーデションを申し込んだ。 

子供時代から歌っていたので幸い、オーデションに

合格。早稲田大学のオーケストラと合唱好きの学生

（300 人）の記念すべき「第九」演奏会である。前

年（1961年）に建ったばかりの上野「東京文化会館」

大ホール。これが私と「第九」の出会いであった。

真夏の厳しい練習を乗り越えて、11 月 20日が本番。

2000 人の聴衆の中、小澤征爾の指揮で歌った。 

 

（1962 年 11 月・「早稲田大学フロイデ・コンサート」） 

その歌詞「喜びよ、汝らの太陽が大空を駆けるが如

く、駆けよ、兄弟よ、御身らの喜びに満ちた軌道を

力強く進め」歌いながら感激のあ

まり涙を流した。 

1964 年、日立製作所中央研究所に

入社。社会人になってから、私は

約 40 年間、合唱から離れる。1995

（小澤征爾 27 歳） 年から 2003 年までシンガポール

に赴任のあと、2003年 11月、帰国と共に定年退職、

再び合唱の世界に戻った。 

私が住む府中市には「府中の森・芸術劇場」があ

る。府中市では 1974年から隔年の 12 月に「第九」

を演奏する。地元の「府中交響楽団」と府中市民の

合唱団（約 300 人）による、「府中フロイデ・コン

サート（「府中第九」と呼ぶ）」である。私は帰国と

同時にそのメンバーになった。一方、家内は少女時

代から Violin をやっており、私と同様、シンガポー

ルから帰国して 2004 年に「府中交響楽団」に入団

した。2004年以降、私たち夫婦は「府中第九」とい

う同じステージで演奏し、歌ってきた。私は「第九」

を歌うたびに激しい感激に酔う。私はテナーである。

何時のステージも「絶頂感を感じながら歌う」。 

 

（2017 年 12 月・「府中第九」公演） 

今、私は 78 歳、こ

れからも合唱を続けて

いく。「生きとし生ける

者は、歓喜を自然の乳

房より飲む、善きも悪

しきもおしなべて、死

の試練を経た友を我に

与える」の歌詞のごと  

（2017 年「府中第九」   く、夫婦で生涯「第九」  

演奏後の私たちと友人）   を演奏するだろう。 

私たちはそこから、生命のエネルギーをいただく。 
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トルコ旅行記 

向  喜一郎 

 

5月下旬から 8日間のトルコ旅行をしました。 

この話をするとトルコは危ないのではないかとよく聞かれ

ます。確かに 2017年までは外務省から危険地区に指定

されていたので、旅行社のツアーは途絶えていましたが、

2018 年になってイラク国境付近以外は指定解除になり

ツアーが再開されたようです。大統領選のキャンペーン

で騒々しかった以外は、いたって平穏でした。日本が危

険地区に指定していた間にも中国人や韓国人は渡航し

ていたようで、日本の外務省は厳格にすぎるのかもしれ

ません。 

トルコは親日的な国として知られています。1890 年に

和歌山沖で座礁沈没したトルコ船の乗員を紀伊大島の

住人が救助したことが今でも語り継がれているためとい

われます。1985 年のイラン・イラク戦争のときに、イラン

在留邦人をトルコ航空が決死の覚悟でテヘランに向い

救助したのはその恩返しだったそうです。この数年日本

人旅行者が途絶えていたので、久しぶりに見る私たち

日本人にはとても親切でした。「日本はテクノロジーがベ

ストだ」などと何人からいわれたように、日本への関心は

まだ高いようです。凋落した半導体をやっていた私には

何やら気恥ずかしく聞こえましたが。レストランの外でそ

この主人と煙草を吸っているとトルコ人が 2人寄ってきて、

ムトウとかカガワとか日本人名を沢山並び立てて話しか

けてきました。すべてサッカー選手の名でした。ヨーロッ

パのチームにいる選手ばかりというと、今度は店の主人

も加わってガンバオオサカ、サガントスなどと J リーグの

チーム名を並べ立ててきました。丁度イスタンブールの

サッカーチームに移籍してきた長友は大人気。日本の

サッカーにも詳しいのです。イスタンブールの市場では

日本語を話す店員がかなりいた。片言ではなく、流暢に。

カッパドキアの手織りトルコ絨毯工場の社長は日本で西

陣織の研究を行っていたそうで、ネイティヴのような日本

語を話す。驚いたことに、そこにいた 10人近くのスタッフ

も見事な日本語を話すのです。いたるところで親日的な

雰囲気を感じます。 

トルコの面白さは何といってもアジアとヨーロッパの交

差点であることからくる多様性でしょう。古くは、アフリ

カ発祥のネアンデルタール人やホモサピエンスはこ

の辺りを経由してアジアやヨーロッパに渡ったらし

いので、今の東西の誰もが幾分かはこの地の DNA を宿

しているのかもしれません。カッパドキアの近くからアン

カラを通って黒海へ流れるクズルウルマック(“赤い川”の

意)という川は文字通り赤茶けた水の色です。鉄分を多

く含んでいるからですが、4500 年前のヒッタイトがここで

鉄器文明を起こしたのにも合点がいきました。カルトス

状の岩山の奇観で有名なカッパドキアもそのヒッタイト王

国の拠点でした。その後、ペルシャ、ギリシャ、さらには

ローマ帝国の支配下へと移り行く様はまさに東西を結ぶ

要所である証左でしょう。カッパドキアの奇岩には沢山

の洞窟住居跡が残されていますが、ここにはローマ帝国

の迫害から逃れるためのキリスト教徒が隠れ住んでいた

といわれます。小さな洞窟協会も多く残っています。そ

れも、ペテロとパウロがこの地方に布教を行ったからで

あり、カッパドキアを中心とするアナトリアはキリスト教浸

透の始まりの地だったことも分かります。 

エーゲ海側に行ってもヒッタイト以降の多様な歴史に接

することができます。イズミールの近くのエフェソスではヒ

ッタイトから東ローマ帝国までの多様な遺跡を見ることが

できる。アマゾネスとヘラクレスが手を結んだアルテミシ

ス神殿、アレクサンダー大王の影響、クレオパトラとアン

トニウスが平穏に暮らしたところ、パウロが書いたとされる

エフェソ人への手紙で知られる地、等々、ここには有名

な歴史が凝縮されています。 

この辺りからエーゲ海を臨むと沢山の島々が見える。

これらの島々は(3 島を除き)ギリシャ領である。かつてイ

ベリア半島やチェコスロバキアまで支配したオスマントル

コ帝国は次第に勢力が衰え、第 1次世界大戦でドイツと

の同盟国として戦って連合国に敗れ、1918 年にこれら

の島々がギリシャの統治下になったためです。このとき

にイズミールなどの沿岸地域がギリシャの統治下になっ

てもおかしくはなかったかもしれません。実際、この地

域には多くのギリシャ人が住んでおり、いまでもギリシャ

風の街並みが色濃い。 

ナポレオンはもし世界帝国が成立したならイスタンブ

ールを首都にすべきだといったそうです。イスタンブー

ルにはエジプト市場、ジェノバの街、イタリア坂など国際

色が実に豊かです。キリスト教会として建てられ、後にイ

スラムのモスクとなったアナソフィアは、現在は博物館に

なっていますが、一部は礼拝堂として使われています。

ここはイスラム教徒とキリスト教徒が共に礼拝できる世界

で唯一の場所となっています。ボスポラス海峡沿いのか

つて宮殿だったホテルから行交う船を眺めていると、ナ

ポレオンの言葉に何となく頷ける気がしてきます。 

現在のトルコは独裁色の強い政権下にあり、政治的

な問題を抱えてはいますが、東西の交差点で暮らすト

ルコ国民は時々の政治的な思惑を超えて世界の多様
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性を知り尽くしているように思えてきます。イスラム国とは

いえ、キリスト教徒他多くの人々と共存しており、古代か

らワイン造りも盛んで心置きなく酒が飲めるのも、多様性

を認めるある種の寛容さがあるのではないでしょうか。世

界三大料理のひとつに数えられるトルコ料理は、東西の

交差点ならではの気張りを感じさせない B 級グルメ的な

美味しさで私好みでした。次は、ユーフラテス源流のあ

る東トルコにも足を伸ばしたいと思いました。 

 

カッパドキア 洞窟住居 

 

エフェソス ニケのリリーフ(衣の襞がナイキの 

ロゴマークになったともいわれる) 

 

イスタンブール エジプト市場とアヤソフィア 

“徒然なるままに” 

清水 秀紀 

 

六月も下旬の梅雨の真っ盛り編集委員の藤井さんの

依頼により駄文をものにすべく筆を執りました。 

テレビでは”今あいつ何してる”といった番組が流され

ていますが小生は“過去何をしていたのか”と現在、これ

からを話してみたいと思います。 

 

生まれも育ちも川崎です。（ただ実際生まれたのは母

が実家に戻って出産したため茨城です。）昭和１７年６

月５日生まれ(ミッドウエイで日本海軍が負けた日)あまり

縁起のいい日ではありません。ちなみに父は二度召集

を受け一度は平壌、二度目は本土決戦のため千葉県

の市川に行ってきたとの事。防空壕から見た焼夷弾のき

れいだったことを鮮明に覚えています。もちろん自宅は

空襲で焼けてしまいました。父は５７才で亡くなりました

が、平壌にはもう一度行ってみたいといっていました。 

 

話は飛んで一年浪人し早稲田の政経に入学し体育

局の合気道部に入り１９６４年１０月１０日の東京オリンピ

ック」開会式の前々日に駒沢のレスリング会場で各国の

選手役員に演武を披露しました。国立競技場では米国

ハンセン西独ラインハルトの棒高跳びの死闘を生で見

ました。４１年の卒業ですが第一次早稲田騒動のため

試験ではなくレポートでの卒業でした。卒業式なしで学

部の事務所で事務の方から卒業証書を渡してもらいま

した。 

 

ＮＥＣ入社後は、当時異端者と言われていたフェアチ

ャイルド社半導体製品の輸入販売担当部署に配属され、

シリコンバレーの日本担当及びこちらの駐在員との折衝

業務を担当し輸入課の担当と品川税関へ何千万円もの

小切手（１７％の関税）を持っていき物を引き取るといっ

た経験もしました。丁度フェアチャイルドは、ボブノイス

が辞めインテルを創立したばかりで小生が初めて(昭和

４５年９月)フェアチャイルドを訪問した時はモトローラか

ら来たドクターホーガン社長にお会いしました。ちなみ

に後に LSI Logic を創立したウィルフコリガンはまだデイ

スクリートの GM。フェアチャイルドとの提携が切れる（業

務は TDK-フェアチャイルドにひきつがれました。昭和４

７年）。日本の LSI 電卓の草分けであった日本計算機

（破産してしまったが）の堂島の本社で小島社長（鬼籍

に入られた）にお会いしたり、東では MOSLSI（フェアチ
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ャイルド製）電卓の商談で当時のC社 S課長と羽村でお

会いしたのも印象深いものでした。 

 

国内販売に戻り、Ｓｏｎｙ等の販売担当ののち４９年よ

り海外グループに移りワールドワイドな半導体販売をす

ることになりました。ＲＣＡは溜池、ＧＥは虎の門,三星は

当初渋谷の道玄坂から霞が関ビルに移ったばかりでし

た。１９７６年米国のバイセンテニアルにGEのノーホーク

テレビ工場を訪問し(アンカレッジ経由 NY,機中からオー

ロラが見えました。)One Chip クロマの成約に至ったこと

も良い思い出。台湾は１９７４年６月国交断絶後初めて

訪問でした。台北近辺にはまだゴルフ場が少なく新淡

水ができたばかりでした。今昔の感に堪えません。高雄

の加工区は日系で占められていました。桃園は RCA を

筆頭に米系でした。 

 

製造では NEC/MAL,NEC/SIN の創業にかかわらせ

てもらいました。販売ではＮＥＣ／ＨＫです。ＧＳＰの取

得には苦労したものです。ヨーロッパではオランダのア

インドホーヘンフィリップスの部品事業部訪問しチウー

ナーデバイスのオーダー取得にこぎつけました。 

 

１９８５年の８月１２日は１月半の米国出張を終えサン

フランから JALで成田そして自宅、風呂を浴びてビール

を一杯のとき JAL の墜落をテレビで見る羽目になりまし

た。小生にとっても忘れられない日です。  

 

閑話休題 

 

１９８８年８月より１９９３年４月までシリコンバレーに出

向し（家内と小４の娘、小３の息子帯同）家族ともども公

私にいろいろな経験をしてきました。まず、自動車免許、

銀行口座、ソーシャルセキュリテイーナンバーの取得、

勿論住宅も Palo Altoに借りました。１年後にはかのサン

フラン大地震に会いました。まさかベイブリッジが落ちる

とは！ 

１９９０年１０月にはデトロイトでの２年に一度の“コンヴ

ァージェンス”に当時の佐々木取締役などと参加し日本

からの小林宏治最高名誉顧問(第一次湾岸戦争のため

ドタキャンになったブッシュ大統領とともにキーノートスピ

ーカー)をアテンドしたことも印象深い経験です。 

バルセロナオリンピックの時は夏休みに家族でカナディ

アンロッキーを汽車と車で旅行しました。帰任時には子

供たちの学校卒業が６月のため３ヵ月弱逆単身でした。 

 

帰国後は、インド、大洋州を含めたアジアの半導体販

売の責任者として９８年まで勤めました。北京の半導体

工場の立ち上げと中国国内の半導体販売の立ち上げ

に携わりました。中でも精華大学の自動化学部に NEC

のマイコン教室を開設し学生の育成にいささかでも貢献

したのではないかと思います。学部長、副学長とのお付

き合いも同年代であり小生にとっては得難いものでした。

インドネシア工場の開設は住商と現地企業との合弁でし

たが文化の違いには戸惑いもありました。(小生も役員

のひとりでした。) 

 

１９９８年６月 NEC の特)約店のミカサ商事(株)に入社

し、国内外の責任者等を務めながら２０１５年３月を機に

退社。(NECから特約店への転身者としては最長不倒な

どと揶揄されましたが。)  

 

その年に通訳案内士(英語)を受験し僥倖にも合格す

ることができました。試験内容は、日本歴史、日本地理、

常識問題、英語の４科目の一次試験各科目７０点以上

で二次試験英語へ進むことができる。これは日本語の

文章の英語への逐語訳と課題の英語プリゼンテーショ

ン。小生のときは“銭湯”を選びました。アメリカ人の女性

が試験官で逐語訳で”山梨県と言いながら山があるの

は”という問題でのやり取りになりましたが富士山を Refer

して切り抜けました。神奈川県の登録を経て２０１６年か

ら相撲稽古見学、（八角部屋）や書道の英語での講師

などを徐々にやり始めています。スルーで旗を振りなが

らお客さんを案内しながら英語説明は遠慮しているとこ

ろです。 

 

最後に未来ですが現在 AI”のスタートアップ会社の

社外役員をやっています。Deep Learning による Ai 

engine の POC(proof of concept)も順調でほどなく日の

目を見るようになるのではないかと思います。先ずヘル

スケアからの応用になると思われます。これからです。 

来年のラグビーワールドカップ、２年後のオリンピックと

世界からのインバウンダーのアテンドも視野に入れた体

力作りが肝要です。 

 

最後に、佐藤一斎の「言志四録」にある”少くして”は

無理でも”壮にして学べば、則ち老にして衰えず”また

“老にして学べば、則ち死して朽ちず”といった言葉を思

い出す今日この頃です。 
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自動車産業においては独 Daimler-Benz が 2016年に

提案した 4つの文字CASEが表すキーワードConnected

（車同士の繋がりや車とクラウドとの繋がり）Autonomous

（自動運転）Shared & Service（car sharing や米国Uber

など）Electric Drive（EVやHEV）が、技術面とビジネス面

の牽引役となっている。このCASEを踏まえ､本号では自動

車産業をとりまく世界の動きを中心に、主に車載半導体の

動向を論ずることにする。 

 

Connectedおよび Autonomous関連 

 

Connectedにおいて鍵になる技術は5Gと呼ばれる第5

世代移動通信であり、2020年代には次の3項目 (1) 最大

10Gbps の超高速通信、(2) 1 km²当たり100 M台の多数

同時接続、(3) 1ミリ秒程度の通信遅延、が実現される予定

である。特に通信速度は4Gである現在と比べて103倍にも

なる。5Gでは携帯電話の性能が飛躍的に向上するのはも

ちろんであるが、車車間や車とクラウドとの間の情報交換お

よび自動運転を可能とする通信インフラが整うことになる。こ

の環境を利用すれば、周りの車の運転手の動作、アクセル、

そしてブレーキの情報を車車間で情報交換し衝突防止する

ことが可能になる。通信用半導体大手は、Qualcommと

Broadcomであるが2017年5月車内LANで10Gbitの

Multi Gigabit Ethernetを発表した米国Aquantiaが急成

長している。独BOSCHやVolkswagen、NVIDIAなどと共

にNAV(Networking for Autonomous Vehicles )なる

Alliance を始め、自動運転に特化した5G技術の開発を行

っている。 

5Gインフラ環境の実現は自動運転実現のための条件で

あるが、もう一つの条件はもちろん優れたAI技術の実現で

ある。現在実用上最も普及している手法はCNN 

(Convolutional Neural Network) タ イ プ の Deep 

Learningであり、NVIDIA やGoogleを中心に並列処理を

用いた半導体acceleratorが開発されている。詳細は

Encore第101号p29～p31を参照されたい。今年8月に

TESLAは「NVIDIAよりも10倍高速なAI用半導体を独自

に開発している」ことを公表している。 

AI の入力情報を取得するのは、ミリ波レーダ、カメラ、そ

してイメージ/温度/圧力/加速度など各種センサであるが、特

にイメージセンサの分野ではソニーが世界市場 30%以上

のシェアを維持している。半導体充満帯内電子を光子の持 

 

つ波長に反比例した量子エネルギによって伝導帯へ励起 

し、発生した自由電子を電流に変換することで、画像を電気

信号に変換するのが CCD 、CMOS センサの基本原理で

あるが、下から順に配線・センサ・フィルタ・レンズを配置す

る裏面照射構造にして高感度を実現している。またMCUと

組み合わせた 3次元LSIの開発も進められている。一方ミ

リ波レーダの分野でも富士通など国産メーカが活躍してい

る。 

  図1に富士通から提供されている76GHz車載用ミリ波レ

ーダの外観とミリ波レーダの心臓部とも言えるミリ波送受信

回路をワンチップ化した MMIC (Monolithic Microwave 

Integrated Circuit)を示す。表面カバーの後ろにはアクチ

ュエータによって指向性を変えるフェイズドアレーアンテナ

が置かれ、MMIC との間は導波管で接続されている。

76GHzの高周波アナログ信号を扱う送受信回路のMMIC

化には、高いノイズ対策技術や PLL を用いた周波数の安

定化技術が必要であり、設計としては非常に難しい分野で

ある。2018年のISSCCでもTIから45nm プロセスを用い

たMMICが報告されている。  

 

図1 76GHz車載用ミリ波レーダ   

 

自動運転の分野では、その機能に応じたレベル分けがさ

れている。レベル2からレベル4までは人間がアシストする

部分的な自動運転であり、アシストの程度でレベル分けさ

れている。レベル5で人間のアシスト無しの完全自動運転と

なる。CASEでいうShared & Serviceはレベル4,5を目指

すが、車の運転を楽しみたい人はレベル1,2,3を選択するこ

とになる。低いレベルを選択した人でも、事情により高いレ

ベルに切り替えたくなる場合がある。そこで、「あたかも有料

ダウンロードで手持ちのアプリケーションプログラムをアップ

グレイドするようにクラウドとの繋がりを利用して自動運転レ

ベルの更新を行う」ということが将来は可能になるかもしれ

ない。 

自動運転実現のためのさらなる条件は、安全性の確保で

ある。自動運転においては、いわゆる fail safe の設計が 

必要とされる。例えば、代表的な車内 LAN である

☆ 委員会報告 ☆ 
 

 

 

 

車載半導体の動向    
            論説委員会            
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CAN(Controller Area Network)では、2本のシリアルバ

スで 2重系を構成しており、高い誤り検出率を実現している。

MCU (Microcontroller Unit)自体も 2重系の冗長設計を

する、また全てのメモリ回路の入出力部に ECC(Error 

Correction Code)回路を必ず挿入する、などによりいわゆ

る機能安全を実現している。 

車載用を含めた組み込みMCUの分野では、ルネサスエ

レクトロニクスはオランダNXPに続いて16%のシェアを持つ

強力メーカである。 

一方、車載半導体を含む電子機器を対象に、安全性を

定量的に表現する管理規格としてISO26262が2010年に

発効された。車の要求定義、設計・開発、生産、保守・運用、

廃車までのサイクルをカバーしており、自動車メーカのみな

らず半導体を含めた部品メーカまで、全てこの規格の遵守

が求められている。ISO26262では設計・開発技術として、

モデルベース設計が推奨されている。アナログ電気、電子

系及び機械系各部品の入出力関係を伝達関数として表現

し、電気、電子系及び機械系を纏めあげた系全体を時間領

域あるいは周波数領域でのシミュレーションを行う。シミュレ

ーションであるから意図的に故障を設定してfail safe 設計

が機能するか否かを検証することができる。MCUなどデジ

タル回路部品の部分のデジタルシミュレーションとの混在シ

ミュレーションも考えられている。各部品メーカは、納品物の

一つとして、伝達関数あるいはデジタル回路部品の動作記

述を自動車メーカに提出することになる。MATLAB®が既

にこのようなシミュレーション環境を提供しているが、各種の

アプリケーションやファームウエアとも連動させたシミュレー

ション技術の研究も進められている。また2016年以来経産

省は、モデルベース設計を後押しすべく、”SURIAWASE”

なるプロジェクトを積極的に推進しており、モデル表現方法

の世界標準化を進めようとしている。 

 

Electric Drive関連 

   

EVやHEV において、パワー・トレイン系ではモーター/

エンジン制御、トランスミッション制御、シャーシ系ではパワ

ーステアリング制御、ブレーキ制御、車体姿勢制御、などで

MCUとの組み合わせでパワーデバイスが多数使われてい

る。そもそもパワーデバイスとは、電源電圧が10V～10kV、

動作電流が1A～1kAであり、チップ上に1個のみの素子が

実現されている半導体の総称である。パワーデバイスにお

いてはスイッチング機能が基本であり、この機能とLCフィル

タを組み合わせて直流電圧の昇圧/降圧を実現、あるいは

直流電圧から任意の周波数の交流電圧を作り出す。この機

能をインバータと呼んでいる。交流電圧をサイリスタなどで

整流して直流電圧に変換、その後インバータを働かせれば

交流電圧の電圧変換と周波数変換が可能となる。 

Si基板のパワーデバイスに比べてウエハの価格が3～4

倍するものの、耐高電圧性、低消費電力のための低オン抵抗、

高周波数動作、及び温度特性が優れることから炭化シリコン

SiC基板パワーデバイスの採用が始まった。また、SiC基板

に比べて1GHz以上の高周波数が扱えることから窒化ガリウム

GaN基板パワーデバイスの実用化研究も行われている。 

イメージセンサ同様に、この分野でも日本は強い競争力

を持つ。2017年の統計では、トップの独Infineon が26.4%

のシェアを持つものの、三菱電機8.6%、東芝6.5%、富士電

機5.5%など日本メーカが追従している。 

 

まとめ 

 

CASE 時代に即した車載半導体の動向を論じたが、半

導体メーカは、シーズオリエントな部品供給者から

Connected, Autonomous, Shared & Service,そして

Electric Driveのキーワードを強く意識したニーズオリエン

トな部品の供給者への転換が迫られている。さらには一歩

踏み込み、自動車社会全体のグラウンドデザイナーへの変

身が急務となっているのではなかろうか。 

わが国には、高性能・高機能・高品質を実現している車メ

ーカが多数存在し、強い競争力を持つ MCU、ミリ波レーダ、

カメラ、各種センサ、そしてパワーデバイスを供給できるメ

ーカも多数存在している。残念ながら通信系や AI の分野

では後塵を拝しているが、AI 関連企業をうまく取り込むこと

によってCASE時代の覇者になれるポテンシャルは十分に

持っていると思われる。さらには、混雑状況や信号などの道

路環境情報をクラウドに取り込んでの最短距離自動ナビゲ

ーションの実現、クラウドを利用した乗り捨て carsharingの

実現、などの変革が急速に進むであろう。そこでは莫大な

量の半導体が必要となるわけであり、車載半導体のみなら

ずわが国半導体産業全体にとって持続的に発展する絶好

のチャンスが到来したと言える。 

 

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： 

委員長       渡壁弥一郎  副委員長  鈴木五郎  

委員         井入正博    川端章夫  長尾繁雄  

伏木薫      吉岡信行  

アドバイザー   市山壽雄 
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第 10回 YMK会の開催  

 

  中秋を過ぎたとはいえ、夏の日差しを感じさせる 10 月

6日、第 10回YMK会を開催致しました。前回に引き続

き、講師の藤井嘉徳氏による「歴史シリーズ第 4弾」。 

同氏による歴史シリーズは、第 1 弾として卑弥呼と邪馬

台国、聖徳太子の実像を取り上げ、第2弾は、栄光と悲劇

の稀代の英雄、源義経にフォーカスし、義経北行伝説も

紹介、第 3 弾は、世界最強モンゴル帝国がユーラシアを

席捲した時代、鎌倉幕府中期の執権 北条時宗の時代に

迎えた日本の有史以来の危機の中での元寇の役を中心

に取り上げ、いかにこの国難を如何に乗り切ったかという

題材でご講演頂き、大好評を頂きました。 

そして今回の第 4 弾では、昭和初期を舞台とし、ハワイ

海戦から太平洋戦争のターニング・ポイントになったミッド

ウェー海戦までの戦史を分析し、ご紹介頂きました。 

なお、相手の連合軍には、敬意が払われており、中立

的な観点から分析がなされていたという印象が残りました。

また、日本の国民性の特殊性や、企業文化や経営意思決

定にも関連付けられるような内容も盛り込まれました。 

■開催日時： 2018年10月 6日（土）  

   開会：午後4時 10分～閉会：午後6時  (110分) 

■開催場所： かながわ県民センター 3F 306会議室 

■演題：    ～戦訓に学ぶ～  

             海征かば 日本連合艦隊の戦い 

  第Ⅰ部 太平洋戦争に至るまでの歴史的経緯、 

         日本の国力と軍事力 

  第Ⅱ部 戦火燃ゆる太平洋 

         破竹の快進撃と見逃された戦訓 

  第Ⅲ部 ミッドウェー海戦の真実と検証  失敗の研究 

  第Ⅳ部 昭和初期、日本の原風景  

1930年代後半～1940年代前半 

■講師：  SSIS会員  藤井嘉徳氏 

 (歴史館委員会・編集委員会・文化活動委員会) 

■参加者  22名    (順不同、敬称略) 

藤井 嘉徳、牧本 次生、山本 節子、福田 弘 

鈴木 武、眞鍋 研司、高畑 幸一郎、山崎  俊行 

野澤 滋為、内山 雅博、木村 行裕、渡壁 弥一郎 

高橋 令幸、野中 敏夫、真田 浩之、川本 佳史 

元榮 川常、金谷昌壽、木原 利昌、島 亨 

中田 靖夫、日高 義朝 

 

■講演の概要 

第Ⅰ部 太平洋戦争に至るまでの歴史的経緯、 

日本の国力と軍事力 

   1．開戦までの経緯と歴史の深層 

   2．日米の国力 経済規模・基盤的産業・労働力 

    3．日米欧の軍事力 

  日本には、明治維新以来、文明開化が訪れ、急速な近代

化が押し進められた。地租改正がなされ、土地制度と国家

財政が確立された。殖産興業も育成され、官営模範工場も

設立された。明治・大正を通じて目覚ましい経済発展を遂

げ、富国強兵策も推し進められた。そして、昭和の時代を迎

え、日本はどこで国の舵取りを誤り、彼我の国力比 1：21 の

強大な米国や、英国等の連合国との無謀とも思える開戦を

決するに至ったのか、当時の歴史的経緯を追いながら解説

がなされた。また、太平洋戦争の全期間中の双方の軍事力

についての空母・戦艦等の艦船や戦闘機・爆撃機などの航

空機等の戦力の定量的な比較についての紹介もあった。 

   
        太平洋戦争直前の国際関係 

第Ⅱ部 戦火燃ゆる太平洋 

 破竹の快進撃と見逃された戦訓 

1． 開戦前夜における日米戦力の比較 

   2． 連合艦隊司令長官 山本五十六 

3． 真珠湾作戦の構想 

   4． 主要海戦 1941年 12月～1942年 5月 

  日本連合艦隊は、1941年12月のハワイ海戦から1月の 

フイリピン航空戦、マレー沖海戦、2月スラバヤ沖海戦、3月

バタビア沖海戦、1942年4月のインド洋海戦等まで破竹の

快進撃を続けた。航空戦、艦対艦の戦い、いずれも連合軍

に圧勝した。そして 5月の日米空母機動部隊が初めて激突

し、戦術的勝利となった珊瑚海海戦までの主要海戦ごとに、

投入された彼我のバトルオーダーが紹介され、個々の戦闘 

の過程を追った。勝利の裏で次への戦いの糧とすべき見逃

☆ 委員会報告 ☆   

 

 

 

 

文化活動委員会 YMK会 

            日高 義朝 
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された戦訓についても、スポットライトがあてられた。 

第Ⅲ部 ミッドウェー海戦の真実と検証  失敗の研究 

1. 日本連合艦隊の作戦についての研究 

  2. 日本機動部隊の試行錯誤の行動と敗退              

 3. 米国の誤算、基地機・艦載機に多大な損失 

 
 ミッドウェー島 

当時、世界最強の第一航空艦隊を擁し、総合戦力で優

れる連合艦隊の日本海軍が、なぜミッドウェーで敗北を期し

たのか、さまざまな複合要因が具体的に浮き彫りにされた。 

本海戦の前半は、航空戦で優位に進んだが後半は大逆転

され敗北となった。艦船は、日本が正規空母を 4隻、重巡1

隻を失ったのに対し、米国は、正規空母1隻、駆逐艦1隻を

失った。航空機の損失は、日本が 285 機に対し、米国は

156 機が確認された。日本の敗因については様々な角度

から 15個の要因が示されたが、その中の 7個を挙げた。 

(1) 日本は、史上空前の戦力を本海戦に投入したものの 

不可思議にも広大な海域に、9つの艦隊の分散配備

を行った。ミッドウェー方面 6 アル―シャン方面 3 

(2) 暗号解読のレベル、偵察機による索敵行動等の彼我

の情報収集能力には、隔絶した差異があった。 

(3) 実際に、日本が米国の陸海軍と直接対峙したのは、

南雲第一機動部隊のみであり、戦艦・重巡を中心とし

た主力・警戒部隊は、なんら戦いに寄与しなかった。 

  (4) 1905年の日本海海戦以来の艦隊決戦の戦略思想の 

    呪縛が本海戦にも尾を引き、主力・警戒部隊は、南雲   

    機動部隊の後方に展開し、盾となることはなかった。 

  (5) 前面に押し出た南雲機動部隊は、米国のミッドウェー 

    基地と果たして出現するかどうかを予測しえなかった 

    機動部隊の 2つをせわしくターゲットとすることになり   

    本作戦の構想には、元々、かなり無理があった。 

(6) 本空母の艦載機の 2 度にわたる爆装・雷装転換、雷

装・爆装転換を行った判断の甘さや臨機応変に俊敏

に対応することに対しての欠如があった。 

  (7) これまでの連戦・連勝が続いたことに伴い、本海戦で

は油断やすきがあったという具体的な事例もあった。 

その一方で、米軍はこの戦いにおいて用意周到な準備と 

情報戦を展開し臨んだのにかかわらず、前半の航空戦で

は、特にパイロットの高い質を伴った零戦によって、多数の

空母艦載機やミッドウェー基地機が撃墜され、多くの尊い搭

乗員が失われたのも事実だった。米国航空機の損失は、空

戦（被撃墜や損傷に伴う海上への不時着等）に関連する原

因が大半であるのに対し、日本は、空戦以外の空母の甲板

上および格納庫内にて実に 216 機を損失し、結果として搭

乗員の損失は、米国の陸海軍の方が日本海軍の倍を超え

た。米国にとっては、決して楽勝だった海戦ではなかった。

日米双方の会敵から終わりまでの戦いの過程を追った。 

第Ⅳ部 昭和初期、日本の原風景   

1930年代後半～1940年代前半 

  日本の海軍の将兵は国の存亡をかけて、米国の陸海軍

も国の浮沈をかけて、それぞれの家族や友人、恋人等、国

民のために懸命に勇敢に太平洋戦争を戦ったと思われる。

また、昭和前期の多難な時代、戦時体制下の銃後を守る日

本の女性や子供たち、そして豊かな国、米国の女性たちや

家族、それぞれの国民にもかけがえのない文化や愛しき生

活があった。1930年代から1940年代前半にかけての日本

で放映された映画（邦画&洋画）の題名もリストアップされ

た。戦前には、実に多くの洋画（米国・英国・フランス等）

が日本に紹介されていたことには、驚かされる。風雲急

を告げる国際情勢が背景にあったとはいえ、一般国民に

は、国境を超えた映画文化が花開いたのも事実である。

1943年頃からの日本が困難な時代の食料事情や 1944

年の学童の疎開も取り上げられた。いつの時代も未来を

担う子供たちの笑顔が国民の至福であるというメッセー

ジと共に本講演が締めくくられた。 

 

◆懇親会  

 ・日時：2017年10月 6日（金） 午後 6時～8時 

 ・場所：『咲くら 横浜店』  ・参加者 17名 

講演終了後、講演会場近くの居酒屋で懇親会が行われ

た。野澤前委員長のご発声で乾杯。毎回ながら、講師の藤

井氏の緻密な情報収集、データ分析、評価には賞賛の声

が上がった。特に、積み上げられたデータの分析に基づく

戦さの評価は、教科書や歴史本を通じてこれまでの一般国

民に浸透していたようなイメージとは異なるものであり、参加

者一同驚きの様子であった。盛り上がる議論の中、8時過ぎ

に眞鍋委員長の中締めでお開きとなった。 

 なお、次回、来春3月開催予定の第11回YMK 会では、

同氏の「歴史シリーズ第 5 弾」として、「日本人はどこ

から来たか」そして「日本語の起源と発展」を中心とし

たテーマにご講演を頂く予定です。日本人、日本語のル

ーツに迫る大変興味深いテーマですので、乞うご期待。 

   

 YMK会幹事   中田靖夫、日高義朝 
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東京散歩 『隅田川七福神巡り』 

 

江戸時代文化年間に始められた隅田川七福神詣は大正

7年に 100年記念を行い、今年はこれより数えて 100年が

経ち、200 年を迎える記念すべき年である。このたび隅田

川七福神巡りを企画し、梅雨の前の貴重な晴れ間に多数の

参加者をえて実施した。 

下町のランドマークであるスカイツリーを終始 横に眺め

ながらの散策も風情があり、七福神の一つである福禄寿の

百花園やセイコーミュージアムを見学、数軒ある草餅屋に

立寄ったりして下町散策を楽しんだ。 

  

           記 

開催日時： 平成 30年 6月5日（火） 

午後 1時30分～午後 7時  

集合場所： 東武スカイツリーライン堀切駅改札口 

散策経路： 

堀切駅⇒毘沙門天(多聞寺)(滞在5分)⇒(徒歩10分)⇒セイ

コーミュージアム(滞在 20分)⇒(徒歩 30分)⇒寿老人(白髭

神社)(滞在5分)⇒(徒歩15分) ⇒福禄寿(百花園)(滞在20

分)⇒(徒歩5分)⇒弁財天(長命寺)(滞在5分)⇒(徒歩5分)

⇒布袋尊(弘福寺)(滞在5分)⇒(徒歩10分)⇒大国神、恵比

寿神(三囲神社)(滞在10分)⇒吾妻橋経由浅草雷門へ 

所要時間2時間25分(滞在70分)(徒歩 75分)   

 

 参加者；(順不同、敬称略) 

福田 弘、山崎俊行、竹下晋平、金原和夫、 

伊藤 達、川本佳史、内山雅博、真鍋研司、 

野澤滋為、高橋令幸、中尾誠男、島 亨・惠子、 

石川静香・則子 (15名) 

 

当日は、梅雨入り前日というのに雨に見舞われることなく、

暑いくらいの好天に恵まれた。東武スカイツリーライン堀切

駅は都内と思えない昭和初期に多く見られたのどかな懐か

しい駅だった。時間通り全員集合し、いざ出発。堀切駅より

約 10分で多聞寺に着いた。 

  

 毘沙門天(多聞寺) 

  本尊は毘沙門天で弘法大師の作と伝えられる。 

  

  

その後、墨堤通りに出て大通りに沿って 20分位歩いた 

その先のセイコーミュージアムに立ち寄った。 

 

セイコーミュージアム 

ご承知の通り、同社は服部金太郎が 1881年に服部時計

店として創業した。1～3階に同社の130数年の歴史を刻ん

だ数多くの時計が展示されていた。1 階には即売品が陳列

されていたが、受付嬢からここで購入するよりも「量販店で

購入した方が安価です」とあまりにも正直な説明を頂き、誰

一人購入される方はいなかった。 

 

寿老人(白髭神社) 

  
ミュージアムを離れてすぐに白鬚神社。隅田川七福神で

は白鬚(しらひげ)大明神を寿老人としている。同神社は新し

く建立されていた。 

 

福禄寿(百花園) 

同神社とは目と鼻の先の文化元年（1804 年）に開かれた

向島百花園に入園した。季節ごとの花草を楽しむことができ、

通年多くの人で賑わっている。また、ここに「福禄寿尊」が祀

られている。散策を楽しみ一息つくことができた。尚、通常

入園料は150円であるが、65歳以上は70円となっていた。

歳をとって楽しいことはないが、ささやかな配慮がなぜか嬉

しい。 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

SSIS コミュニティ活動・趣味の会 

 

 

文化活動委員会  石川 静香 

 

ｒ 

 

30 



半導体産業人協会 会報 No.102(‘18 年 10 月)               

  

  
 

池からのスカイツリーの景色も見事だったが、係員から

「ささゆりの花が見頃ですよ」 と云われて皆さん探し当てて

眺め入った。下町出身のワンちゃん(王貞治)が練習をして

いた野球場のそばを通って、次の長命寺へ向かう。沿道に

「じまん草餅」「言問い団子」「桜もち」等の店が構えている。

皆さん、土手を上がり隅田川沿いの店で名代の「桜もち」を

買い求めた。 

  
 

弁財天(長命寺) 

長命寺は、弁財天を祀り、言問幼稚園がある。 

同寺は時の将軍家光が鷹狩に訪れたとき、腹痛に見舞わ

れ、この寺で休息し、井戸の水で薬を飲んだところ、たちま

ち腹痛が治り、家光がこの井戸水を「長命水」と命名したこと

から、それ以降この寺を長命寺としたと伝えられている。 

 

布袋尊(弘福寺) 

長命寺の隣が弘福寺。同寺は、布袋尊が祀られており、

布袋尊は七福神の中で唯一実在した中国の禅僧で弥勒の

化身と言われている。また、同寺は中国風の特色を持つ

堂々とした禅宗建造物だ。 

   

 

最後の三囲神社（大國神、恵比寿神）に向かうのであるが、

この界隈は江戸時代から「花街」として栄え数多くの料亭で

賑わっていたと聞き及んでいる。通りには見番所の看板が

目に入り、今もその面影を残していた。 

 

大國神、恵比寿神(三囲神社) 

三囲(みめぐり)神社の境内に鎮座する大國神・恵比寿神

の二神は越後屋（現在の三越）に祀られていた本像というこ

ともあり、池袋三越にあったライオン像を本神社に寄贈され

た、とのことである。 

  

  

 

懇親会； 「鍋ぞう 浅草雷門店」 

ここで七福神巡りが全て終わった。後は懇親会場に移動

するのみ。時刻は午後 4 時を過ぎたばかりである。懇親会

場のオープンは 5時だったが、早く懇親会場に入って一息

つきたいとの圧倒的な声により、アサヒビール横の吾妻橋で

隅田川を渡り浅草雷門前のしゃぶしゃぶ・すき焼き専門店

「鍋ぞう 浅草雷門店」に最後の歩を進めた。閉会の午後７

時には、外国人の観光客等で満席となっていた。 

  

<補足事項＞  

大國神は、通常、“大黒天”と書かれるが、ここでは“隅田川

七福神めぐり”の表記に従った。 

 

最後になりましたが、皆様、暑い中を隅田川七福神めぐり

にご参加いただき有難うございました。 

   

石川静香 （企画立案と文） 

          島 亨   （写真撮影と文） 
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「日本の書展 2018」の鑑賞会の報告                 

公益財団法人 全国書美術振興会主催、文化庁後援による第 46 回「日本の書展/2018」が国立新美術館(六本木)

で開催された。現代書壇を代表する一流書家の作品が会派を越えて一堂に会し展示される日本の第一級の書展だと

評されている。 

 金原和夫氏の美智子夫人も現代書壇の有力作家と評され「招待の部」に出品されており、主力作家の作品も併せご

案内、ご説明をしていただいた。 

           

日時：6月 17日(日) 15.30～17:30 

会場：国立新美術館(六本木)  

 

黒川紀章設計によるユニークなデザインの建物で 2007 年
1月に開場。「この場所は、東京大学生技研の跡地であるが
元をたどれば旧日本陸軍歩兵第 3 連隊の跡地。歩兵第 3
連隊と言えば所属の若手将校が中心となり、かの「2.26 事
件」をひき起こした。 

 

参加者 (会場入り口にて) 

 

金原和夫・美智子夫妻、溝上裕夫、高橋令幸、野沢茲為 
木村行裕・政子夫妻、藤井嘉徳、島亨・専子夫妻、 
内山雅博              (11名敬称略) 

書展会場 

一階正面入口の前で、4部屋4,000㎡の広大な会場で現

代書壇の巨匠14名の大作が入口に展示され計1,630名の

作品が 4,000㎡の会場にうめつくされているのは壮観だ。 

金原美智子さんの作品も招待者のコーナーに展示され

ていて、ご本人から解説を受け乍ら鑑賞させて頂き、その上

巨匠、招待者、代表等の作品もすぐ近くに展示されていて、

日展の審査員クラスの作品をじっくりと解説付で鑑賞出来た

事は実に贅沢な時間だった。 

 

金原美智子さんの作品紹介 

  

 

 

 

 美智子さんの作品と共に 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

SSIS コミュニティ活動・趣味の会 

 

 

文化活動委員会       内山 雅博 

 

ｒ 
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２

２

２



 

 

現代書壇の巨匠の作品の一部 
 

 

 

 

さすが最高峰と目される巨匠の作品は会場を 

圧倒している。 

打ち上げ懇親会：豚組しゃぶ庵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店は新美術館の並びに位置し上品な味で評判の 
豚しゃぶを味わった。満足。 
 

 

 

 

 

今回の鑑賞会は金原様ご夫妻に大変お世話になりまし

た。後日メールで美智子夫人から、「巨匠、代表、委嘱など

日展の審査員クラスのハイレベルの作品を鑑賞していただ

き、ご満足いただいて、よかったと思います。私の作品まで

見ていただき、感謝申し上げます」とのお言葉をいただきま

した。 

 

ありがとうございました。 

 

本レポート作成で島亨さんから文章や写真の一部をご協

力頂きました。感謝。ご出席の皆様ありがとうございました。 
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ＩＥＥＥロバート・ノイス賞 

牧本氏受賞記念祝賀会 

  

SSIS の元理事長で、現在は特別顧問と日本半導体

歴史館の館長を務められている牧本次生氏がこの 5 月

に 2018 IEEE Robert Noyce Medalを受賞された。受

賞理由は｢CMOS メモリ・マイクロプロセッサーの技術面

及び経営面のリーダーシップ｣。 

この栄誉を祝して受賞記念祝賀会が開催され 70 名

に及ぶ多くの方々が出席された。 

 

■開催日時：2018年 7月 10日(火) 

           12:00～14:00 

■開催場所：東京都千代田区神田錦町 

学士会館 202号 

■出席者： 70名 

 

■式次第 

「牧本次生博士の歩み」 MP4ムービー上映 

＜理事長挨拶＞  SSIS理事長 内海忠氏 

＜来賓ご祝辞＞  東京大学名誉教授 

 菅野卓雄氏 

＜記念講演＞ 「CMOSが変えた世界  

～スマホも、ロボットも、ウーバーも～」 

＜祝賀会＞ 

乾杯ご発声   SSIS諮問委員 

                佐々木元氏 

＜記念花贈呈＞ 

謝辞  牧本次生氏 

＜閉会挨拶＞ 副理事長      野澤滋為氏 

＜司会進行＞ SSIS執行会議長  

                      吉澤六朗氏 

 

  

講演では授賞式が行われたサンフランシスコで移

動に初めてウーバーを利用した話をされた。ウーバー

アプリのシステムを支えている CMOS 技術の実地検

証する姿に、氏のイノベーター魂が会場に染み渡る

ようでした。  

米国で生まれ高速化に邁進していた MOS技術が

低電力重視の日本で CMOS に結合したのは、日常

の様々な生活体験を技術とビジネスに結び付けるイノ

ベーター魂だった。 

そのようなメッセージに貫かれた祝賀の宴であった。

かつて氏と一緒に仕事をした仲間、互いに競い合っ

たライバル、その後本技術を発展させてきた学術関

係者や企業家の交流の場となった会場からは、イノ

ベーションが多様多彩な人々の相補的な知の交わり

から生まれる事実を改めて感じさせられた。 

 

  

  

 

 

報告 歴史館委員会 委員長 向 喜一郎 

 



            

 

新入会員（2018.7.1から 2018.9.30） 

 

 個人会員 （ご入会順、敬称略） 

   政岡徹、林暁、山口博 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

７～１０月実施行事 

 

7月： 10日 牧本氏 IEEE R. Noyce賞受賞祝賀会 

12日 監査役会 

19日 理事会／執行会議 

20日 第 6回 鎌倉散策の会 

8月： 23日 理事会／執行会議 

 30日 第 5回SSIS-NEDIA関西シンポジウム 

9月： 20日 理事会／執行会議 

 22日 鉢形城跡と比企城館跡群の見学ツアー 

 27日 賛助会員連絡会 

 27日 SSISフォーラム 

10月：  6日 第 10回YMK会 

18日 理事会／執行会議 

19日 第 18回SSISオープンゴルフ大会 

（清川CC） 

26日 第 10回多摩会 

 

委員会委員を募集しています 

 

個人会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。当協会で

は、現在 9委員会に分かれて委員会活動を行っています。

委員のご尽力によって成り立っています。これまでの仕事

や趣味で得た知識や経験を活かして委員会活動に参加し

てみませんか。 

 

地方にお住まいの方は、スカイプというインターネット無

料通話ソフトを使用すれば、会議に参加することが可能で

す。一度トライしてみませんか。 

 

ご質問等ございましたら事務局（メール info@ssis.or.jp  

またはTEL：03-6457-3245）へご一報下さい。 

 

12月 SSISフォーラムのご案内 

 

日時 ：2018年 12月７日（金）15：30～ 

場所 ：林野会館（東京・茗荷谷） 

講演者：安宅 和人 氏 

      慶應義塾大学 環境情報学部教授 

           ヤフー株式会社 CSO 

演題 ：シン・ニホン ～AI×データ時代における 

日本の再生と人材育成～ 

 

今後の行事予定 

 

11月： 1、2日 秋季半導体入門講座 

 5、6日 秋季半導体ステップアップ講座 

 15日 理事会／執行会議 

 26日～12月 2日 秋季研修旅行（スリランカ） 

12月：  7日 SSISフォーラム 

 13日 予算審議委員会 

 

ご寄付芳名 （敬称略） 

 

一般寄付  

 

2018年 7月(101号)掲載以降、2018年 9月 30日まで

に下記の方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。 

相澤満芳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員状況（9月 30日現在） 

個人会員 236名  賛助会員 50団体 
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