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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。 

さて、平成も新たな年号に変わろうとしています。 

半導体産業人協会は平成 10 年に発足して 21 年が

経過しました。昨年 2月には 20周年記念の祝賀会を

催し、皆さんのこれまでの協会活動の努力を労うとと

もに、協会の理念を時代のニーズに即した施策で活

動を推進したいと訴えました。そして 5 カ年計画プロ

ジェクトをスタートして議論を重ねてきた次第です。 

 

事あるごとに、時代の変化に対応した活動をと言っ

ていたわけですが、何がどう変化してきたのか、変化

の根源は何なのかを改めて確認したいと『マッキンゼ

ーが予測する未来』、『デジタル資本主義』の 2 冊の

本を読んでみました。 

『マッキンゼーが予測する未来』  

ダイヤモンド社 

近未来を支配する 4つの力 

都市化のパワー：その地域の産業構造、社会保障

を都市型に変え世界の GDP を押し上げる。そのよ

うな経済活動の重心がアジア太平洋地区、アフリカ、

南米へと場所が移っていく。 

技術進化のスピード：デジタル化がその範囲と規模

を拡大させ、経済活動に急速に影響を与えて私た

ちの身の回りの世界を変える。 

世界規模での高齢化：高齢化社会は日本だけの問

題ではなく、アフリカを除くすべての国で高齢化が

進む。その結果、年金や社会保険の受給者が増え

て国家予算を圧迫、退職年齢が上がる。大部分の

高齢者が引退生活に移行する余裕などなくなる。 

製品、サービス、人、情報、資本の流れの増加：  

製品、サービス、人、情報、 

資本がある一つの場所から 

次の場所へと、世界中を巡 

っている。そして、世界が相 

互に結合する度合いが更に高まる。 

その結果、遠く離れたある場所の出来事が瞬時に

影響を及ぼすようになった。この流れのエネルギー

がどんどん大きくなる。特にデジタル情報の流れが

経済成長に大きな影響を与えている。 

「4 つの力が相互に作用し予測できないスピードで

変化をもたらし、今まで我々の意思決定に最重要な

直観を形成していた世界が劇的な変化を遂げること

になる。直観力のリセットが必要だ。」と述べている。 

『デジタル資本主義（野村総合研究所）』 

東洋経済新報社 

デジタル化が経済成長をGDPでは捉えきれない影

響を与えている。その証が「消費者余剰」だ。ここ数

年、ITの利活用レベルが高まり賃金の伸びがなくて

も生活水準を高く維持している様子が定量的に観

察されると述べている。 

ここでも IT の活用が経済環境を変化させ、消費者

余剰のみならず生産者余剰を加えた総余剰を増加

させると言っている。 

 

2 冊の本は経済環境の未来予測として書かれたも

のですが、当然私たち一人一人の生き方に及ぶもの

です。前述のトレンドはニュース等から概ね解ってい

たつもりですが、身の回りに及ぼす影響の大きさまで

は理解できていないのでは、そして協会活動の中で

対応してきたかと問われると首を傾げざるを得ない気

がします。 

一般社団法人 

 

 

 
 

半導体産業人協会 

会報
 

2019 年 1 月 
１０３ 

 

 

X 

年頭の挨拶 時代の変化に思う 

 SSIS 理事長  内海 忠 

 

  



 2         半導体産業人協会 会報 No.103 (’19 年 1 月)  

繰り返しになりますが、未来予測本の中で気になる

キーワードは「世界的に高齢化が進む」、「デジタル

技術による生活環境の変化」、「直観力のリセット」で

す。 

半導体産業人協会の時代の変化に対応した活動

とは何だろう。 

会報Encore100号（20周年記念号）の中で「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。」と述

べました。 

 

しかしながら過去の経験に基づく直観力をリセット

しなければならないとすれば、OB が持つ知識、経験

の活かし方はさらなる工夫が必要になるでしょうし、知

識をブラッシュアップするための支援も必要でしょう。 

OB が多い協会としてはアナログ的な活動とデジタ

ル化した仕組みを融合しなければならないでしょうし、

デジタル化された環境に順応するサポートも必要かも

しれません。 

人的ネットワークをどう生かすかの知恵も必要で

す。 

変化に追従するスピードをどう確保するのか。 

等々、他にも多々あると思います。5 カ年計画にどう

取り込んだらよいのか頭が痛い課題です。 

私個人としては少々大上段に構え過ぎたと反省し

ておりますが、潮流をとらえ舵を切らなければならな

いのも事実です。 

常に前述の時代の変化を意識して具体施策を進

めるためにもお知恵をお借りしたいし、ご意見を頂け

れば幸いです。 
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2018年 9月 27日、林野会館において賛助会員連絡会

を開催いたしました。 

賛助会員は9団体14名の方が参加し、協会側出席者と

併せて28名の方が参加されました。 

（参加賛助会員 50音順、（株）、（同）は省略） 

鹿児島県、九州半導体エレクトロニクスイノベーション協議会、

東芝D&S、凸版印刷、 

日本ケイデンス・デザイン・システムズ、日本シノプシス、

萩原電気ホールディングス、ヒューマン、 

マイクロンメモリ ジャパン、 

 

昨年に引き続き、賛助会員の方からプレゼンを頂きまし

た。今回は日本シノプシス(株)、マイクロンメモリ ジャパ

ン(同）、凸版印刷(株) の 3 社が自社の事業、PR ポイント

を説明され、活発な質疑応答があり、大変盛り上がりまし

た。 

3社の方には大変お手数かけ、ご協力頂きましたことを改

めて御礼申し上げます。 

 

定刻に事務局長の司会で連絡会が開始されました。 

以下、会議次第項目とそのポイントを記します。 

 

理事長挨拶と上期総括 

今夏は豪雨、台風、地震と甚大な災害が相次ぎました。

日本経済に大きな影響を与えています。 

半導体産業も変化の強風に晒されています。今まで支えて

きたスマートフォンと PCの市場は成長のピークを過ぎ、

自動車などの需要が見込める市場が浮上してきています

が、米中を中心とする貿易政策の対立が問題となっており

ます。 

SSIS は発足して 20 年を経過致しました。皆様のご協

力を賜り、2月に 20周年記念の行事を無事に執り行うこ

とが出来ましたが、SSISを取り巻く社会環境、経済環境

は大きく変化しております。活動の在り方も変化に即して

大きく舵を切らねばならない時期に来ております。 

そこで、記念式典の際にお話ししました中期計画策定をプ

ロジェクトとしてスタートさせ、5年先も協会活動を健全

に遂行していくための構造改革に取り組むことに致しま

した。 

 

8月までの具体的な活動 

・協会20周年行事を実施 

・中期計画策定をプロジェクトとしてスタートさせた 

・当協会特別顧問の牧本次生氏の IEEE ロバートノイス

賞受賞記念パーティを企画推進した 

・例年通り賛助会員訪問を実施、定年退職予定者への 

SSIS の紹介（OB フレッシュマン）、シリコンバレー

ツアーの活用についてご意見を求めた 

以下、各委員会活動 

・フォーラム、シンポジウムを4回開催  

東京3回、関西1回、計6講演 

・会報Encoreを3回発行 延べ 120ページ 2400部 

・地域コミュニティ会合2回  参加者39名 

 趣味の会 7回開催  延べ参加者81名 

 趣味の会の開催回数は前年比倍増となる 

・オープンゴルフ大会を九州と関西で実施 

・春の教育講座は入門講座、ステップアップ講座ともに好

評で満員御礼となり参加者合計 135 名で、昨年同期を

20％上回った 

・昨年に引き続き、3月に学生を対象としたシリコンバレ

ーツアーを実施 

・半導体歴史館に「装置・材料」セッションを開設した 

・STaP事業は停滞気味でビジネス領域開拓を推進中 

 

今回の連絡会では各委員会活動報告は資料への記載に

留め、連絡会での説明はありませんでしたので、理事長挨

拶に続いて、賛助会員訪問結果についての報告に入りまし

た。 

 

賛助会員訪問結果の報告 

賛助会員訪問は6月～8月にかけて実施しました。 

 

(1)訪問の目的 

    賛助会員訪問の目的は、活動状況を報告し、より一層の

協会への理解を深めて頂くことにあります。 

 今年は、主として「OB フレッシュマン勧誘」として企業に対

して定年間近い方々に当協会の紹介をお願いする活動を

進めていること、また「シリコンバレーツアー」の活用につい

てご意見を聞かせて頂くことにしました。 

 

(2)結果概要 

 訪問実施時点の賛助会員数： 51 

訪問実施済賛助会員数：    34 （実施率 67%） 

 ・OBフレッシュマン勧誘に関するご意見： 

  コンセプトに興味あり、良い試みである、活動の場を提供

することに賛成等のご意見（4件）を頂いた 

 ・シリコンバレーツアーに関するご意見： 

  良い試みと評価する、対象者が出れば利用可能性有等

のご意見(4 件)がある一方で、内定者の参加に反対する

ご意見(1件)も頂いた 

 ・会報Encoreへの記事掲載： 

  賛助会員紹介コーナーに興味あり 2社 

 ・教育講座の活用： 

  賛助会員の春季講座受講は入門講座 3社 22名、ステッ

プアップ講座2社6名 

 

 

半導体産業人協会  2 0 1 8 年度 

賛 助 会 員 連 絡 会 

記 桜庭事務局長 
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(3)今回の訪問で頂いた特記すべきご意見 

・FTK（Full Turn Key）に大いに興味があったが、実現し

なかったのが残念である。 

・「設計ツールの安価利用環境」の構築について同じ希望

を今年もお願いする。 

・STaP 事業について、プロセス技術と製造装置とのリンク

に関わる情報が欲しい。製造装置技術者は、担当工程部

分の装置には詳しいが、前後の工程や装置に関しては

知識が不十分。全体を通した工程と装置の関係が分かる

と大いに役立つ。 

・個人の求職情報をWebサイトに掲載し、賛助会員が閲覧

出来るようにして頂ければぜひ活用したい。 

・半導体に限らず素材メーカや装置メーカとのマッチング

の場があれば良い。例えば、シンポジウムの場などで交

流のコーナーなどを設置してあれば助かる。 

・その他 教育、人材確保等についてご意見を頂きました。 

 

事務局長より、頂いたご意見を参考に鋭意、活動の中で議

論し、サービス向上に反映させて頂く旨を報告致しました。 

 

連絡会風景（理事長挨拶） 

 

賛助会員からのプレゼンテーション 

賛助会員様から各 20分程度で熱のこもったプレゼンテーシ

ョンを頂きました。（報告順） 

3社の報告者及びテーマは以下の通りでした。 

・日本シノプシス（同） 平山 洲義 様 

「シノプシス Automotive Solution 」 

・マイクロンメモリ ジャパン（同） 永島 靖 様 

「メモリマーケットトレンド」 

・凸版印刷(株) 諸井 眞太郎 様 

「IoT/LPWA 本格普及に向けたデバイス及びソリューシ

ョン開発」 

 

連絡会風景（賛助会員プレゼンテーション） 

さらに今年は、新しい試みとしてポスター展示を開催致

しました。目的は、賛助会員様間の交流を深めて頂くため

の場のひとつになればとの考えからです。 

お陰様で、鹿児島県、SEMIジャパン、東芝D&S(株)、

凸版印刷(株)、(株)フジキンの 5 団体様より参加の申し込

みがあり、開催することができました。 

次回はより多くの方に見て頂くために展示場所と時間

を工夫したいと考えています。 

 

ポスター展示風景 

 

 

連絡会後 

賛助会員のプレゼンテータ 5 名を囲み理事長をはじめ協

会側数名と、茗荷谷駅近くの居酒屋で慰労を兼ねた意見交

換を行いました。 

皆様から忌憚のないご意見を頂き、大変有意義な時間を

持つことができました。有難うございました。 
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●シバソク略歴 

 当社は 1948 年に創立しました芝電気株式会社の測定器

部門より独立させ、1955年に芝電気測器株式会社を設立し、

測定器メーカーとしてスタートを切りました。当初は国産初

の歪計を製造するなど、高い信頼性を有する計測器を製造

しました。 

1970 年には社名を現在の株式会社シバソクへ変更し、

更なる測定器の分野開拓を目指して 1974年の国産初のテ

レビ用 IC テスタを開発しました。現在に至るまで様々なニ

ーズに対応した半導体テスタを製造販売しています。 

 
【主力製品の一つ WL25V アナログ ICテストシステム】 

●パワー分野への展望 

車載向けを中心としたパワーデバイスの検査需要を受け、

パワーデバイス向け検査装置の製造を行っています。又、

サポート体制だけではなく、IPM化が進む車載向け製品に

向けた開発にも尽力しています。 

 

 

 

 

 

 

【左図DCテストシステム 右図ACテストシステム】 

・DCテストシステム 

IGBT、IGBTモジュール（1in1～7in1）のDC測定用シ

ステムです。測定ヘッド内に大電流の切り替えリレー回路を

搭載し、単体からモジュールを問わず測定が可能です。 

電流の立上りを高速化することにより、大電流での発熱を 

抑え高精度での再現性の高い測定が可能です。 

・ACテストシステム 

MOSFET/IGBTのAC測定システムです。Lsを最小限

に抑え、コンタクタ及び測定物にダメージを与えず安心して

御使用頂く為、高速遮断可能な保護回路を搭載していま

す。 

●WL27Prime ミックスドシグナルLSIテストシステム 

新製品となるWL27Primeは、ロジック・パワーの混在す

る測定にて多ピン化に対応したWL27シリーズの後継品で

す。デジタル 100MHz、1024pinまで対応、最大同時測定

128個と機能を増やしつつ、WL25シリーズより現在までの

各種モジュールを実装可能とすることでパワーデバイスを

測定可能としました。 

 

 

 

 

 

 

 

【新製品WL27Prime ミックスドシグナルLSIテストシステム】 

●おわりに 

「和、誠、革新の心を育み、常に自由闊達な精神で、社会

に貢献できる会社を創造します」この当社経営理念は、全

部門一丸となるチームワーク(和)を持ち、真摯に取り組む姿

勢を忘れず(誠)、失敗を恐れず新しい分野・技術に積極的

に挑戦(革新)し、社会貢献する企業を目指すという事です。 

 
【平成27年12月に竣工した新社屋】 

弊社は創立 64 年目を迎えております。お客様と共に共

有してまいりました「歴史」と「品質」に誇りを持ち、常に先端

技術を意識し、積極的に取り入れ、お客様が求めるニーズ

を先取りした、「ものづくり」に取り組む開発型企業としてこれ

からも成長していきます。 

●シバソク連絡先 

株式会社シバソク マーケティング部 

〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848 

TEL (04) 2994-1151  FAX (04) 2994-8036 

ウェブサイト http://www.shibasoku.co.jp/ 

シバソクの今までとこれから 

 

株式会社シバソク 

代表取締役社長   重崎 隆 

賛助会員紹介    

      2018 

http://www.shibasoku.co.jp/
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 多岐にわたるマーケット分野でしのぎを削っておられる半

導体/システム開発企業様に、業界最先端の Silicon to SW

ソリューションをお届けするのが当社のミッションです。その

達成に向け、EDAツール、半導体IP、SW開発ツールを3

本柱として事業を展開しており、それぞれの分野で多数の

業界トップシェア製品群をご提供しております。 

EDA分野では、デジタル・デザイン向けに、論理/物理の

設計/検証、各種サインオフ解析、ECO、DRC、テストのソリ

ューションをご提供し、カスタム/AMS 向けに、回路シミュレ

ーションならびに設計/レイアウトのソリューションをご提供し

ています。これらは、最先端SoCの開発に欠かせないソリュ

ーションとしてお客様各社から高いご評価を頂いています

が、昨年 3月には前述の各種設計フェーズを統合して緊密

な協調設計を実現するためのブレイクスルーとなる新技術 

Fusion Technologyを開発いたしました。これをベースにし

たデジタル/カスタム設計ソリューションである Fusion デザ

イン・プラットフォームを用いて AI 処理プロセッサを開発さ

れたお客様では、設計品質の更なる向上、設計期間の大

幅な短縮を実現されております。また、マルチコア並列処理

技術、クラウド、AI/マシンラーニングなどの先進テクノロジ

を組み込むことにより、こうした設計/検証ツール群の性能を

更に強化/拡充しています。 

当社の祖業が論理合成ツールの開発であったこともあり、

合成可能なRTL設計資産である IPの開発にも 30年以上

前から取り組みを開始しました。現在では SoC の機能ブロ

ックやライブラリとして必須となるあらゆる IP 群を

DesignWare IPソリューションとしてご提供しており、特にイ

ンターフェイス IP/アナログ IP/組込みメモリーIP/フィジカル

IPなどはトップシェアを頂戴しております。DesignWare IP

は、車載やAI向けSoCをはじめ、幅広いSoC設計の効率

と柔軟性を向上させるソリューションとして多くのお客様にご

活用いただいております。IP 単体の提供にとどまらず、IP

に関連するSW開発とHW/SW統合を容易にするため、IP

プロトタイピング・キット、IP向け SWの開発キット、IPサブ

システムも提供している点も当社ならではの取り組みです。

今後も積極的な R&D投資を継続し、2,700 名を超える IP

開発エンジニアによる高品質かつシリコン実証済みIP開発

を継続してまいります。 

SW開発ツールは、2014年のCoverity社の買収を皮切

りに本格参入し、以後、重点分野のテクノロジの拡充に取り

組んでおり、SW のセキュリティとクオリティの向上に貢献し

ております。ビジョンの完全性と実行能力という 2 つの面か

らSW開発ツール企業を評価するガートナー社のマジック・

クアドラント評価では、2017-2018 年に 2 年連続で“リーダ

ー”に指名されました。 

今、自動車開発は 100年に 1度という大変革期に突入し

ています。当社は車載システム開発の全面的な支援に取り

組んでおり、設計/検証/テスト・ツール群の ISO 26262認証

取得を完了し、低消費電力でセキュアな汎用プロセッサ IP/

物体認識処理に特化したビジョン・プロセッサ IP/車載グレ

ード準拠 IP/車載向けメモリーIP/セキュリティ IP や故障注

入検証ツールもご提供しています。また、車載SWのセキュ

リティとクオリティを確保するための静的解析ツール/SW コ

ンポジション解析ツール/ファジングテスト・ツールならびに

コンサルティング・サービスをご提供しています。 

 

シノプシスは、Arm社やTSMC社といった業界エコシス

テムの中核を担う企業とのパートナーシップにも注力してお

り、TSMC社からは8年連続でIPと設計ツールの“Partner 

of the Year”に選出いただいております。自社製品開発と

他社協業の両輪で、今後も業界最大手のリーディング・カン

パニーとして、お客様各社に革新的なソリューションをご提

供してまいります。 

賛助会員紹介 

     2018 

HW システムと SW の開発を支援する 
シノプシスの Silicon to SW ソリューション 

日本シノプシス合同会社 

社長  藤井 公雄  

シノプシス：Silicon to Software

Software

Verification

IP

Design

Silicon

• SWセキュリティ & クオリティの確保
• ガートナー社マジック・クアドラント評価：“リーダー”

• 最速の各種検証エンジンを統合したプラットフォーム
• HW/SW検証 & 早期SW開発

• 最も多岐にわたるシリコン実証済みIP群
• トップシェア：インターフェイスIP / アナログIP

組込みメモリーIP / フィジカルIP

• デジタル & カスタム / AMS設計プラットフォーム
• 最高の設計結果品質&設計生産性

• TCAD/リソグラフィ・ツール & 歩留まり最適化ツール
• 5nm以降のプロセス開発支援：DTCO

Software

Silicon

IP

Design

Verification

最も多岐にわたるシリコン実証済みIP群

UART

AMBA 4 AXI, AMBA 3 AXI & AMBA 2.0  AHB

AMBA APB

GPIO

Signal 

Processing

Audio

Subsystem

SD/eMMC

controller

ADCs

DACs

Audio 

CodecsI2C

Sensor & 

Control/Data 

Fusion

Subsystem

Embedded 

Memories

(SRAM, ROM, 

NVM)

Datapath

Logic Libraries

VIP

SATA

controller

SATA

PHY

VIP

VIP

DDR

PHY

DDR

controller

VIP

USB

controller

USB

PHY

VIP

PCIe

controller

PCIe

PHY

VIP

HDMI

controller

HDMI

PHY

VIP

ARC

CPUs Ethernet

controller

10G

PHY

VIP VIP

MIPI

controller

MIPI 

PHY

Embedded

Vision

Processor

Security 

IP & SWBluetooth

Link Layer

Bluetooth 

Radio

SD/eMMC

PHY

フィジカルIP

デジタルIP

検証用IP

 ISO 26262認証済SoCテスト・ソリューション

DFT/ATPG Solution

Software

Silicon

 ISO 26262認証済SoC設計ソリューション

Synopsys Design Platform

オートモーティブ・グレードIP(設計済み回路)

DesignWare IP Solution

 ISO 26262機能安全検証ソリューション

Verification Continuum Platform

IP

Design

Verification

ライティング & イルミネーション

Synopsys Optical Design Solution

シノプシス：オートモーティブ・ソリューション

 SWセキュリティ/クオリティ・ソリューション

Software Integrity Platform
SW開発

HW設計

Fusion Design Platform

最も完全なテスト
論理合成との融合

業界標準・論理合成
2X Faster

ICCIIとの高い相関性

7nmでのリーディング
フィジカル検証
ファウンダリ・ランセット
の即日サポート

業界唯一の
RTL2GDSフロー
比類無き結果品質

最短期間での設計収束

業界標準
STAサインオフ
7nm,5nmをリード

完全なレール解析
統合設計フロー

高い設計効率
デザイン堅牢性

業界No.1のツール群 + Fusionアーキテクチャ + AIリーダーシップ

AI による結果品質向上・設計期間短縮
PrimeTime ECO Power Recovery
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マイクロンメモリ ジャパン合同会社は、マイクロングルー

プの一員として日本（東広島市、相模原市、東京）において

主に DRAM を中心としたメモリの製造、研究開発ならびに

設計を行っております。 

 マイクロンメモリ ジャパン合同会社は、2013 年にエルピ

ーダメモリがマイクロングループ傘下に加わり発足いたしま

した。 

 

 2018 年の半導体マーケットにおけるマイクロングループ

のマーケットシェアは、全半導体市場において第 4位、メモ

リ市場において第 3 位となっております。特に、2018 年は

DRAMとNANDのメモリ市場が急速に拡大したことが全半

導体市場におけるマイクロンの地位確保を支えております。

マイクロングループは、主要メモリデバイスであるDRAMと

NAND をバランスよくミックスした事業を行い、メモリ市場で

は上位 2 社に肉薄するマーケットシェアを確保しておりま

す。 

 マイクロンメモリ ジャパン合同会社は、マイクロングルー

プでDRAMの一翼を担う活動を展開しており、市場環境に

合わせ事業の拡大を図っております。 

 

 メモリ市場環境は、供給サイドの要因のみならず需要環境

の大きな変動に後押しされて発展をしております。 

 DRAM（Memory Market）は、PC が中心であったかつ

ての市場から、現在ではスマートフォンに代表されるモバイ

ル機器マーケットが非常に拡大し、すでに PC を凌ぐ規模

にまで成長しております。スマートフォンは成長鈍化の傾向

もありますが、次の成長をドライブするマーケットとして、IoT

及びAIを支えるサーバ市場の拡大が期待されています。 

 NAND（Storage Market）においても、USB／カードデ

バイスと携帯電話に加えて、大規模データサーバに使用さ

れる SSD（Solid State Drive）の成長と、さらなる需要拡大

が見込まれています。 

 メモリ市場は、若干の調整局面はあるものの、DRAM、

NAND ともにデータ爆発、AI市場の拡大等の市場変化に

より支えられ成長するものとみなされております。 

 

 マイクロングループは、市場環境の変化を適宜とらえ成長

分野に注力し活動を行ってまいります。 

 

マイクロンメモリ ジャパン合同会社は、マイクロングルー

プの最重要拠点のひとつとして、多様化するマーケットに最

適な商品を提供するべく、DRAM 商品の製造、開発、設計

を充実させるべく、活動しています。今後とも皆様のご指導、

ご鞭撻並びにご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

賛助会員紹介    

      2018 

Memory Market Trends 

マイクロンメモリ ジャパン合同会社 

SR MANAGER, 

  MOBILE SYSTEMS ARCHITECT 

永島 靖 
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1．東芝Nextプラン 

東芝グループは会計問題とそれに続く海外原子力事業

の巨額損失などにより、厳しい状況に陥っておりましたが、

増資や事業売却により財務体質を回復する事ができました。

そして昨年11月に東芝の再成長にむけた全社変革の施策

及び方向性を策定した「東芝Nextプラン」を公表しました。 

各事業でのコスト構造の改善による収益力のアップを推

進しつつ将来的には今まで培ってきた製造業としてのフィ

ジカル分野での経験や実績を生かしサイバー技術との融

合を推進し世界有数の「CPS（サイバー・フィジカル・システ

ム）テクノロジー企業」を目指します。   

 

2．東芝デバイス＆ストレージ株式会社の概要 

 当社は電子デバイス事業を担う会社として 2017年7月に

東芝の 100%子会社として発足しました。半導体メモリ事業

については事業を売却し東芝グループからは離れて東芝

の持分法適用会社（東芝メモリ）となりました。 

電子デバイス領域は、新生東芝グループの中で、社会イ

ンフラ、エネルギー、IoTソリューションと並び主力4事業領

域の一つであり、CPS企業を目指す上でのキーコンポーネ

ントの提供という意味でも新生東芝グループの中で重要な

事業分野に位置づけられています。（図１） 

製品としては、ディスクリート半導体、システム LSI、ハー

ドディスクドライブの 3本柱で、さらにこれらの製品の活用に

必要なソフトウェア開発も行っています。 

 
図 1 東芝グループの主力 4事業 

 

3．開発力の強化、世界をリードする製品開発 

 今後の電子デバイス分野の事業方針ですが、半導体、

HDD 共に、従来からの民生や Mobile 向けの事業規模は

維持しつつ産業、車載、データセンターなどの高成長が見

込まれる領域に注力して事業規模を拡大していきます。 

 

これらの成長分野では、大容量 16TB(テラバイト)ニアラ

インHDDやADAS向けの画像認識LSI(ViscontiTM)とい

ったお客様から高い評価をいただける製品を多数世に送り

出し、今後もパ－トナーの企業様やお客様とも連携を強化

して一層の技術力、製品開発力のアップに努めてまいりま

す（図 2）。また、パワーデバイスを中心とする国内外の生産

能力増強も積極的に推進しておりますが、まだまだ需要に

追い付いておらず今後も継続的に拡大に取り組んでまいり

ます。 

 

     図 2 東芝電子デバイス事業の主要事業領域 

 

4．CPS企業に向けた取り組み 

今後、フィジカル世界の情報をデジタル化してサイバー

側に転送する、あるいはAIの技術を用いてフィジカル側で

も高度な処理を行うエッジＡＩデバイスの役割が 飛躍的に

高まっていくと予想されており、開発中の画像認識 LSI で

培っている AI、DNNの技術を展開した製品開発に新たに

取り組んでいきたいと考えています。 

また、国内外の製造拠点においては、検査工程や生産

管理のさらなる IT化を推進し、品質や生産性の向上を進め

ていきます。（図 3） 

 

             図 3 今後の取り組み 

  

 

賛助会員紹介    

      2018 

世界を変える原動力となるのは、 

いつも私たちの半導体・ストレージ 

であり続けたい 

 

東芝デバイス&ストレージ株式会社 

取締役上席常務・統括技師長 森 誠一 
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【講演要旨】 

地球社会の持続性、包摂的な発展を目標に、

Sustainable Development Goals (SDGs)への取り組

みが世界規模で進められている。その中で、科学技術

イノベーション(STI)への期待が大きい。とりわけビッグ

データの利活用によって引き起こされるデジタル革命に

よって、SDGs を達成することが大きなテーマになって

いる。一方で、これまでの情報化社会の進展を支えてき

たムーアの法則が限界を迎えつつあることから、人間中

心の社会を目指した新たなコンピューティング技術の研

究開発が加速しつつある。 

本講演では、デジタル革命を支える新しいコンピュー

ティング技術を概観し、我が国の新たな産業として定着

するための施策について、日本工学アカデミー(EAJ)で

の検討内容を中心に報告し、産業界のご意見を拝聴し

たい。 

 

1. 持続可能でレジリエントな社会の実現 

「21世紀」をグローバルに概観すると、以下のようにな

る。 

  

まず、2050 年には世界人口が 100 億人に増加する

と予想される中で、未来社会に向けた羅針盤のない航

海が始まっている。その中で我々は、地球システムの持

続性の危機、資本主義の危機そして民主主義の危機と

いう 3大危機に直面しており、その克服策が切望されて

いる。 

 

 

 

ただ、このような状況の中で、2030 年に向け SDGs

や Society5.0、気候変動に関するパリ協定及び国連防

災仙台宣言の 3つのフレームワークが 2015年から動き

出したのは明るい方向である。 

 SDGsの特徴を以下に示す。 

  

しかしながら、活動開始から3年経過したが、ほとんど

の目標は予定より遅れている状況である。目標とターゲ

ットは複雑に関連しており、シナジーまたはトレードオフ

の関係にあると言って良いだろう。ちなみに日本の評価

（SDG Index & Dashboards）は、2016 年は 18 位、

2017年は 11位、そして 2018年では 15位となっており

特にゼンダーやPM2.5等による環境破壊、水産資源の

維持についての評価が低くなっている。 

このような状況の中で、以下に示す科学技術イノベー

ション、とりわけデジタル革命への期待が非常に高い。

これに答えるために、単に科学技術だけでなくもっと広

い範囲の社会的・産業的な施策が必要となっている。 

 

 

 
デジタル革命を支える 

次世代コンピューティング技術 
国立研究開発法人 科学技術振興機構顧問 

日本工学アカデミー副会長 

   中村 道治 
F O R U M  

 
 

o r u m  

F o r uｍ

m  
 

S S I S  

 

 

 

 

 

本原稿は、中村道治様のご承諾を得て、講演企画委員会資料を基に編集委員会がテープ起こしを行い作成しました。 
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2. IoT/AI時代の到来と半導体の新たな壁 

半導体産業は、社会システム全体を支えるものであり、

巨大な経済価値を有する。2017 年の WSTS データで

は 4122 億㌦で、おそらく 2025 年には 6000 億㌦まで

一気に伸びるであろうと予想される。半導体産業はまだ

まだ成長産業であると言えるが、その認識が多くの国民

の中で忘れ去られている状況である。 

その中で以下に示すように、Google と Apple は半導

体によるサービス基盤の優位性強化戦略を行ってい

る。 

 

 

日本における Society5.0 のアーキテクチャを以下に

示す。基本的なコンセプトは、人間中心の社会を創って

行くものである。クラウドとデバイスへの双方向にインタ

ーネットからデータのやり取りを行うものである。 

 

 

これからの高機能計算は、ムーアの法則限界の問題、

製造コストの限界、AI 等の応用範囲と計算ニーズの飛

躍的拡大と、収集したデータ量の爆発的拡大などに対

応する必要がある。具体的には、ノイマン型に代わる新

たなアーキテクチャや数値計算方法が求められる。真に

現在は大きな転換点であると言える。 

次に、IoT/AI の進化に必要なテクノロジーについて

以下に述べる。テクノロジーとしては、リアルワールドの

エッジ（IoT、端末）とクラウド（AI、データセンタ・サー

バ）での両方がある。従って、エッジ分野での組込み技

術応用等で日本にも大いにチャンスがあるだろう。 

 

 

 

そして、ロジック集積回路用デバイス構造の 2020 年

代のロードマップでは、単に微細化のトレンドだけでなく、

デバイス構造の 3D 化・複雑化が進行していく。その先

についても今から準備しておく必要があるだろう。 

次に、アーキテクチャの変遷については、以下のよう

になっている。まず、1990～2000 年のシングルコアの

時代、2010～2020年代のホモジニアスマルチコアの時

代、そして 2020～2030 年代のテロジニアスコンピュー

ティングの時代へと向かっている。最近の報告では、

AI-chip TPU(Google,2016) 、 Neural Engine 

(Apple,2017)、Bitcoin accelerator (GMO,2018)等

がある。 
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3. 「新計算原理」の提案 

科学技術振興機構(JST)研究戦略センターの資料を

以下に引用する。 

技術や社会・経済のトレンドを的確にとらえ、システ

ム・情報科学分野を俯瞰しあるべき姿（Society5.0）の

実現に寄与することを目的としている。基盤レイヤーと

戦略レイヤー2 層構造であり、「ノイマン型 on シリコンチ

ップ」の限界突破と、新たな応用分野（IoT,AI,ビッグデ

ータ）への拡大のために、クラウド/ネットワーク/デバイス

の機能、性能要件を満たす「新たな計算原理」が必要と

なる。 

 

 

「新計算原理」の日本人先駆者としては、「量子アニ

ーリング」の基本アルゴリズムを 1988年に発表した西森

教授、門脇氏（東京工業大学）、1979 年に「神経回路

モデル：ネオコグニトロン」を発表した福島氏（NHK 技

研、大阪大学）、そして 1971年に世界初のマイクロプロ

セッサ Intel 4004 を開発した島氏（ビジコン社）が挙げ

られる。日本人には創造性・独創性はあると言える一方、

研究と実用化の橋渡しが欠けているように思える。従っ

て、橋渡しのための仕組み（制度、ビジネスモデル）や

人材交流等を再構築する必要がある。 

米国の研究機関での最近の計算原理の発表では、

Google の「Approximate Computing：積極的な近似

計算」や IBM の「脳型チップ：SyNAPSE」等が着実に

進んでいる。 

「新計算原理」のR&Dポートフォリオについて以下に

示す。現在はCMOSベースチップによる技術であり、そ

の先にはデータフロー、データセントリックあるいはニュ

ーロモルフィックなコンピューティング技術、そして、さら

に材料やデバイスの進歩により、量子コンピューティン

グ技術あるいは全く新しい計算原理が生まれる（進化す

る）可能性がある。 

  

4. 2030 年までの実用化を視野に入れた我が国の

半導体開発戦略 

ここでは、日本工学アカデミー（EAJ）の技術プロジェ

クトが中心となって提案された半導体開発戦略を以下

に紹介する。 

提案内容は、コンピューティング技術の大きな転換点

にあって、2030 年頃の社会を想定した我が国の取り組

むべき戦略に関し検討を行うコンセプトで、思い切った

「4 つの具体的な目標」を設定している。「提言」としては

「2030 年に向けた次世代計算機技術開発戦略」であり、

有望技術を持つ企業が中心となって自律的・国際的多

機関連携により、「現場近くで」課題を即時的確に処理

できる計算（エッジコンピューティング）技術を確立し、こ

れを世界展開する戦略を提言するものである。 

 
 

そして、次頁に示す「これからの事業モデル」としては、

現行モデルの「実世界を構成する IoT 端末とサイバー

空間のクラウド集中システムモデル」から「それぞれが知

能を持つ IoT とサイバー空間との実世界分散型システ

ムモデル」への展開を提言している。 

11 
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これらの事業モデルを実現するためには、以下の「イ

ノベーションエコシステムとその促進施策」を提案してい

る。 

・多階層に亘る研究開発と事業化推進のためにベン

チャーを始めとする有望技術を持つ企業中心で構

成されるイノベーションエコシステムの提案 

・グローバルな開発環境の醸成と多数の新プレーヤ

の育成 

・国の支援の下で、多数の開発者が共用できる半導

体 LSI設計・試作・実証の仕組みの整備 

・成果知財(IP)を死蔵させず流動させる仕組みを設    

定 

・関連学会が共同し分野を超えた総合的議論可能な

組織 

 

 

国の取り組みの状況を以下に述べる。 

各省の取り組みとして、内閣府、経産省/NEDO及び 

文科省/JST の取り組みがあり、今年（2018 年）からスタ

ートした国家プロジェクトが多い。 

 

 

一方、各国のポストムーア時代に向けた動向として、

米国では「量子技術」に徹底的・長期間コミットするとい

う速報もあり、時代の新潮流を感じるところである。中国

では、例えば清華大学で AI チップ開発や自動運転へ

の応用が、上海高性能 IC デザインセンターでヘテロマ

ルチコア・プロセッサーの開発やスーパーコン応用が進

んでいる。EUではHorizon 2020（EU研究助成プログ

ラム）等の量子コンピューティング技術開発に注力して

いる。 

 

5. 量子コンピューティング技術の研究開発 

これまでの量子コンピュータの研究動向を以下にまと

めた。 

 

1980 年代のファインマン等の量子コンピュータの概

念提唱から 40 年が経過して、2018 年には Google が

「72 量子ビットプロセッサ」を発表、Alibaba が「11 量子

ビットプロセッサでクラウドサービス」を開始した。 

 

量子コンピュータの方式による比較を示したものを次

頁に示す。現在、「量子ゲート方式」と「量子アニーリン

グ方式」の 2種類の方式が開発されている。 

12 
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開発レベルの成熟度としてのQTRL指数（1～9）によ

る評価では、量子ゲート方式は 4～5 であり、量子アニ

ーリング方式は 7～8で、やや進んでいる状況である。    

主な応用分野としては、量子ゲート方式は暗号解読、

機械学習等の量子系シミュレーションであり、量子アニ

ーリング方式は組み合わせ最適化（機械学習）シミュレ

ーション応用である。また、アニーリング方式では、

CMOSでもアニーラが実現可能で日本のコンピュータメ

ーカ（日立、富士通等）でも研究が行われている。 

次に示したものが、海外の量子コンピュータ研究開発

主要プレーヤである。各プレーヤの方式を列挙すると以

下のようになる。D-Wave は量子アニーリング方式、

Google は量子ゲート方式と量子アニーリング方式、

IBM は量子ゲート方式、Intel は量子ゲート方式、

IonQ は量子ゲート方式、Microsoft はトポロジカル量

子方式の研究を行っている。 

 

量子技術の国家プロジェクトは、米国では DARPA, 

I-ARPA,NSF が出資、EU では 2019 年から量子技術

フラッグシップが開始、UKでは 5年間で 390億円の研

究資金出資、中国では 2020年に量子技術研究開発セ

ンター開設、日本は 2018年 Q-LEAPが開始された。 

 

 

量子コンピュータを実現するために必要な技術を示し

たものが次の図である。 

 

量子コンピュータのアーキテクチャは、ハードウェア

（HW）研究者とソフトウェア（SW）研究者との議論の中

で構築していくことが重要である。SW 研究は当面シミュ

レーターまたは海外機関のクラウドサービス利用でアイ

デアを実証していくことが重要である。デバイス、物理レ

イヤーでは主にQ-LEAPやERATO等の国家プロジェ

クトの成果が期待される。また、極低温技術とマイクロ波

実装技術が量子コンピュータ実現には必須技術となる。 

現状では、米・欧・中・日での研究開発が推進されて

いくと思われる。 

 

結論をまとめると以下のようになる。 

 

・デジタル革命の急速な進展に伴い、今、日本がどう

いうポジションをとるかが真に議論されるべきであろ

う。 

・日本は、特にエッジ領域技術の産業化に注力する

一方、量子コンピュータ技術の先行研究を加速すべ

きである。 
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1. 経緯 

「オープン・イノベーション」は米国カリフォルニア大学

バークレイ校のヘンリー・チェスブロー博士が 2002年に

提唱した。筆者は、この概念の重要性を 1995年頃気付

いていた。丁度、この頃英国に滞在し、アマデウス・キャ

ピタルのハーマン・ハウザー博士に出会った。博士は

ARM社の創始者である。ARMは 2016年にソフトバン

クに 3.3兆円で売却された。博士は、この他に沢山のベ

ンチャーを成功させた。その功績により、エリザベス女王

からメダルを授章し、2015年に Sirの称号を与えられた。

ハーマン博士から、ケンブリッジ・シリコン・レディオ

（CSR）というベンチャーをぜひ成功させたいので、協力

してほしいと請願された。この成功のためには、グロー

バルな協力（これが実は「オープン・イノベーション」であ

った）が必要であり、これへの協力を約した。この時丁度、

筆者は、GVIN（Global Venture Industry Network）

というシンクタンクを立ち上げ始めた。このことがきっかけ

で、GVIN 社のビジネスモデルを「オープン・イノベーシ

ョン」とした。 

 

2. CSR（Cambridge Silicon Radio）社 

CSR 社は 1999 年ケンブリッジ・コンサルタントという

シンクタンクからスピンアウトしたベンチャーである。ブル

ートゥースをワンチップで実現するという極めてチャレン

ジングなベンチャーであった。世界中の知恵者が、これ

は絶対できないと主張したが、ただ一人、このベンチャ

ーを強くサポートする人がいた。この人こそ、あのハーマ

ン・ハウザー博士であった。ハウザー博士は、CSR の

CTOジェームス・コリアー（オックスフォード大学出身：天

才的頭脳の持ち主）を堅く信じて投資した。これが見事

に当たり、CSR社は、2004年3月に、ロンドン市場に上

場した。GVIN社は、2002年頃、「Bluetooth」のセミナ

を開催したり、企業を個別訪問したりした。日本企業は、

なかなか首を縦に振らなかった。その一つの理由は、あ

る著名な技術雑誌に「Bluetooth は、これ以上性能は

伸びない。いずれWiFiに取って代わられる」という記事

がでて、各企業は、これを信じていたからである。しかし、

携帯電話の爆発的出現でブルートゥースは花開き、瞬く

間に、携帯電話、ヘッドセット、自動車用ハンドセット、ゲ

ーム機器に搭載された（写真.1）。 

125

    
写真 1 ブルートゥース搭載例 

私は、請われて、2004年 1月から 2009年 8月まで、

CSR社ジャパンの代表取締役・会長を務めた。 

 

3. コア技術とオープン・イノベーション 

グローバル化が急速に進む中で、企業は、研究・開

発を従来のやり方で進めていては、時代の要請に応え

られなくなってきた。即ち、「オープン・イノベーション」に

より、世界の知恵者（企業、大学、ベンチャー、VC等）と

連携する必要が生じてきたのである。先の CSR 社の例

でいえば、携帯電話、ヘッドセット、ハンズフリー機器、

ゲーム機等で、CSR と連携しなければ、将来はなかっ

たのである。企業は、売り上げの 5～10％という巨額な

投資を毎年自社内の研究開発に投入し続けている（医

療、製薬、バイオ等の企業がもっと多い）が、今後は、こ

の配分を、「オープン・イノベーション」という新しい枠組

みも含めて考えていかなければならない。自社が得意と

する「コア技術」は、勿論より強くする必要がある。「コア

技術」がなければ、グローバルな相手から、優れた「ノン

コア技術」を得ることは難しい。即ち、「コア技術」から「イ

ノベーション」を生み出すことは勿論必要であるが、「ノ

ンコア」技術からも、グローバルな連携で、「イノベーショ

ン」を生み出すことも必要になってきた。自社独自で世

界制覇を狙うことも大事であるが、なかなか大変である。

世界のコラボレーターと一緒になって世界市場を共に

制覇していくという考え方が大事である。 

オープン・イノベーションの実践 

（株）GVIN 代表取締役 CEO 兼 amsジャパン代表取締役 

                                    桑原 裕 

 

  桑原 裕  

桑原 

  

顔写真 
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4. グローバルな連携がオープン・イノベーションの

本質 

企業は、将来花開く基幹技術・製品を目指して「イノ

ベーション」を起こすべく、世界の優れた英知と連携す

ることが重要である。こうした相手と対話するためには、

相手の技術に関する深い理解が必要である。即ち、自

社の「コア技術」のプロの他に、世界の英知と質の高い

対話を行える人材の存在こそが、成否を左右するといえ

る。 

 

5. グローバルな暗黙知ネットワークを拡大するには 

人と人との出会いは、多くの場合、暗黙知の出会いで

ある。筆者は、これらの出会いを 4 つのタイプに分類し

た（図１）。第１のタイプ（Ⅰ）は、幼馴染、小・中・高校の

友達や先生とのつながりである。このつながりは、固く、

殆どが真の友達である。第 2のタイプ（Ⅱ）は、大学での

友人、実社会での友人で、オフ・ビジネスでの友人であ

る。このタイプは利害がない分、純粋で真の友達である

場合が多い。第 3のタイプ（Ⅲ）は、実社会でのビジネス

における友人関係である。これは広大であるが、一旦ビ

ジネス関係が薄れれば、友人関係も薄れてしまうことが

多い。第 4のタイプ（Ⅳ）は、これらの総合である。特に、

友達に紹介された友達である。これは逆に、良い友人

関係を構築できる絶好の機会でもある。これらの 4 つの

タイプ間の遷移についても考察し分析した。その結果は、

概略次の通りである。タイプⅠからタイプⅣ、タイプⅡか

らタイプⅣ、タイプⅢからタイプⅣ、さらに、タイプⅡとⅢ

の間は、相互に強力な遷移が可能である。 

   

図１ 出会いのタイプと相互間遷移 

人と人との出会いは、オンの場合よりも、オフの場合

の方がより感動の度合いが強く、また、時間的にも、長

続きすることが多い。また、オフの出会いの方が出会い

の多くを占める。ただ、オンとオフは微妙に重なり合う。 

即ち、オンでの出会いからオフの付き合いが始まっ

たり、オフでの付き合いからオンの付き合いが始まったり

して、出会いは深さを増していく。 

6. 筆者とハーマン・ハウザー博士らとの出会い 

ハーマン・ハウザー博士は、ケンブリッジ大学のキャ

ベンディッシュ研究所（実験物理）の出身である。博士

は、本来はケンブリッジ大学の教授になるつもりであっ

たが、ケンブリッジ大学時代に起業した Acorn   

Computer (後のARM) というベンチャーが大成功した

ため、ベンチャー・キャピタリストの道を歩んだのである。

このハーマンさんとは、筆者が日立時代、英国に欧州

研究開発の責任者として赴任しているときに友達になっ

た。ハーマンさんは日立とケンブリッジ大学の共同研究

のケンブリッジ側責任者ハルーン・アーメッド教授の親

友であった。筆者らは、アーメッド教授のアレンジで、ハ

ーマンさんご夫妻らと、毎夏、ケンブリッジ大学のコート

を借り切って、双方 4～5 組の夫妻で懇親テニスを楽し

んだ（写真 2）。 

    

写真 2 ハーマン・ハウザー博士と筆者 

ケンブリッジ大学には沢山の知人・友人がいる。その

中でも、ウルディア教授は、ずば抜けて、とても親しい。

彼は、エマニュエル・カレッジのフェローである。このウ

ルディア教授と、第 6 回国際シンポジュームを今年 11

月にケンブリッジで実施したのである。教授とは、欧州ア

ルプス他の登山の話で意気投合する（写真 3）。 

  

写真 3 ウルディア教授と筆者 

 

7. オープン・イノベーションの実践 

筆者は「オープン・イノベーション」の実践を 15 年間

続けてきた。即ち、(株)GVIN の運営を通して多くの企
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業のグローバリゼーションの支援をしてきた。また、筆者

が 9 年強日本の代表をしている ams 社では、医療、自

動車、スマホ等々のセンサーや部品・機器を通して、

「オープン・イノベーション」を日夜実践している。 

 

8. オープン・イノベーションに適した国 

日本企業が「オープン・イノベーション」を推進しようと

するとき、これに適した国として、アイルランドとイスラエ

ルを挙げたい。特に、アイルランドは、非常に向いてい

る。これは、アイルランドが、非常にグローバルなコラボ

レ ー シ ョ ン に 熱 心 で あ る こ と 、 Google, Apple, 

Microsoft, Intel, GE等々が、ここで大きなオペレーシ

ョンを展開していること、米国と緊密な連携をしているこ

と、等々の理由からである。また、アイルランド人は、天

性的に明るく、前向きである。グローバルな連携がし易

い（写真 4）。 

  

写真 4 アイルランド TCD の協力者と筆者 

 

他方、イスラエルは、世界一のベンチャー王国である。

非常に尖った（技術的に深い）ベンチャーが沢山ある。

決してそう簡単に「組みし易い」とは言えないが、何とか

工夫して、連携をとっていくようにしたいと思う。筆者は、

イスラエルを、すでに 12回訪問している（写真 5）。 

  

写真 5 イスラエルのプロジェクトリーダーと筆者 

 

 

9. 国際シンポジュームの開催 

「オープン・イノベーション」の実践で、グロ－バルなネ

ットワークが次第に充実してきたので、筆者は、このネッ

トワークをベースに、“Global Innovation”を生み出す

仕組みを作ろうと考えた。そして、知り合いの世界の知

恵者と話し合った。その結果、約 10 年前から、“国際シ

ンポジューム”を 2年に 1度程度、継続して国内外で開

催することにした。最初の国際シンポジュームは、2011

年 12 月に、六本木の GRIPS（政策研究大学院大学）

で開催した。ここでは、こうしたシンポジュームが果たし

て、有意義かどうかについて議論した。結果は、「非常

に有意義である」という結論であった。下の写真 6は第 1

回国際シンポジューム前日に行った Speakers’ Dinner

時のものである。場所は、日立目白クラブである。 

 

写真 6 第 1 回国際シンポジウム 於日立目白クラブ 

2013年 1月に、第 2回シンポジューム（英国ケンブリ

ッジ）を開催した。テーマは“Emergent Technologies”

であった。これは、第 1 回のシンポジュームにキーノー

ト・スピーカーとしてお呼びしたケンブリッジ大学の Sir 

Michael Gregory さんが、「この一連の国際シンポジュ

ームはとても有意義です。2 回目は私が責任者で開催

しましょう」とおっしゃって下さり、ケンブリッジ大学の

IFM（Institute for Manufacturing）（グレゴリーさん

が所長）で開催した。 

2014年 10月に第 3回をオーストリアのグラーツおよ

びウイーンにて開催した。テーマは、“Urban Mobility, 

Smart Energy and Healthcare”であった。即ち、「自

動運転」を取り上げたのである。トヨタ、本田技研、デン

ソー、ボルボ、ボッシュ、ams, 日立ヨーロッパ、等々が

参加し、活発な議論が交わされた。2016年 10月には、

第 4回（再び、オーストリアのグラーツおよびウイーン）を

開催した。この時のテーマは “ Technology and 

Humanity”であった。この第 4 回に、先のハウザー博

士が、キーノート・スピーカーとして参加してくれた。ハウ

ザー博士は、ウイーンの出身で、「母国オーストリアのた
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めに」ということで、来てくれた。また、マツダは、3 人の

超エリート・スタッフをここに出席させた。このシンポジュ

ームから、将来の新しい技術の方向性が掴めるとの判

断からである。マツダ、本田技研、ボルボ、ams、日立ヨ

ーロッパ等々が参加した。第 3回、第 4回のオーストリア

でのシンポジュームは、ams社の全面的にサポートを受

けた。ams 社の本社はグラーツ郊外の古城を森ごと買

い取った広い敷地である。古城の本丸が本社として使

われ、チャペルも無傷で残っている素晴らしい環境であ

る。勿論、シンポジュームは、その中に建設された超近

代的な会場で開催された。参加者全員がその素晴らし

さに圧倒された。ams社の本社を写真 7に示す。 

   

写真 7 ams 社の本社 

また、日本のオーストリア大使館が全面的にサポート

してくれた。大使館の意向を受け入れて、シンポジュー

ムの第 2 日をウイーンで開催した。2017 年 9 月に第 5

回(麻布のオーストリア大使館)を開催した。この時、英国

から、先のハウザー博士が、超多忙のスケジュールの中、

キーノート・スピーカーとして来てくれた。 

2018年 11月 1～2日に、英国ケンブリッジのケンブリ

ッジ大学エマニュエル・カレッジで第 6 回国際シンポジ

ュームを開催した（写真 8）。テーマは、“Technology 

and Humanity  -  Part2  :  Co-prosperity and  

co-existence with AI”である。ここでも、ハウザー博士

がキーノート・スピーチをしてくれた。エマニュエル・カレ

ッジは、ケンブリッジ市のほぼ中心地にある。広大な敷

地の中に、美しい建屋が連なっている。素晴らしい階段

教室の Auditorium でシンポジュームを行った。また、

ハリーポッターを彷彿させる、巨大な肖像画が沢山架か

っている美しい歴史的な部屋で会食した。参加者は、

本当にその素晴らしさに感嘆した。トヨタ、マツダ、日立、

ケンブリッジ大学、ams 社、SPRIT Design、Warwick

大学、TCD (Trinity College Dublin)、GRIPS、等々

が参加した。ケンブリッジ大学の学生も多く、活発な議

論が展開された。人数も 40 名超であり、殆どの参加者

が、お互いに知り合いになり、お互いに刺激しあった。 

 

写真 8 第 6 回国際シンポジウム 

第 7 回国際シンポジュームについて、筆者らはすで

に議論を始めている。開催地は、英国（ケンブリッジが

候補）または東京と考えている。英国で行うメリットは、グ

ローバルな議論がし易いこと、海外の企業や大学の参

加が日本で開催する場合に比べて、遥かに多いこと、し

たがって、“Dialogue for Global Innovation”の目的

に合っていること等である。英国で開催すれば、ハーマ

ン・ハウザー博士の参加はほぼ確実だし、オ－ストリア

大使館（ロンドン）のスポンサーシップも頂ける予定であ

る。他方、日本で行うメリットは、日本企業の出席者が多

いこと、日本人の出席者が多いこと等である。今後、しっ

かり検討して決めたい。 

 

10. 結言 

筆者の実経験を軸に、事例も挙げながら、「オープ

ン・イノベーション」の実践の経験をまとめてみた。以下、

ポイントを 3点記す。 

 

①「オープン・イノベーション」を成功させるには、 

グローバルな「暗黙知ネットワーク」の構築が重要 

②「暗黙知ネットワーク」を充実させ広げるためには、 

「オフ」での人間関係が特に大事 

③「オープン・イノベーション」の推進に、アイルランド 

とイスラエルを挙げたい。 

 

11. 参考文献 

1)Henry Chesbrough, “Graceful Exit and 

Foregone Opportunities; Xerox’s Management 

of Its Technology Spin-off Companies”, 

Business History Review 76, no.4 (2002) 

2)Henry Chesbrough, “Open Innovation”, 

Harvard Business School Press, 2006 

3)桑原 裕;「異文化と出合おう、オンとオフで暗黙知ネ

ットワークを広げる」丸善プラネット 2012年 3月 
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  ホノルル近郊の公園（その 2）    

 ～ 水族館と植物園 ～ 会員 歴史館委員会 アドバイザー 渡辺二之 

ワイキキ水族館 

 

図１ ワイキキ水族館 

ワイキキ水族館は、動物園よりさらに南側の海岸

に面したところにあります。主として熱帯魚が展示

されています。入場料は大人 12ドルで、シニアは 5

ドルですが、証明書類が必要です。また旅行社のク

ーポン券も有効です。 

展示している魚は、色とりどりの熱帯魚です。 

図 2～図 8に水族館の展示物を示します。 

  

図 2 Longnose Butterfly fish 

 

図 3 カエルウオ 

 

図 4 アロワナ（淡水魚） 

  

 図 5 オウム貝 図 6 クラゲ 

  

図 7 竜の落とし子 図 8 モンクアザラシ 

図

 

８

ワ

イ

キ

キ

水

族

館 
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図 8に示すモンクアザラシは、北西ハワイ諸島の

固有種であり絶滅危惧種のようです。水族館のアザ

ラシは、いつも垂直に浮かんでくるくる回っていま

す。 

水族館の来場者は、だいたい幼稚園くらいか保育

園くらいの子供をつれた家族連れですが、たまに日

本人旅行者も見受けます。 

 

フォスター植物園 

ホノルル市のダウンタウンにある中華街の近く

に「フォスター植物園」があります。行くには、公

共のバス（The BUS）を使うのが便利です。 

主に、巨大な樹木が植えてあります。従って、花

は比較的少なく、あっても樹木の花となります。ハ

ワイの花は、どちらかと言うと草花ではなく、ほと

んどのものが樹木の花です。皆さんのよく知ってい

るハイビスカスも灌木であり、プルメリアも木に咲

く花です。図 9はプルメリアですが、フォスター植

物園ではなく、ココクレーター植物園で撮影した 

ものです。 

 

図 9 プルメリア 

本来のフォスター植物園に戻ります。図 10は花

に止まるマダラ蝶の仲間です。 

 

図 10 綺麗な花とマダラ蝶 

フォスター植物園には、地植えの木々のほかに温

室があります。温室にはラン系の花が栽培されてい

ますが、特に珍しいのが、「燭台大こんにゃく」と言

う花です（図 11）。花は 7 年に一度 2～3日だけ咲く

という巨大な花です（人の背よりも大きいです）。 

  

 図 11a 開花前 図 11b 開花後 

花が咲くと、腐臭がするので虫が寄ってきて受粉

ができる仕掛けのようです（図 11a ,11b）。2018 年 3

月に撮影したものですが、同時期に東京の小石川植

物園でも開花して沢山の人が見に来たそうです。ハ

ワイでも沢山の人が来ておりました。 

 

図 12 バオパブの木 

 図 12は巨大なバオパブの木です。まだまだ、沢

山有りますが、紙面の都合で割愛させていただきま

す。 

－終わり－ 
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西ドイツ駐在時に見たベルリンの壁 

 

                       中田靖夫 

 

1989年11月10日、テレビにくぎづけになった。ベル

リンの壁の上で、つるはしで壁を壊しているあの映像で

ある。41 年間分断していた東西ドイツが再統一し、28

年間存続した壁がなくなる瞬間であったから。また EU

が成立するなど激動期であった。 

 

この年、私は西独ブラウンシュヴァイクにあった東芝

セミコンダクタ社の駐在を終えて帰国したばかりであっ

た。1987 年にベルリンの壁をみたときはこれから先もず

っとそこにそのまま存在し、変わらないと思い込んでい

たから大きな驚きであった。 

 

任地はニーダザクセン州ではハノーファに次ぐ都市

で人口 25 万人。整数論、代数学、ガウス平面、また電

磁気学のガウスの法則でも知られるガウスの出身地。車

で 1 時間以内のところには中世の街並みで知られるツ

エレ、ゴスラー、東西ドイツの国境の街ヘルムシュテッ

ト、また「アンネの日記」のユダヤ人少女アンネフランク

が命を落としたベルゲン・ベルゼンの強制収容所等。 

 

西独の移動手段は車が主で西独が誇る速度無制限

の自動車専用道路アウトバーンが全土に張りめぐらされ

ていた。低速の走行線でも時速 130～140km で走り、

追い越し線では 160km以上が普通であり、3車線以上

の高速線では 220～270kmで走る。速度無制限である

からルール上車の能力とドライバーの運転能力の限界

まで走れる。アウトバーンを降りて一般道路（時速

80km）へ出る時は予め一般道路のスピードになるまで

かなり前から減速しておかないと降りることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任地の緯度は 52 度と高い、樺太の北部と同じで、夏

の昼の時間が長く、冬のそれは短い。6 月が最高の季

節で種々の花が一斉に咲く。夏は夏時間制になってい

た。3月の最終日曜日に時計を 1時間進めて、10月の

最終日曜日に標準時間へ戻す仕組み。春分の日が過

ぎると緯度の高い地域は日に日に昼の明るい時間が長

くなり、更に 1時間時計を進めるので、暗くなるまでの時

間が急に長くなり午後 10時になっても明るい。退社して

からでも近くのゴルフ場でハーフラウンドは回れる。 

 

大戦後、連合 4 カ国でドイツ全土とベルリンの分割統

治がなされた、一方で自由主義経済の西側陣営（米、

英、仏）と社会主義経済の東側陣営（ソ連）との対立がド

イツにもちこまれ東西冷戦の最前線になった。またベル

リンはソ連占領の東独の中にあり東西ベルリンに分断さ

れた。 

 

1948 年 6 月に西側で発行された統一通貨・新ドイツ

マルクに対し、東側は新通貨・東ドイツマルクを発行し

東西分裂の象徴になった。1949 年に東西ドイツが成立

し、正式な国名は東独がドイツ民主共和国、西独はドイ

ツ連邦共和国になり東西間の国境が閉鎖された。 

 

1987 年に家族と一緒に車でベルリンを訪れた。国境

の街ヘルムシュテットで見た国境線の東独側は 70m ぐ

らいの幅で土地が刈り込まれ、見張塔があって物々しく 

冷戦の緊張感が漂っていた。国境線の西側には何もな

くてその間際まで近づくことができた。東独に入り一路

東へ西ベルリンを目指して 200km走った。途中東独製

の乗用車トラバントが煙を出して道路の端に止まってい

るのを何回か見た。 

 

東西ドイツ国境の閉鎖後も１２年間はベルリンでは東

西の往来が自由であったが、一党支配等東独の体制に

不満をもつ市民が西へ逃亡するケースが相次いだため

 

 

 

オアシス OASIS   ～憩いの時空間～   
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1961 年に東独が突然に西ベルリンの周囲に壁を作っ

た。この壁もまた東西冷戦の象徴になった。 

 

西ベルリンの観光の後、車で東ベルリンに入るために 

チェックポイントチャーリを探してゲートに入った。ゲート

の東側領域で家族全員が車から降り検査官のチェック

を受けた。持っていた週刊誌は没収された。また西独の

貨幣を東独の貨幣に一人につき25マルク交換させられ

た。この時期は 1マルク＝80円位なので 5人で 10,000

円ぐらいを交換した。東独マルクを持ち帰っても流通が

ないので東独で使い切ってしまうしかなかった。 

 

ベルリンはドイツのプロイセン王国やドイツ帝国（ビス

マルクの時代）の都であった。歴史的建造物や観光スポ

ットは東ベルリン側に多く存在していた。ベルリンの象徴

であるブランデンブルグの門は壁の近くで東ベルリン側

にあり、門の上にのせられた 4 頭馬車と女神ヴィクトリア

の像は東向きに設置されていた。 

 

壁はビルとビルの間を縫うようにして作られ、東ベルリ

ン側では壁から 100m ぐらいの幅にあるビルは全て空

家になっていた。西側では壁まで近づくことができ、また

見晴台があって東側がよく見えるようになっていた。壁

の構築以来今回の訪問まで 26年がたっていた。この間

に西独は自由主義経済で急激に復興し、反面東独は

社会主義経済の中で低迷した。東西冷戦の象徴であっ

た壁が今や経済格差の象徴に見えた。ゲルマン人を祖

先とし、長い歴史を有する国家ドイツが前後に異なる 2

つの社会体制を別々に歩む苦悩の姿をブランデンブル

グの門は静かに見守っていた。 

 

 
図 1 ブランデンブルグの門とベルリンの壁(1987) 

 

 1985年にペレストロイカ（建て直し）を唱え改革を断行

したソ連の初代大統領ゴルバチョフは西ドイツのコール

首相が示した巨額の対ソ連経済支援を受け入れて、ド

イツ再統一を承認し、1989年 11月に 41年間の東西ド

イツの分断に終止符をうった。1990年10月3日東独が

西独に併合されることで東西ドイツの再統一がなされ

た。 統一後の連帯税（個人所得の 5.5%）による莫大な

資金は旧東独の荒廃した道路、住宅、その他のインフラ

の修復に今も使われている。しかしながら企業の投資は

更に東の人件費の低い東欧やアジアに向けられるの

で、旧東独の地域の雇用がなかなか増えない課題があ

るといわれている。韓国と北朝鮮でも統一の時には同じ

ことが起こるのかとふと思った。 

 

急激に進んだ西独の復興のことをドイツの人に聞い

てみた。それは 1950年に起こった朝鮮戦争の特需と戦

争に敗北したドイツに大勢いた低賃金の熟練労働者

で、世界的に高まった物資の需要に応じて輸出を大きく

伸ばしたことだと。また自分たちの両親は寝食忘れて働

いたとも言っていた。1950 年代末から労働力不足を補

うために、ガストアルバイター（出稼ぎの外国人労働者）

として誘致し、トルコや韓国から移住してきた。1974 年

にはガストアルバイターは 233万人（今は 400万人がド

イツに残った）になり、労働者全体に占める割合が 11％

になった。西ドイツの産業は西ヨーロッパの中で大戦の

戦勝国である英国、仏国をぬいて第 1位になった。 

 

私の次女の友達にガストアルバイターの子供がいて、

この子の家族が明日トルコに帰るので悲しくて泣いてい

たと話したことがあった。西ドイツでは我々日本人の子

供もガストアルバイターの子も、その他の子もみなドイツ

人の子供と同じように教育を受けさせる義務を負ってい

るし、キンダーゲルト（子供手当）を受け取ることができ

た。EU の中でもドイツの積極的に難民を受け入れる姿

勢はこの様な歴史の中で培われたものなのか。 

 

 1995年4月に統一後のベルリンや旧東独の地域を訪

れた。ブランデンブルグの門は修復されて美しく生まれ

変わっていた。旧東独の街はその時もまだ道路や住宅

の工事が頻繁にあった。国境の街であったヘルムシュ

テットには旧東西ドイツの国境の一部が記念にのこさ

れ、また地雷の埋められた危険な場所がそのままになっ

ていた。 

 

歴史あふれる西ドイツ（今はドイツ）に駐在の機会を得

て、ドイツをとりまく歴史の変化、分断後の再統一に遭

遇したことは忘れない思い出となった。 
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自由時間の使い道  

 

  ～ その３ 地球探求（海洋・地質・気候） 

へのさらなる道のり ～ 

                

        中村 恒夫 

 

今回は、地球の過去・現在・未来に関する事項に興

味を抱いていろいろな研究施設の見学、聴講体験をし

ておりますがその報告をします。 

 

横須賀にある海洋研究開発機構（JAMSTEC）は

1971 年設立を基にして、海洋に関する基盤的研究開

発、学術研究の業務を総合的に行って海洋科学技術

の向上を図っています。具体的には研究設備として各

種船舶（有人潜水調査船「しんかい６５００」、海洋地球

研究船「みらい」、深海調査研究船「かいれい」、海底広

域研究船「かいめい」、地球深部探査船「ちきゅう」等）、

各種無人探査機（「かいこう」、「ハイパードルフィン」

等）、地球シミュレーターを用いて地球の研究を進めて

いる。 

 

見学会では、有人潜水調査船「しんかい６５００」を間

近で観たが 1989 年完成で 1,500 回以上潜航している

が、まだ多くの方々（大人、子供）が真剣に見学に来て

おります。開発費用は数十憶円掛かっているとか。又、

多目的研究学術調査船「白鳳丸」の船内は多くの方が

長期の航海が出来る様に広く快適そうな設備であった。 

 

     

研究学術調査船「白鳳丸」 

 

特に私が興味を持っているのが、2005年 7月に完成

した世界最高の掘削能力（海底下 7,000M）を持つ地

球深部探査船「ちきゅう」で、一度は乗船（見学）してみ

たいのですが、長期航海が多く、母港が清水港で、横

須賀は規模的に寄港出来ないとのことで残念です。 

 

  この船は巨大地震の発生メカニズムの解明（海洋プレ

ートの沈み込み先端部の掘削）、地球地下生命の（生

命の限界付近までの掘削）、海底鉱物資源の探索（特

に資源の無い日本では期待されている）、地球地層の

探索（地球環境変化の調査）、そしてマントル迄の掘削

が役割です。最近は「南海トラフ地震発生帯掘削計画：

プレート境界断層に向けた超深度掘削」に関わっている

ようです（2018年 10月～2019年 3月）。  

    

   

    地球深部探査船「ちきゅう」の模型 

   

立川にある国立極地研究所は、1973 年創設で極地

に関する科学の総合研究と極地観測（北極、南極）を行

うための研究組織です。北極は近年大きな話題の地球

温暖化、オゾン層破壊をはじめとして、人為的な原因に

よる大気環境変化が最も敏感に現れる地域のため、大

気、雪氷、海洋、陸域環境、超高層大気の観測をして

いる。南極も超高層・中層の大気観測による地球環境、

温暖化の観測をしているが、特に昭和基地（1957 年 1

月設立）は天体、気象、地球科学、生物学の観測を行う

施設である。又、過去（1970 年～1985 年）にはオゾン

測定やオーロラ観測などの目的で観測ロケットを打ち上

げていた。 

 

2018年 11月 10 日に第 60次観測隊の物資を乗せ

た南極観測船「しらせ」が晴海埠頭を出港した。観測隊

員（100 名）は、後日空路で出発してオーストラリア（フリ

ーマントル）にて「しらせ」に乗船して昭和基地に向け出

港する。次頁の写真は、南極観測船「しらせ」（海上自

衛隊運用：砕氷艦）の模型です。 
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南極観測船「しらせ」の模型       

 

上野の国立科学博物館や小田原にある生命の星・地

球博物館は、地球の誕生から現在までの 46 億年にわ

たる地球の成り立ちを地層・岩石を用いて、生命の発

生・進化を化石・標本を用いて紹介している。特に後者

は広いエリアに多種多様の化石・標本類を展示してい

て、学術的な物も多くあり、大学生がパソコンを持ち込

んで調査・研究している場面にも遭遇しました。 

 

  
生命の星・地球博物館 年代の地層 

 

2018年は文部科学省、JAMSTEC等の研究報告会

を聴講する機会が都内にあり、主に海洋予測、大気変

動、海洋生物に関わるテーマが多い。「統合的気候モ

デル高度化研究プログラム」（文部省）、「衛星観測ビッ

クデータとスパコンで観る地球」、「地球シミュレーター利

用報告会」、「JAMSTEC2018 研究報告会」などがあ

り、中高年の方や研究者らしき方が多く聴講し、質問し

ていて、その関心の高さが分かる。私には普段聞けない

最先端の研究内容で難しい所であるが、今後の地球が

どうなるのか気になるところである。 

 

 

                                             
国立科学博物館 生物の化石 

 

         
国立科学博物館 生物の標本 

 

この分野でよく耳にするのは「ビックデータ」と言う言

葉（経済の世界でも使用しているが中身は異なる）で、

地球規模の広い範囲での海洋予測や大気変動をシミュ

レーションするのに過去の膨大なデータと最近のデータ

を必要として、それを用いてシミュレーションすることで、

より正確な長期の予想が可能になって来ているとのこ

と。又、更なる高速なデータ処理のため、より超高速コン

ピュータの開発が必要であるという（ポスト「京」：2021 年

頃の供用開始）。 

 

 

このような分野で働く人の多くは研究者ですが、近年

大学の博士課程を修了しても、研究施設に研究者とし

て就職するのが難しく（予算上）、年間契約者や臨時研

究者として研究を進めている方が多いと聞きます。それ

でも将来の研究・技術立国日本の更なる飛躍を期待し

たいものです。 
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 ウズベキ良いとこ  その１ 

                        加藤 俊夫 

                   

SSISが発足してまだ 3年目の 1999年に、国連の機

関 UNIDO から、ウズベキスタン（以下ウズベキと略す）

の電子工業の視察のため技術者を派遣して欲しいと依

頼があり、私が指名された。UNIDO は、低開発国の発

展を支援するための国連の機関です。 

 

当時は、日本とウズベキとの直接の航路がなく、韓国

のソウル経由で行った。なぜ韓国経由かと言えば、第 2

次大戦中ロシアに住んでいた朝鮮人は日本に味方する

と思われて全員ウズベキへ移住させられた。そのまま住

みついた人が 20万人もいるため、首都タシケントと韓国

の往来は多いのです。 

 

一行のメンバーは、UNIDOの係員が 2名、ウズベキ

で長年ビジネスをやっている日本一人が同行してくれ、

私との４名である。UNIDOの一人はトルコ人で、現地で

はトルコ語が十分通じる。長いシルクロードとの往来で、

トルコとウズベキの交流が活発だったので言語も入り組

んで、互いに通用するらしい。ウズベキではロシア語を

話せる人が多い。日本で英語を話せる人が多いのと同

様である。ソ連時代には、ロシア語が半公用語となって

いたためである。今回はタタール人の女性がロシア語⇔

英語の通訳をしてくれた。タタールと言えば、ラクダにの

った遊牧民を思い浮かべるが、とんでもない。知的で機

転が利き、ビジネスを良くサポートしてくれた素晴らしい

女性だった。  

 

ウズベキでは、5 社の工場を見学した。中に 1 社だけ

が半導体工場で、パワートランジスタ、高圧ダイオードな

どを生産していた。製造装置は見たことがない旧ソ連製

で、露光機はマスク密着型でマニュアル位置合わせ、イ

オン注入機は直径 50cm、長さ 2m ぐらいで昔の大砲

（大づつ）のような代物、チップを女性が 3 人並んでピン

セットで並べていた。フォトレジストの部屋だけ簡易クリー

ンルームだったが、全員背広のまま入室。私がソニーに

入社した 1960 年頃の風景を思い出した。組立は、ダイ

ボンドもワイヤボンドも全てマニュアルで、女性が 2 名並

んで作業していた。 

全体の印象では、先進国に比べて数十年の遅れなの

で、半導体産業を立ち上げるなら、まず日本から中古装

置を１ライン購入してはどうかと提案した。半導体業界の

情報にも疎いと感じた。英語の雑誌など読んで、世界の

業界のことを少しは知るべきと忠告しておいた。 

 

その他、エレクトロニクス関係の４社を回った。どの工

場も玄関を入ると重そうな鉄の扉がギーっと開いて、薄

暗い廊下を歩いて行くと、ひときわ明るい部屋があり工

場長室である。ソファーにふんぞり返っている工場長の

後ろには、必ずカリモフ大統領の大きな写真が掲載され

ている。工場の主な製品は、蛍光灯、テレビ、ラジオ、電

子玩具などの機器製造と、それに用いるプリント基板、ト

ランス、ケーブルなどの部品である。ただし、これらを毎

日生産しているとは限らず、ガラスのコップを作っていた

り、段ボールに何か（多分、食料品）を詰めていたり、エ

レクトロニクスと関係ない仕事が多かった。食べて行くた

めには、何でもやらざるを得ないと言う訳である。 

 

ウズベキの人と話して特に感じたことは、マーケティン

グの思想が欠如していることである。旧ソ連から独立して

8 年しか経っていないので、旧ソ連時代の考え方が抜け

ない。来月の生産量は、全てモスクワから指令が来るの

で、自分で市場を調査して計画すると言う思想がない。

余談になるが、現在も太陽電池、LED、液晶など中国

が世界一のシェアになっているが、彼らは市場を無視し

て可能な限り生産し、在庫が増えて市場価格が暴落し、

そのため日本企業が撤退すると言うケースが多い。これ

は、共産主義の中国企業が「市場ニーズに従って生産

する」と言う思想が乏しいためではないかと思っている。 

 

以下、写真を数点見て下さい。 

 

 

フォトー1 タシケント市内のマーケット 

体育館ぐらいの広い屋根の下、店が並んでいる。 

農場でとれたての野菜、果物、その他の食料品、鍋、

布、工具などが山積みに置いてある。 

キムチなど朝鮮人向けの製品をかなり見掛けた。    
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フォトー2 蜂蜜屋。買ってビックリ 

ビン 1個で 2ドル。中にハチの巣が入ったビンが

あったのでお土産に買ったが日本へ帰って開けてビ

ックリ。何と蓋が無い。紙で蓋をしてゴムバンドで

縛っただけだった。純粋な蜂蜜は粘度が高いらしく、

幸いバッグの中で漏れていなかった。 

 

 

フォトー3 よいしょ、ヨイショ 

交差点の真ん中で、3人がかりで車を押している。 

こんな光景を 3 度も見かけた。旧ソ連時代の箱型車

である。バスも同様で傾きながらブスン、ブスン。

走っている立派な自動車は韓国 Daewoo製。 

 

サマルカンド 

休日は、車で 2 時間ほど南下したところにあるサ

マルカンドへ出かけた。ここは、ジンギスカンに征

服され破壊された後に、チムール大帝が起こした壮

大な都である。近在の諸国から多くの技術者を連れ

てきて、レギスタン広場を中心に「青の都」と呼ば

れる文化都市を建設し、現在も多くの遺跡が残って

いる。 

 

視察は 4 月に行い、日本の春と同じような快適な

気候であったが、次いで 8月にも観光旅行を行った。

その話は紙面の都合で次回に。 

 
フォトー4 レギスタン広場 

サマルカンドの中心にある壮大なメドレッセ。ウ

ズベキを代表する名所で、観光客が必ず撮影すると

ころ。高さは 75メートル。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトー5 イスラムの装飾模様 

チムール大帝は、非常の多くの豪華な建物を建て

たが、その装飾も美しい。イスラム教は偶像を禁止

しているので、全て幾何学模様である。 

 

 

フォトー6 サマルカンドの古代遺跡跡 

市内が一望できる草原だが、昔は市の中心だった。

ジンギスカンが住民を皆殺しした跡らしく、今でも 

人骨が幾らでも出てくる。案内の人は、金メッキし

た腕輪を発見した。 
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今まさに IoT 時代であるが、IoT 関連ビジネスの有り

様が急激に変化しつつある。各企業がメデイアを使って

発信している将来ビジョン情報や国内で開催される各

種展示会・フォーラムなどを通して見えてきた IoT 時代

のビジネス形態を検証してみることにする。また米国に

おけるビジネス形態の考察も行う。 

ソリューションビジネスへの転換 

IoT関連ビジネスで起きていることは、プロダクト単体

売りビジネスからソリューションビジネスへの大きな転換

である。国内においてもソリューションビジネスという形

態は古くから提案されてきたが、今と比べて時代背景の

違いが有り、ほとんど普及しなかった。つまり、特に高度

成長期においては、まだまだ世の中のニーズが単純で

誰から見ても明確であったため、マーケット調査をしさえ

すればニーズを正確に把握することができ、その結果に

基づいてメーカ側はニーズにあったプロダクトを顧客に

対して一方的に供給すればよく、その繰り返しで着実に

利益を出し続けることができた。このような時代では、こ

とさら声高にソリューションビジネスを強調する必要性は

なかったのである。時代は変わりIoT時代。生活に不可

欠なインフラは完備された時代。身の回りや街には物が

溢れている時代。当然のことながら、顧客のニーズは不

明確になり、有ったとしても多様化してしまう。このような

時代では、メーカ企業と顧客とが密にコミュニケーション

を図りながら “こんなモノ
．．
があったら”、“こんなコト

．．
が出来

たら”、と実現可能性を検証しながら製品のアウトライン

を決定する第1のプロセスが必要不可欠となった。いわ

ゆる“顧客と共有する「価値の協創」”、である。そのプロ

セスを経て完成したプロダクトを顧客に収めるのが第2

のプロセスであり、最後はプロダクトの運用方法等をコン

サルテイングする第3のプロセスで完結することになる。

このサイクルを繰り返すことによって得られたビジネス的、

技術的なさまざまな経験・知識・知見をもって、多様なニ

ーズに対応できるように成長することが可能となる。これ

らがソリューションビジネスに転換しなければならない必

然的な理由である。 

わが国におけるソリューションビジネス 

毎年1,000社余りの企業が参加して10月に開催され

る大規模な展示会CEATEC Japanで発表されたソリュ

ーションビジネスの具体例をいくつか見てみよう。 

NTT,KDDIそしてソフトバンクの通信大手は自動車・

建設・医療・流通・農業・娯楽などさまざまな業界や地方

自治体などと共同で第5世代移動体通信いわゆる5Gの

使い方を検討している。5Gは2020年に実用化されるが

“2019年に国内で開催されるラグビーワールドカップで

大規模な実証実験を行う“ と発表。5Gの仕様”10Gbps、

1msの遅延、100M台/1km2の多数同時接続“を使い、

何ができるかを顧客とともに検討し始めている。 

コマツは自動車産業との連携の中で現場の未来は社

会の未来として完全自動化の実現を建設現場に提案し

ている。“お客様と一緒に実現する、安全で生産性の高

い未来の現状「スマートコンストラクション」”を掲げ、労

働力と生産性を建設現場プロセスの全工程、関与する

すべての人・モノ
．．
・コト
．．
をICTで有機的につなぎ、最適化

する。ドローンからの高精度な3次元データの活用、予

測困難な事象に対してもAIを使って対処、NVIDIA等

との協業で一層の進展を図ることを骨子としている。 

ローソンは未来型コンビニ、流通業界として初めての

参加で、IoT や AI、ロボットなどを駆使した新しい買い

物の方法を提案。多様化する決済手段の 1 つとして、

RFID を活用したウォークスルー決済で買い物ができる

システムや、おいしさ・健康・おもてなしと楽しさを提供す

る。調理ロボットがお客の購入履歴や嗜好、健康状況に

応じてカスタマイズされた作りたてでおいしい食事を提

供する。デジタルコンシェルジュを配置し、IT 技術を活

用し、店舗のイートインコーナーで遠方の専門家とつな

がることにより実現できる、医療などのサービスや趣味の

シェアなど店舗での買い物以外の価値を提供する新た

な提案をしている。 

次に、CEATECとは別に我々の取材で得られたソリ

ューションビジネスの成功例を2件挙げてみよう。 

日立は、IT・OT(Operation Technology)・Product

の3つをcore competenceとし、ビックデータ収集・解析

やAIを含めた各種最適化機能、工場シミュレーション機

能などを具備したIoTプラットフォームLUMADAを駆使

して顧客と共有する「価値の協創」を図ると言う。世界中

に10箇所以上の「協創拠点」を開設中。エネルギー・産

業・都市交通・ヘルスケアの事業分野での世界マーケッ

トを狙うことを宣言している。鉄道発祥の地である英国に

おいて、車両だけでなく、信号システムや運行システム

まで含めた高速鉄道網を英国政府とともに整備中であ

る。ソリューションビジネスの典型的な成功例と言える。 

☆ 委員会報告☆ 
 

IoT時代のビジネス形態 

論説委員会 
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東芝メモリ北米開発センタでは 3D-NAND の開発を

行っているが、メモリ単体ではなく、多様なニーズを持つ

顧客に対して個別の論理を実現するロジックや

firmware も含めたメモリシステム SSD を提供。米国各

企業のデータセンタが集まるカリフォルニア州 Folsom

に事務所を構える理由はソリューションビジネスを展開

するのに好都合だからである。コモディティ化による値

崩れ防止策にもなる、ということか。 

米国におけるソリューションビジネス 

そもそも、ソリューションビジネスなるビジネス形態は

米国で誕生したものである。筆者の一人は日本におい

て半導体産業が急成長していた25年ほど前、Cadence

や SynopsysのDAツールを用いてシステムLSIの設計

作業を行っていたが、彼らは前述した3つのプロセスを

踏んだビジネスを展開していた。単なるツールベンダで

はなかったのである。それだけでは終わらなかった。

VerilogやVHDLなる設計言語で記述されたコードが主

要な設計財産となるわけだが、設計の生産性を上げる

ため、再利用を前提にコードを書く。こうなると、次回の

設計でもまた同社のツールを使うことになり、この繰り返

しがとめどなく続く。いわばSustainable ビジネスという

ことになる。“ビジネスとは、かくあるべきなのか”、とえらく

感心した記憶がある。 

インテルは早くも2000年にはソリューションセンタを開

設している。“インターネットの時代に次のステップへ飛

躍するためにも、ソリューションビジネスは重要な鍵にな

るだろう”、が理由としているが、携帯端末用CPUでは

ARMが優勢になったし、iPhone は自前のCPU、さら

にはAIの世界ではNVIDIAだけではなく、Googleや

Microsoftまで専用CPUを開発し始めた。“汎用CPU

単体売りのビジネスはいつまでも順調に続かないので

はないか”、という非常に強い危機感があるのだと思う。

ヘルスケア・金融・リテールの分野でのソリューションビ

ジネスに力を入れ始めているが、汎用CPUを進化させ

るために必須となる情報を効率よく取得する手段として

欠かせないビジネス形態と思われる。 

IoT時代のビジネスチャンス 

モノ
．．
とモノ
．．
、モノ
．．
とコト
．．
、コト
．．
とコト
．．
を結び付けるのが IoT

であるが、必然的にそこには新たなビジネス形態が生ま

れることになり、それがソリューションビジネスである。

IoTが加速度的に進む今日、このビジネス形態に乗り遅

れた企業は IoT プレーヤ失格、さらには IoT マーケット

からの退場を強いられるかもしれない。わが国には政府

が掲げた Society 5.0があり、その実現手段を検討する

組織として経産省と総務省が率いる IoT推進コンソーシ

アムが存在する。このコンソーシアムが米国 IIC、EU 

Society 4.0などを意識しながらわが国 IoT推進の枠組

みを作り、活動を始めて今年 10月で 3年目になる。IoT

推進コンソーシアムが投げかけた問題提起、“強力な計

算機パワー、自由に利用できるインターネット、そして高

速な移動体通信環境が揃った条件で、「何ができるの

でしょうか？」”、に対する民間企業の答えが出始めたわ

けだが、その答えは”残念ながらまだまだ小粒なものが

多い”、という感じがする。 

前号で議論したように、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

争力を持つ半導体 MCU・ミリ波レーダ・カメラ・半導体

センサ・半導体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。のみならずインフラ・IT・通信の一流企

業が揃っているわけだから、お互いに IoT ソリューション

のビジネスパートナーとなれば、わが国自動車産業が

他国を大きくリードできる可能性は大きい。自動車産業

だけではない。エネルギー・産業・流通・水・交通・ヘル

スケア・金融など広い分野においても世界規模のマー

ケットで成功できるチャンスが今まさに到来しているので

はないか。成功できるか否かはひとえに“IoT ソリューシ

ョンビジネスをいかに成功させるか”、にかかっている。 

大型の IoT ソリューション・ビジネスパートナー・アライア

ンスなどの出現が早くに望まれる。 

国連は、2030 年までの活動目標である SDGs 

(Sustainable Development Goals) を 3年前に発効

させた。“住み続けられる街づくりを”、“エネルギーをみ

んなに、そしてクリーンに”、“全ての人に健康と福祉を”、

など極めて具体的な 17 項目の目標からなる。SDGs を

見据えたビジネスマーケットは全世界であるから、世界

中での企業間競争が益々激化するだろう。その中で覇

者になるのか、負け組みになり惨めに転落するのかは

紙一重であり、各企業において自らの進むべき方向を

決める時間的余裕は全くないと思われる。 

               まとめ 

本号では、IoT 時代のビジネス形態を論じた。そのエ

ッセンスは、“顧客との「価値の協創」を踏まえたソリュー

ションビジネスが必須である時代になった”、ことである。

次号では IoT 時代の新たなキーデバイスを論じる予定

である。 

ご意見は論説委員会 ronsetsu@ssis.or.jp までどうぞ。 

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 吉岡信行  

市山壽雄(アドバイザー) 
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2018年 3月の第 9回に続いて、今回も講演会と懇親

会の 2 部構成で以下のように実施しました。今回は、講

演会場を土曜日に予約できなかったため、現役の方に

は申し訳ありませんでしたが、平日の開催となりました。 

 

1. 日時： 2018年 10月 26日(金) 16：00～20：00 

 

2. 場所： 八王子東急スクエアビル（八王子駅前） 

八王子市旭町 9番 1号 

(1)講演会；八王子学園都市センター第 2セミナー室 

         八王子東急スクエアビル 12F  

(2)懇親会；スカイラウンジ・クレア 

         八王子東急スクエアビル 11F  

 

3. 出席者：  

多摩会会員だけでなく、関東地区の SSIS 会員の

方々にも参加を呼び掛け、下記の方々にご出席いただ

きました。多摩会会員 6 名、関東地区の SSIS 会員 7

名、合計 13 名であり、ご参加いただいた方々に感謝い

たします。 

内海  忠、 野中 敏夫、 向 喜一郎、 村田 純 

島 亨、 日高 義朝、 中田 靖夫、 野澤 滋為 

中尾 誠男、 藤井 嘉徳、 瀧澤 明道、高橋 令幸 

川本 佳史       （敬称略、順不同で記載） 

 

4. 講演会 (16:00〜17:00)  

(1) 講演テーマ：「食品産業の 50 年にわたる変遷

についての観察とその未来についての一考察」 

 (2) 講師：中尾 誠男氏  

講師の略歴など 

1965年 3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

1965年 4月 三菱油化(株) 入社 

1984年 6月 三菱化成、三菱油化合併により三菱化

学発足、三菱ケミカルホールデイングカンパニーの

事業会社として三菱化学エンジ発足、取締役任 

1995年 6月 三菱化学エンジニアリング(株) 

取締役 営業副本部長兼プロジェクト副本部長  

2002年 6月 三菱化学エンジ(株)常務取締役  

調達本部長（三菱化学調達本部長兼）兼営業副本 

部長兼プロジェクト副本部長 

 

2003年 6月 三菱化学エンジ(株) 専務取締役 

   管理本部管掌 

2004年 6月 三菱化学エンジ(株) 常勤監査役 兼

日東化工（株）監査役 兼日本錬水（株）監査役 

2006年 6月（株）なとり 監査役兼務（社外監査役） 

2007年 6月 （株）なとり 取締役（社外）～現在 

2014年 6月 （株）サンテック 取締役（社外） 

～現在 

その他の役職 

（公社）日中友好協会 顧問、 (学) 芝学園 監事、 

（株）日本オーガニック チーフアドバイサー、 

（株）明陽電気 チーフアドバイサー、（株）ヴィエルジ

ェ 相談役 、（株）美幸輝 顧問、 

（加入団体）；(財) 交詢社、（一社）ディレクトフォース、

半導体産業人協会、日本コーポレートガバナンス協

会、日本監査役協会、日本食品工業倶楽部、 

各種三田会 

 (3) 講演の概要 

今回は「究極のファミリービジネスである食品産

業の 50 年にわたる変遷についての観察とインダス

トリー４と言われる IT 時代に向けて産業に大きな

イノベーションが起きている未来についての一考

察」というテーマで、中尾さん自身の調査と経験に基

づいて、食品産業について小売業をベースとしてお話

しいただきました。 

 

食品産業に関する小売業のイノベーションは、過去

50年間で 3つありました。1つめは、昭和 35年から 49

年のプラスティックイノベーションであり、包装から容器

などあらゆるものがプラスティック化されました。2 つめは、

小売流通イノベーションです。この時期は何を売るかと

いう業種からどのような経営形態であるかという業態に

☆ 委員会報告☆ 
 

第 10回多摩会 

文化活動委員会 多摩会幹事 川本佳史 
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変化し、ドラッグストアやホームセンターなどが出現しま

した。3つめは、e-コマース（ネット通販）イノベーションで

あり、個人商店が大企業化し、並存する状況となってい

ます。 

小売業の生き残り競争戦略としては、①ドミナント戦

略、②選択と集中、カテゴリーキラー、③匠の力、④卸

の巨大化、⑤ネット戦略、無人店舗、RPA (Robotic 

Process Automation)、自動化省力化、カミサリーの高

度システム化、⑥オムニチャネル、おもてなし、事づくり、

などがある。聞き慣れない言葉もありますが、それぞれ

の戦略をとって成長してきた企業の事例を交えながら、

それらの戦略を分かり易く説明いただきました。 

 

 

日本の食品企業は、森永、キッコーマン、ロッテも

5000億円、味の素 1.9兆円、山崎パンで 1.1兆円であ

り、ネスレの 10 兆円、クラフトの 3.9 兆円などに比べ比

較的売り上げ規模の小さい企業が多い。一方、ネット通

販では、アリババが 82兆円、Amazonが 35兆円、京東

集団が 22 兆円であり、GMS（General Merchandise 

Store）の雄ウォルマートが 56兆円です。ウォルマートの

売り上げは、全世界の半導体の売り上げに匹敵するも

のであり、驚きです。売り上げ規模からみて、食品企業

もネット通販への対応が必要になると思われます。 

食品産業や小売業は身近な話題でもあり、皆さん興

味深く聴講されました。ただ、今回の講演時間が１時間

と短く、駆け足でのお話しになってしまいました。機会が

あればさらに詳しく聞いてみたいと思われます。 

 

 

 

5. 懇親会 (17:00〜19:30) 

今回は、参加者が少なめだったためパーティールー

ムではなくレストランの一般席での開催になりました。理

事長の内海さんのご発声によりビールで乾杯した後、料

理とワインなどに舌鼓を打ちながら、懇談しました。席を

移動しての議論などたいへん有意義で楽しい時間を過

ごすことができました。 

和気あいあいのうちに多くの情報交換ができ、親睦を

深めることができたと思われます。 

 

 

 

6. 今後の予定 

多摩会では、今後も文化活動の一環として会員相互

の親睦と情報交換の場を提供していきたいと思います。

今回、平日の開催となり、また開催日の案内が遅れたた

め、参加者が少なかったことを反省し、やはり、皆さんが

参加しやすい土曜日の開催と致します。次回は、2019

年 5 月 25 日（土）を予定しております。多くの方々にお

気軽に是非ご参加頂きたく、宜しくお願いいたします。 

 

なお、多摩会幹事の高橋さんに写真撮影をお願いい

たしました。末筆ながら、心から感謝いたします。 
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◇ 第 63 回新世紀展の鑑賞会 

・日時 2018年5月15日(火) 

・会場 東京都美術館(上野公園) 

毎年5月初め新緑の候に開催される新世紀展の鑑

賞会を当委員会で始めてから6回目の開催となる。 

・参加者 下記写真の通り 14 名の方が集う。 

  

川西名誉顧問を始め(後列中央)前列左より野沢、高橋、島夫妻、

石川、後列左より内山、山崎、野沢夫人、眞鍋、田村画伯、 

斉藤画伯、藤井、石川夫人(敬称略) 

 

● 作品の紹介 

(1)田村敏子画伯の作品 

 

「ひはまたのぼる」右は川西さん 

・田村さんのコメント 

新世紀展は“明日への創造”を目指して個性ある力

強い発想をもって取り組み、本年63回目を迎えました。 

 今回お越し下さいました川西剛様から「絵はただ鑑賞

するだけでなくその絵に込められた意味を味わう大切さ

を学びました。」と本当に有り難いご感想を頂きました。 

これからも「新世紀展」をよろしくお願い致します。 

「精神性を高めた自由な視点の構成は田村敏子、少

女の想いが、浮かべた母の後ろ姿とシンクロする。 

全日本美術新聞・松原編集主幹評」 

(2)斉藤照子画伯の作品 

 

「NostalgiaⅠ,Ⅱ」左より石川、島、夫人と川西さん、斉藤画伯 

・斉藤さんのコメント 

今年の作品も自分勝手に描いた「ノスタルジア」が「和田

三造賞」と云う評価を頂きうれしいです。これからも“自

分追求”の絵を描いて行きたいと思います。 

ちなみに和田三造は新世紀美術協会の創設メンバ

ーの一人で黒田清輝に師事し、大正、昭和の画壇で活

躍した洋画家で映画「地獄門」で衣裳デザインを担当し、

アカデミー賞を受賞しました。これからも次の新世紀展

に向け励みたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

● 会場風景 

会場風景を幾つか以下に紹介します。 

  
会場風景-1 

 

☆ 委員会報告☆ 
 

第 6回絵画鑑賞会 

文化活動委員会 内山雅博
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会場風景-2 

    

会場風景-3 

 

会場風景-4 

 

会場風景-5 

 

● 新世紀美術協会と東京都美術館 

 

 
          入口広場の鉄球オブジェ 

 和田三造氏の呼びかけで昭和30年8月新世紀美術

協会が結成され、翌昭和31年5月、第１回展が東京都

美術館で開催され350点の作品が出品され好評を博し

た。以後今日第63回展まで東京都美術館が常設会場と

なっている。 

 東京都美術館の1階入口広場に直径2ｍ強のメッキさ

れた鉄球が鎮座している。これは昭和60年、彫刻家井

上武吉展が開催され、その時この球が出展され以後そ

のままオブジェとして設置されている。 

 

● 懇親会 

毎年、鑑賞会の後は上野公園内にある中華レストラ

ン「過門香」で紹興酒と中華料理で会話を楽しむのがお

決まりのコースとなっている。この日は少し暑かったので

早速川西さんの音頭で冷たいビールで乾杯だ。喉をう

るおし食事と会話がはずんだ。お疲れさんでした。 

 

 

懇親会のひととき 

 



32           半導体産業人協会 会報 No.103 (’19 年 1 月)  

 

新入会員（2018.10.1から 2018.12.31） 

 個人会員（ご入会順、敬称略） 

           松本 朗 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

 

10～12月実施行事 

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 

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 

 

 

社員総会の日程が決まりました 

2019 年 2月 28日（木）15時より林野会館（茗荷谷）

において 2019 年度社員総会を開催いたします。総会

資料、出欠連絡票を別途郵送いたしますが、是非ともご

予定いただき、出席いただきますようお願い申し上げま

す。あいにく、出席がかなわない場合には、必ず委任状

の提出を頂きますようお願い申し上げます。 

 

 予定議事 

  Ⅰ. 2018年度活動報告 

Ⅱ. 定款の一部変更の件 

Ⅲ. 5カ年中期計画 最終報告 

Ⅳ. 2019年度活動計画 

Ⅴ. 役員選出の件 

 

 

 

SSIS フォーラムのご案内 

日時   ：2019年 2月 28日（木）17：30～ 

場所   ：林野会館（東京・茗荷谷） 

講演者 ：池崎 秀和 氏 

(株)インテリジェントセンサーテクノロジー 

代表取締役 

演題   ：九大発ベンチャーが味の見える化で日本と世

界を結ぶ ～コーヒーの好みであなたのお年

が分かる～ 

 

 

今後の行事予定 

1月：   15日 第 7回鎌倉散策の会 

17日 監査役会 

24日 理事会／執行会議 

2月： 21日 理事会／執行会議 

 28日 社員総会、理事会 

     SSISフォーラム 

3月：    9日 第 11回 YMK会 

 20日 理事会／執行会議 

 

 

ご寄付芳名（敬称略） 

一般寄付 

2018 年 10 月(102 号)掲載以降、2018 年 12 月 31

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。 

牧本 次生 

 

 

会員状況（12月 31日現在） 

個人会員 232名  賛助会員 50団体 
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