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2019 年 2 月 28 日の社員総会で本プロジェクト

(PJ)の施策を報告しました。これはまだ STEP1であり、

今後施策の展開を継続します。改めて 5 カ年中計の

内容を紹介し、各位のご理解とご協力を賜りたいと存

じます。

1.PJ 発足の背景とミッション：

この PJ が発足した背景は、SSIS の会員数の減少

と会費収入の減少傾向が続き、このまま何も手を打た

なければ、SSIS の近未来の見通しが非常に厳しいも

のとなる、という差し迫った事情からであった。そこで

SSIS の理念に基づいてどのように魅力的なサービス

を提供できるか、及びそれを支える財務施策を提案

するために、この 1 年間活動を行って来た。

PJ の目標は、2023 年末時点で、個人会員(正会

員のみ、準会員は含まず) 240 名以上、賛助会員 50
団体・会社以上、累積 (2019 年～2023 年)経常収

支イーブン以上、とした。

2．当面する課題への対応と具体施策

(●主要課題への対応)：

・会員の積極的な勧誘

・会員であるメリットの創造

・会員資格区分の見直し

・賛助会員会費の見直し

・地方会員へのサービス向上

・事業収入の改善(収入増、協会への納付率増)

・新規事業の発掘

(●具体施策)：

（1）新規施策

・よろず相談の発足(実施状況<以下同>：PJ 発足)
本施策は SSIS の個人会員の経験・知識、人的

ネットワークを原資とする、最も SSIS らしい活動と

言える。

（２）活動強化施策

・講演会の Web 配信

（試行スタート）：地方、或い

は会場に来られない人へのサービス拡充

・個人会員の交流の場の拡大（会員無料招待フォ

ーラム実施）：会員の活動参加への背中を押すこ

と、及び非会員の勧誘

・会員資格区分の見直し（終身会員/準会員資格新

設）：会員の裾野拡大

・会員・非会員への提供情報の差別化（一部スター

ト）:会員であることのメリットの顕在化

・シリコンバレーツアー(学生会員勧誘)（PJ 発足）：

学生と企業とのマッチング

・OB フレッシュマン(新規退職者)勧誘（組織的に

展開中）：会員勧誘及び企業とのパイプ作り

（３）財務改善施策

・会員の積極勧誘(OB フレッシュマンとして展開中)

・寄付環境整備の検討（今後の検討課題）

・賛助会員会費の最低金額 5 万円（導入決定）

・受託(STaP)事業収入の協会配分増加（実施済）

・会報誌(Encore)配送費削減（計画中）

（●今後の実施状況の検証）

継続的に実施状況を検証することが重要。

・毎月の執行会議でフォローアップする。

・必要時 5 カ年中計 PJ メンバーが参集し対応

する。

３．(補足)上記の施策が実施されたときに見える

5 年後の SSIS の姿

（定性的な視点から、PJL の想い）

（1）個人会員
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マズローの欲求 5 段階説に従えば、SSIS の活動

施策はいずれも以下の 3 階層の一層の拡充を目指

すものである。

・自己実現の場

・自己承認される場

・社会的欲求実現の場

SSIS はこれらを実現させる場を充実させることが

活動の根源になっており、他の団体と異なったユニー

クさであり、これらが 5 年後には更に発展したものにな

っていると信じる。勿論 SSIS の各種文化活動・講演

会等の行事もこのカテゴリーに属す。

（2）賛助会員

・SSIS の理念に賛同していただいた企業や団体

が会員という理念は変わらない。

・企業への応援と貢献活動は SSIS の人材を生か

した各種事業活動を通して現在より具体的で強

化されているであろう。

・企業からの OB 受け入れと活動の場提供の充実

・寄付の広がり

（3）SSIS の健全な存続と社会認知度の向上

・個人・賛助会員からの篤い支持により実現

４．PJ で議題に上がったが更に深堀りが必要な

主な課題

SSIS の活動の厚みを増すため、及び財務基盤

の一層の安定化のために以下のような項目は更に

議論が必要である。

・賛助会員へのサービス向上施策/賛助会員に

とって SSIS とは？

・自治体・公共団体・大学等との連携強化

・情報発信力の強化/社会的ステータスと認知度の

向上

・寄付環境の整備

５．終わりに

5 カ年中計の策定と問題提起を行い、実行可

能な施策は既にスタートしております。計画策定

に当たって、SSIS のあるべき姿から会員にとって

魅力ある活動施策を作り出すことを心掛けました。

また、そこからいかに財務の安定化に寄与できる

かという事にも腐心しました。

  「SSIS は、会員がこれまで培ってきた能力

を発揮し自らの人生をより充実させていくた

めの支援を行うこと、並びに本協会の理念に

賛同する賛助会員企業との連携を通して半導

体関連産業の永続的な発展に貢献する」とい

う SSIS の理念に対し、個人会員への施策に

はある程度反映させたものの、賛助会員企業

との連携の具体論が乏しいとも実感します。

賛助会員の位置づけの再確認を行いつつ、上

記 4 の課題の議論が必要と考えます。中計の

策定はここで終わりではなく、今後更に深化

させ実行する必要があります。繰り返しにな

りますが、SSIS は個人中心の集まりで、非常

にユニークな団体であり、社会にとって益々

存在価値が高まっていくものと確信します。

その実現には行動が必要であり、皆様の熱い

ご支援と積極的な行事へのご参加をお願い致

します。この場を借りて、PJ メンバー各位、

事務局並びに関係者に篤くお礼申し上げます。
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2019 年 2 月 28 日に一般社団法人半導体産業人協

会第 11 期の社員総会（以下総会）を執り行ないました。

当日の説明資料は以下会員限定サイトで閲覧可能です。

http://www.ssis.or.jp/members_only/information.html

2019 年度社員総会

日時：2019 年 2 月 28 日 15：00～17：00
場所：東京都文京区大塚 3-28-7 林野会館 604 号室

定刻に開会し、内海理事長から議長に向喜一郎会員

が推挙され、会場の賛同を得て向議長のもとに総会が

執り行なわれた。最初に議長より定足数確認があり、事

務局より、総会の 1 か月前の会員数は個人会員 231 名、

賛助会員 49 団体、総会開始前の出席者は 46 名、委任

状数 161 通の計 207 通である。定足数は通常議題（過

半数で 141）、特別議題（3 分の 2 で 187）であり、ともに

審議のための定足数を満たしているとの報告を受けて、

2019 年度総会を開始した。

総会議事次第は以下の通り。

Ⅰ．2018 年度活動報告

（1）活動総括

（2）各委員会活動実績

（3）収支実績報告

（4）監査報告

Ⅱ．定款の一部変更の件

Ⅲ．5 カ年中期計画報告

Ⅳ．2019 年度活動計画

（1）活動の基本方針

（2）各委員会活動計画

（3）2019 年度予算案

Ⅴ．役員選出の件

Ⅰ．2018 年度活動報告

最初に内海理事長から、挨拶と 2018 年度の活動の

総括及び会員数の増減が報告された。

具体推進項目

・9 委員会、1 プロジェクトで運営

・5 カ年計画プロジェクトをスタートさせ、今後の協会活動

施策を模索

・地方会員への LIVE 配信を検討、実験検証中

（5 カ年中計 PJ アイテム）

・協会 20 周年行事を実施

記念講演会参加者：168 名、祝賀会参加者：136 名

・当協会特別顧問の牧本次生氏の IEEE2018
ロバートノイス賞受賞記念パーティを企画推進

・例年通り賛助会員訪問を 6 月から 7 月に実施

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き意見を求めた。

・半導体歴史館に「装置・材料」セッションを開設、

「志村資料室」「牧本資料室」「本館」英文化を促進

・論説委員会から連載テーマとして「半導体のブレークス

ルー」を掲載

・シリコンバレーツアーを継続実施

会員数の増減 （人、団体）

2017 年

12 月末
入会 退会 増減

2018 年

12 月末

個人 243 16 27 －11 232
賛助 56 2 8 －6 50

以下、総会議事次第に沿って進められた。

収支実績報告

増原財務担当理事より

「2018 年度は総収入 20,320,618 円、総支出

21,605,913（21,535,824+70,089)円、総収支－

1,285,295 円でした。マイナスに落ち込んだ主要因は

20 周年記念行事特別費用 2,230,000 円（特別予算

2,000,000 円を計上）です。会費収入の減少がありまし

たが事業収入がこれをカバーし、特別費用を含めた予

算に対して 630,210 円の落ち込み改善をすることが出

来ました。その結果、年度末正味財産は一般正味財産

が 16,584,469 円、指定正味財産が 860,991 円となりま

した。」と報告された。

（2018 年 12 月末貸借対照表は以下に掲載

http://www.ssis.or.jp/outline/finance.html）

2019
年度

2018 年度活動報告  定款の一部変更  5 カ年中期計画報告  2019 年度活動計画  

役員の選出
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2018 年度会計報告 (円)

注 1  歴史館寄付金からの振替分

注 2 20 周年記念行事費用 2,000,000 円を含む

注 3  会計コンサル料を含む

注 4 租税公課等

監査報告

中川監事から会計監査の結果と付帯意見として「会

員数の減少傾向に歯止めができず、事業収入に依存

する体質から脱却が困難な状況が継続し、当協会の

長期的存続に対する危惧を無視できない。」と報告さ

れた。

議長より賛否の確認が行われ、Ⅰ号議案は承認さ

れた。

Ⅱ．定款の一部変更の件

内海理事長より以下の変更内容について説明がな

された。

1. 会員区分の変更

2. 副理事長・専務理事の役割表現の変更

3. 免責条項の追加

4. 事業報告及び決算書類等の内、公益法人のみ必

要とする部分を削除

5. 附記の内、設立時に関する記載について削除

議長から質疑を促されたが、特に異議なく、Ⅱ号議

案は承認された。

Ⅲ．5 カ年中期計画報告

   吉澤 PJ リーダーより報告がなされ、会員資格区分

見直しの準会員の新設に関して、出席した会員から

「会費収入の減少につながらないように実施すること

が必要である」との意見があった。

Ⅳ．2019 年度活動計画

内海理事長から以下の重点施策の報告と

・新規会員獲得、委員会活動への積極的な参加

・会員サービスの向上のためのご意見・ご要望

について会員への協力依頼がなされた。

1) 5 カ年中期計画を着実に実行する。

2) 活動への参加を促進する。

・地方会員の委員会活動への参画機会を増やす施策

を模索し、実行を目指す。

・遠隔地から視聴可能なフォーラムを実現する。

・多くの会員から寄稿を求め Encore へ掲載する。

・会員の保有する知識、経験を活かす活動の幅を

広げ、かかわる会員のすそ野を広げる。

3) 会員交流の場をより活性化させる。

・懇親会、文化活動等により、ネットワーク構築の場を

設け、会員の人生がより充実するよう支援する。

4) 半導体関連産業の歴史記録を充実させ、活用を

促進する

5) 財務構造を強化する。

6) 会員拡大を推進する。

各委員会活動計画

以下の 9 委員会と 1 プロジェクトの活動計画が各委

員長・リーダーから報告された。

・講演企画委員会 遠藤委員長

・編集委員会 野中委員長

・文化活動委員会 眞鍋委員長

・関西地区委員会 井上委員長

・九州地区委員会 荒巻委員長

・教育委員会 市山委員長

・論説委員会 鈴木副委員長

・半導体歴史館委員会 向 委員長

・STaP 委員会 吉澤委員長

・シリコンバレーPJ 井入リーダー

2019 年度予算案

増原財務担当理事より、総収入 19,246,770 円、総

支出 20,217,605 円、当期収支-1,040,835 円の予算
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案が説明された。特記事項として、「事業収入は、賛助

会員の減少により減額で予算化されています。また支

出の活動振興費 1,505,000 円には、新規活動費と 5
カ年中期計画実行費用として 1,320,000 円が計上さ

れています。」との説明があった。

2019 年度予算案 (円)

注 1： 特定正味財産（歴史館寄付金）からの振替

注 2： 新規活動費、5 カ年中期計画実行費用含む

議長より会員に対し質疑が促されたが、異議なくⅣ号

議案は承認された。

Ⅴ．役員選出

内海理事長から役員候補として

理事重任：橋本浩一、増原利明、吉澤六朗 理事新任：

野中敏夫の 4 氏が推挙され

た。理事の青木昭明、市山

壽雄、井上道弘、内海 忠、

野澤滋為の 5 氏および監事

の中川洋一、眞鍋研司の 2
氏は留任、理事の馬場久雄

氏は本総会をもって退任する旨が報告された。議長より

会場に賛否確認がなされ、Ⅴ号議案は承認された。

以上により、予定された議案は全て承認され、議長の

閉会宣言があり、定刻に総会は終了した。

臨時理事会

社員総会後直ちに理事会が開催され、互選により内

海忠氏が代表理事・理事長、市山壽雄氏および野澤

滋為氏が副理事長に選任されました。続いて理事の

役割分担、運営体制が審議され、2019 年度運営体制

は以下の通りになりました。

5
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1 味覚センサの概要

1．1 味覚センサ開発のこれまでの 30 年

味覚センサは、九州大学高等研究院の都甲潔特別

主幹教授との 30 年にわたる共同研究の成果である（図

1）。共同研究して数年後に試作機（SA401）を試験販

売開始した。販売先は大手食品メーカーの研究所や国

や地方の研究機関であった。味覚センサ導入と同時に

研究者との共同研究が始まった。味覚センサの開発に、

これは非常に役に立った。食のプロの研究者から、味覚

センサに対するニーズを聞くことができたからである。当

時の味覚センサはマルチチャネルセンサをパターン認

識するタイプであった。ニーズは、意味づけと単位であ

った。それで、味センサ自体の開発を進め、現在は基本

味毎に特化した味センサを開発でき、それをもとに味の

定量化に成功した。アンリツ（株）は、あの当時いろんな

分野で世界一の技術を持っており、早く世に出して、顧

客と一緒にブラッシュアップしていく考えであった。それ

で研究開始早々に試験販売を始めることになり、これは

ユーザーのニーズを知る点で非常に感謝している。

2019 年現在までに、国内 450 台以上海外 70 台が

導入されている。研究機関（100 台）や食品メーカー

（280 台）、医薬品メーカー（70 台）及び流通小売に導

入され、毎年 40 台の導入が進んでいる。当初は研究に

活用されてきたが、現在ではビジネス活用されるように

なってきた（１-４）。測定対象は、飲料、酒類、加工食品、

ペットフード、食品容器の溶け出し等、口に入れるもの

全てである。また医薬では、小児薬や嚥下障害の老人

薬で飲みやすい製剤設計に活用されている。

ただし、本当の意味でのビジネス活用はここ 5～10 年

である。それまでは作れば売れていた時代であり、味覚

センサの必要性がなかったのである。日本は人口減で

少子高齢化社会になり、競争激化と食品に対するニー

ズの多様化で、食品メーカーが従来の開発方法では対

応できなくなってきている。実際の活用については 2 章

で説明する。このビジネス活用も顧客から教えて頂いた

ことであり、非常に感謝している。

1．2 味の見える化

今まで味覚センサが世界になかった理由は、下記の

ような味覚の複雑さがあげられるからである。

・味物質の種類が膨大

例えば、一杯の茶に数百種類の味物質が含まれる。

味を検知する役割は、体に摂取すべきか、摂取し

てはいけないかの判断することである。例えば、甘味

はエネルギー、塩味はミネラル、うま味はアミノ酸等で

あり、一方、苦味は毒、酸味は腐敗の信号である。生

物として体内に入れる物質を広範囲に検知できる必

要があるので、味物質の種類は膨大である。

・味物質毎で閾値が 1000 倍の差

砂糖はエネルギーの信号で％オーダーであるが、

苦味は毒の信号であり ppM オーダーで、その差は

1000 倍違う。これも生物として生きていく上で必要な

ことである。

・味物質間で相互作用（抑制効果と相乗効果）

例えば、コーヒーに砂糖を入れると人はコーヒーの

苦味が少なくなったと感じる。ただし、コーヒー中の苦

味物質の濃度は同じである。また、昆布ダシと鰹ダシ

をミックスすることでうま味が強く感じる。

以上のように味は非常に複雑であり、味の評価を化

学分析の結果から行うことは非常に難しい。そこで都甲

らは、味は人が感じているので人の味認識メカニズムを

模倣して味覚センサを開発しようと考えた。生体の場合

は、舌の味細胞の膜表面に呈味物質が吸着すると、細

胞膜に電位変化が生じる。味細胞の表面は、脂質膜で

覆われており、我々は、味の受容には、この脂質膜が重

要な働きをしていると考え、味覚センサに脂質膜を用い

た。人工脂質膜の組成を最適設計することで、各々の

基本味（苦味、うま味、甘味、酸味、塩味及び渋味）に

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味の好みで年齢が分かる？

（株）インテリジェントセンサーテクノロジー

           代表取締役社長  池崎 秀和
F O R U M

S S I S
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特異的に応答する人工脂質膜を作った（図 2）。さらに

は、後味を測定することで、基本味の質の違いも評価で

きるようになった。脂質膜に吸着した味物質が脂質膜か

らはがれるスピードを測定することで、キレや余韻が評

価できる。このように人の感覚に近い脂質膜センサを用

いて、味の単位を定義した（表 1）。

2 味覚センサのビジネス活用

某大手コンビニエンスストアでは４年前より日本を９ブ

ロックに分けて商品開発を行っており、最終的には各県

毎にするとプレスリリースを行っている。なぜこのような大

変なことをするのだろうか？その背景は、超少子高齢化

社会において、消費者が若者から老人に移ってくること

があげられる。老人にとっての美味しさは、小さい時から

慣れ親しんだ地方の家庭の味と考えられる。それゆえ、

地域毎に開発を行うのである。作れば売れた時代は終

わり、食品のプロフェッショナルにとって、下記の点が求

められ、食品開発は従来になく複雑になってきている。

これらに対応するためには、味の見える化が強い武器と

なる。

・マーケティング調査：

地域差、年齢差、男女差、トレンドの理解

・食品設計：

味の質を変えないで設計を変えてコストダウン、

原料制限（糖尿病、高血圧等の健康上の問題）で美

味しい設計

・プロモーション：

感覚の違う消費者や小売のバイヤーへの説明

2．1 消費者の味の好みを見る

全国を狙う食品メーカーにとっては、味のニーズ調査

で重要なのは、まず、味の日本地図を作ることである。

それは、食のプロフェッショナルでも、一部の競合相手

の味は把握していても、全体は分からないし、好みがま

すます多様化してきているからである。図3は、レギュラ

ーコーヒーの例である。左上は苦味系であり、右下は酸

味系である。ここでコンビニエンスストアのカウンターコ

ーヒーは、激戦であるにも関わらず、左上に集中してい

るのが分かる。なぜであろうか。POSデータと味覚セン

サのデータを組み合わせて消費者の年齢の傾向を見た

（図4）。若者は苦味系を、熟年は酸味系を好む傾向が

分かる。この傾向はスターバックスの日本展開によるも

のとコーヒー業界で言われている。若者はスターバック

スの強い苦味系で慣れており、一方熟年は若い頃は、

スターバックスはなく、喫茶店の酸味を楽しむコーヒーに

慣れていると言われている。今までコンビニエンスストア

の主要な顧客は若者であり、その若者が苦味系なので、

必然的にコンビニエンスストアのカウンターコーヒーは苦

味系となる。ただし、今後、超少子高齢化で高齢者が消

費者になってくると、酸味系も販売されると予想される。
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2．2 味を目標にあわせながらコストダウンを図る味覚

センサを使った食品の最適設計

食品メーカーでは、コストダウンを目的に、味覚セン

サのデータに基づいて、計算によって食品の最適設計

が行われるようになってきた。例えば、多くのコーヒーメ

ーカーでは、原料のコーヒー豆を味覚センサのデータ

ーベースを作成し、最適設計ソフトでインスタントコーヒ

ーやレギュラーコーヒーのブレンド設計が行われている
（５）。これは味項目ごとに許容範囲を設定し、その中で

一番コストの低いブレンド比率を最適値探査の計算で

求めるものであり、10～30％のコストダウンに成功して

いる。図5ではNHKの海外放送の取材の際に設計した

例である。官能的にもブレンド品と目標品で差がないだ

けでなく、原価は約10分の1である。コーヒー豆の場合

最低でも100種類の原料があり、また、焙煎の程度も異

なると約300種類の材料と膨大である。目標の味をブレ

ンドすることは経験からできても、味を合しながら、材料

費の合計が一番ものを探し出すことは天文学的な組み

合わせとなる。味の質は担保しながら、原料を入れ替え

てコストダウンを図ることは、食品メーカーの利益に直結

し、また、国際競争力にもつながる。

2．3 体に良くて美味しい新たな食品設計

従来は美味しいが一番で、それに高機能化があると

高付加価値と言われていた。ところが超少子高齢化社

会になると、体に良いことが一番になり、次に美味しさが

求められる。糖尿病や高血圧等の成人病のための食事、

病院食や介護食の需要はますます増えてくる。このよう

な需要の中では開発の仕方が従来とは全く異なる（図

6）。シャトレーゼ社では、味覚センサを活用して、重度

の糖尿病患者用の「どらやき」を開発されている。糖質を

90％抑えようとした場合、糖分はもちろん、小麦粉や小

豆等も材料として使えない。糖質がほとんど含まれない

材料で設計したところ、味が通常の「どらやき」と全く違

い、味覚センサのデータも同様に全く違った。それで材

料を替えたり足したりして、味覚センサの通常のどらやき

の数値に近づくようにすると4～5回のトライアルで非常

においしい「どらやき」が完成した。プロフェッショナルは、

通常の材料では、おいしい「どらやき」はもちろん作れる

が、このような通常と全く違うきびしい制限下ではどうや

っていいのかが分からない。これまでの経験が使えない

のである。少子高齢化社会では、ますます、このようなニ

ーズが増えてくる。

2．4 味を伝える

ワインは種類も多く、消費者にとって何を選んでよい

かわからない。それで大手流通小売りではウエブ上で、

味のデータをグラフで示してある。味のグラフの形を見

ながら、飲んだワインが好みであったら、同様な味の傾

向のワインを選ぶことができるし、好みの味でなければ、

別の味のワインを選ぶことができるようになる。島根県で

は、味覚センサのデータを地元の商品のパンフレットに

入れて、商品の特徴をグラフで示している。今まではス

ーパーマーケットやコンビニエンスストアに売り込みに行

っても相手にもしてくれなかったのが、中身の味をグラフ

で特徴を説明することで、取り扱ってくれるようになった

とのことである。海外展開も、消費者やバイヤーに特徴

を数値で示すことは、海外の人が日本の味を知らない
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だけに、さらに効果的である。味のデータは食品メーカ

ーの創意工夫や努力の成果を客観的な数値で、伝える

ことができるのである。

４ 今後の激動の３０年で味覚センサに期待されること

農林水産省の予測では、現在世界の食品市場は、

340 兆円であるが、この 10 年間に、東南アジアを中心

に倍の 680 兆円となるそうである。その後、南アメリカや

アフリカも豊になると予想されている。世界中が豊になる

と、宗教や価値観が全く違うように、味の好みも違うこと

に対応しなくてはならない。図 7 は、味覚センサで測っ

た、ベトナムと日本のカップラーメンのスープの結果であ

る。全く、別物であることが分かる。特に塩味は日本の方

が 3 目盛りほど濃く、後で述べるが、塩分濃度的には 2
倍近く濃い。日本食は今、世界中でブームであり、ベト

ナムに売り込む際も、日本食の特長である、うま味やうま

味の後味のコク感は残しながら、塩味はベトナムに合わ

せたような開発が必要となってくる（図 7 中の New
zone）。ただし、これを日本人が食しても、塩味が足らな

いので、おいしく感じられない。従来は、開発者が美味

しいと感じる物を作るのが鉄則であったが、相手の好み

が極端に違うと、この従来の開発手法が使えなくなるの

である。

日本国内は既に超少子高齢化社会に進んでいるが、

世界中も 10 年後には大部分が超少子高齢化社会に突

入する。そこでは、健康や介護食、病院食と言った市場

が拡大する。安全安心はもとより、体に良くて、おいしい

の 3 条件が食品の必須条件となる。そうした場合、従来

の食品の経験が使えない。

5 まとめ

東北大震災の後、弊社は約 5，000 万円の債務超過

に陥り倒産の危機になった。さらに当時、研究開発に人

物金を投資しており、毎年 5，000 万円の減価償却があ

った。私が性能を上げれば売れると勘違いした結果で

あった。その時に考えたのは、味覚センサは本当にお

役に立っているのか？であった。売上 100 億円以下の

中堅の食品メーカーの開発者から困っているお話を聞

いた。スーパーマーケットやコンビニエンスストアのプラ

イベートブランド（PB 商品）の開発の苦労であった。試

作品を持って行っても顧客からは「少し違う」で何回も試

作を繰り返されるのである。試作の繰り返しが数か月に

渡り、合格になっても厳しい価格を求められる。しかも各

社毎に味の要求が異なるのである。それで味覚センサ

をどうしても使いたいとのことであった。これだと感じた。

徹底して、お役に立つことをやろうと決めたのである。そ

れまで展示会も一杯だしていたが全てやめた。困って

おられるお客様を探して丁寧に営業を行った。全部門

のトップの方、中堅の方と実際に活用される方に勉強会

をさせて頂いた。ビジネス活用のためには、全社で活用

していただかないと成功しないからである。ソリューショ

ンサービス部門を新設し、食品開発の経験者を採用し

た。食品開発の経験者ならではのきめ細かなアフターフ

ォローを行うためである。お役にたつことを目指して、理

念とビジョンを変えた（図 8）。4 章で述べたように、国内

外で激動の世界となり、味覚センサがお役にたてること

を私は確信した。これまでの 30 年の歩みは大切な意味

があったと感謝している。そこで今は、お役にたてる社

員の育成とお役にたてる会社を目指している。

引用文献

（1）都甲潔 監修“Biochemical Sensors: Mimicking 
Gustatory and Olfactory Senses”, Pan Stanford 
Publishing (2013)
（2）都甲潔“ハイブリッド・レシピ”、飛鳥新社(2009)
（3）都甲潔 監修 “食品・医薬品のおいしさと安全・安

心の確保技術” (2012)
（4）都甲潔 “旨いメシには理由がある ”、 角川書店

(2001)
（ 5 ） 石 脇 智 広 “Biochemical Sensors: Mimicking 
Gustatory and Olfactory Senses”、 Pan Stanford 
Publishing、pp.83-90 (2013)
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１ はじめに

現在、インダストリー4.0 等の新しい IT 化の流れが来

ており、従来に比べて一段上の IT 化を進めることで企

業競争力を高める動きが活発になりつつある。

過去、半導体エンジニアリング分野は、個別業務の

IT 化こそ進んできたが、部門横断業務の IT 化はあまり

進んでいない。 IT 化への意識が進んでいるサプライチ

ェイン業務に比べて、エンジニアリング業務は製品全体

を扱うため複雑で、かつ型に嵌りたくない技術者を対象

にしているため難しい一面を持っている。

本稿では、私自身は長年 EDA と IT の世界に身をお

いてきたので、エンジニアリング業務の IT 化という視点

で、過去を振り返り、今後について一つの見解を述べて

みる。

２ 半導体エンジニアリング業務と IT
－個別業務の IT 化

半導体エンジニアリング業務の中心である半導体設

計分野は、過去、最も盛んにコンピュータを利用してきた

分野の一つであることは間違いない。

すなわち、半導体業界の人々は IT に対して貪欲であ

っ た 。 米 国 で の DAC （ Design Automation 
Conference）は今年 56 回目となり、長期に渡って設計

業務の効率化を追求してきた。国内半導体企業も早くか

ら CAD 部門を持ち、設計業務のコンピュータ利用技術

を発展させてきた。過去からの設計業務の IT 化を追っ

てみる。

第 1 段階は、1960 年代からの IC の時代であり、既に

大型コンピュータを使って半導体設計（回路設計）をして

いた。

第 2 段階は、1970 年代以降 80 年代後半までの

LSI/VLSI の時代であり、率先して CAD／CAM を導

入してマスクレイアウト設計業務の効率化を図ってきた。

第 3 段階は、1990 年代からの ULSI の時代であり、

半導体の集積度が劇的に大規模になるにしたがって、

新たなコンピュータ支援が必須となり、時代は EDA
（Electronic Design Automation）の時代に入った。

多くの EDA ツールが市販され設計業務はより上

流（論理設計、機能設計（HDL）、動作レベル設計、

HW/SW 協調）から設計自動化を進めるように変わ

ってきた。2000 年代になると、製造技術との連携が

叫ばれ DFM（Design For Manufacturing）にもコ

ンピュータ技術を活用してきた。

現在は、第 4 段階に入っており、EDA ツールが成

熟する中、出てきた新たな流れである。 1 つは、

インターネット普及とコンピュータ性能向上により、

設計成果物を管理するための IT 化の流れである。

PDM（Product Data Management）から PLM
（Product Lifecycle Management） への過去の成

果物を体系的に蓄積し、再利用への働きかけである。

もう 1 つは、半導体はアプリケーション意識の時

代になり、ユーザ側の視点で半導体設計やアプリケ

ーション開発を進めるようになってきたことである。

ここでは、ソフトウエアの重さが増している。

３ 半導体エンジニアリング業務と IT
－部門横断業務の IT 化とその先

設計業務自体は、EDA ツールの発展によって、設計

の上流工程に向かい RTL から論理回路、レイアウト、マ

スクまで繋がってきており IT 化が進んで来たと言える。

しかし、エンジニアリング業務の全体は、企画・マーケテ

ィングから設計、評価、製造準備、製造、出荷、市場から

の不具合対応、EOL（End of Life）まで、広範囲にかつ

部門間に跨っており、これら業務全体の IT 化は進んで

いない。 エンジニアリング業務は、製品のライフサイク

ルに関連して、広く部門間に跨る業務であり、エンジニ

アリングチェインを成しているが、今だ、ばらばらであり

IT 的に繋がっていない。

半導体エンジニアリング業務とその IT 化（３階建て IT について）

ケイレックス・テクノロジー（株） 代表取締役社長 小篠 隆宏
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例えば、単純に型名をとっても設計段階、マスク段

階、ウエハー段階、組立段階、梱包段階、納入段階で

異なることが多く有機的に繋がっていない。

よく似た部門横断業務の 1 つにサプライチェインがあ

るが、この領域はもっと IT 化が進んでおり、新しい SCM
（Supply Chain Management）プラットホームの導入

で変貌を遂げつつある。

近年、私自身、エンジニアリングチェインの観点から

PLM（Product Lifecycle Management）の調査・研究

を進めているが、その中で主張される部分を、私なりの

解釈で、以下に紹介する。

1）半導体エンジニアリング業務の IT 化モデル

下図のように、IT 化を 3 階建ての建物と見立てて

みよう。

1 階部分は、個別業務の世界である。個別業務ごとに

別の部屋に分かれて仕事をしており、それぞれ IT 化が

進み、かつ最適化も進んでいる。全ての膨大な量のエン

ジニアリングデータは、1 階に溜まっている。

2階部分は、部門横断業務の領域であり広い部屋が１

つある。現時点では、エクセルとワードと電子メールの世

界であり、あまり IT 化は進んでいない。3 階部分は、製

品全体に対する戦略、製品プラン、ストラテジー業務で

あり、やはりエクセルとワード、パワーポイントの世界であ

る。

2）半導体エンジニアリング業務の IT 化の

これから

前図の 2 階部分と 3 階部分の IT 化が、今後の重要

課題となる。 次図がそのイメージ図である。

2 階はエンジニアリングチェインの世界であり、

PLM(Product Lifecycle Management)で解決しようと

している領域である。プロジェクト管理をとおして、工程

毎の成果物が何から出来たのかを IT で管理する。

工程毎にインプットとアウトプットが紐づき、これらが順

にチェインになるとトレーサビリティが確保されることにな

る。また、これに合わせて、製品の各工程での成果物自

体の構成情報が管理（蓄積管理）されれば、中身（成果

物）を伴ったエンジニアリングチェインができることになる。

膨大な量のエンジニアリングデータ自体は、1 階に存在

し 2 階に持ち上げることが出来ないため、1 階と 2 階との

リンクも必要である。

リンクは、1 階の各データの「メタデータ（元データの要

約データでタグのようなもの）」抽出で行い、これを2階に

持ちこんで、2 階でこれらを構成管理し蓄積していくこと

になる。

2 階で重要なのはデータの蓄積方法と情報検索であ

る。 過去の設計資産の検索の自由度が上がれば、過

去の設計資産の再利用が進み、開発スピード・品質向

上につながる。トレーサビリティにより不具合発生時の迅

速な対応（影響度解析）もできるようになるため、昨今の

厳しい自動車業界や医療業界でのリスク対策にも繋が

る。
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3 階は、製品群のロードマップ（プロジェクト計画）とそ

のリソース計画・売上計画が入る。プロジェクト計画は 2
階に落ちてプロジェクト管理となり、2 階のプロジェクト実

施状況は 3 階にリアルタイムに上がることで、多くのプロ

ジェクトの見える化に繋がる。

プロジェクトの見える化が進むと、経営判断も速くなり、

結果として業績向上に繋がる。

現在、半導体企業は過去から似たようなことを、部分

的に実施しているかもしれないが、最新のインターネット

環境でエンジニアリング業務全体に光をあて、IT 化の

水準を上げていくというようなことは、まだ実施さ

れていない。企業競争力アップのための今後の重要

な方向と思う。

3）半導体エンジニアリング業務の IT 化に

おける留意事項

半導体エンジニアリング業務の IT 化は、エンジニアリ

ングプロセス（ビジネスプロセスの一種）の IT 化であり、

巨大なエンジニアリングデータの蓄積とその情報検索の

高度化にあると言える。

また、全てのプロジェクトの足跡を成果物と一緒に記

録し、後からの検索によって設計過程（なぜ、そういう設

計がされたか）を知ることができることにある。 エンジニ

アリング人材が高齢化していく中で、設計ノウハウとして

これらを検索できるようにしておくことは、重要である。

もう一つ重要なことは、半導体エンジニアリングデータ

のセキュリティレベルが極めて高いことである。このため、

セキュリティ自体の IT 化への組み込みが必須であり、人

事情報とリンクした厳密な権限管理（アクセス権や成果

物リリースの承認権限）の自動化が重要である。

４ おわりに

エンジニアリング業務の IT 化は大変難しい分野であ

り、企業トップの理解が必要な分野でもある。 直接的な

ROI が見えにくく即効性がないため、投資に躊躇しがち

である。しかし、エンジニアリング分野の IT 化を進め、製

品ライフサイクルの見える化を進めることは、全体最適に

進みやすく、経営のスピードアップに繋がるものと確信し

ている。 技術者側から見ても、過去の設計資産の見え

る化に繋がり、設計資産や設計ノウハウの蓄積・再利用

が、一段上のレベルになると思う。

一方、学術的（IT の視点）にみて、昔からプロジェクト

管理や構成管理等の個別技術の研究はされているが、

エンジニアリングチェイン全体および経営判断とのリンク

についてはあまり事例がない。今後、有志を集って、エ

ンジニアリング業務を中心に製品ライフサイクルを、もっ

と見える形に押し上げたいという思いが強い。

12
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2018 年は、伝統的な親日国のスリランカ民主社会主

義共和国を訪問した。 1951 年のサンフランシスコ平和

会議で同国の初代大統領が 『憎悪は憎悪によって止

むことなく、愛によって止む』 という仏陀の言葉を引用、

賠償請求権を放棄し、日本を国際社会の一員として受

けいれるよう訴えてくれたことは有名である。

そして、1952 年の国交樹立以来、貿易、経済・技術

協力を中心に良好な関係が続いている。現地での研修

は、ジェトロのコロンボ事務所、及び 70 社を超す日系進

出企業のうちの一社で、滋賀県に本社がある湖北工業

（株）の KOHOKU LANKA(PVT)LTD を訪問した。

数ある世界遺産のうちシーギリヤ・ロック、ボロンナル

ワ、タンブッラ石窟寺院、名刹 仏歯寺など著名な遺跡、

寺院を見学し、現地ガイドのシリさんの懇切丁寧な説明、

助手のクマさん、巧みな運転の運転手のグッディさん達

のお蔭で、極めて有意義 な時間を過ごすことができた。

手を合わせての挨拶「アーユーボーワン」も身について

きた。

記

日程；2018 年 11 月 26 日(月)～12 月 2 日(日)
参加者；(順不同、敬称略)
青木昭明、池野成雄・冨士江、梅田治彦、梅田靖子、

川西 剛・栄津子、金原和夫・美智子、三宅信弘、

川端章夫・佳代子、石川静香・則子、高橋令幸、

野澤滋為・恭子、島 亨・惠子、(19 名)
現地ガイド；N.H.M.Rathnasiri (シリさん)

独特の日本語ながら、国際ガイド免許 2 級を持ち、内

外の知識が豊富で歴史上の説明が具体的で、疲れたと

きにはツアー参加者の雰囲気を和ませてくれた。

第 1 日；11 月 26 日(月)
成田 11;20(スリランカ航空 UL455)17;10 コロンボ

コロンボ空港に現地ガイド N.H.M.Rathnasiri(シリさ

ん)が出迎え、ヒルトン・コロンボへチェック・インした。

直行便とはいえ、9 時間半の長旅にただただ横になりた

かった。                            

－ コロンボ空港・シリさん/専用バス －

第 2 日；11 月 27 日(火)
●JETRO コロンボ事務所

糸長真知所長と井上元太氏から 『スリランカのビジネ

ス環境と日系企業動向』と題して丁寧な説明を受けた。

    － JETRO コロンボ事務所 －

『国土は北海道の約 8 割、人口 2,000 万人強、民族

的にはシンハラ人 75%、タミル人 15%、ムーア人 9%、

宗教的には仏教徒 70%、ヒンズー教徒 13%、イスラム

教徒 10%、カトリック教徒 7%、日系企業は 71 社という。

約 10 年続いたスリランカ内戦が、2009 年に停戦して

回復途上にあるが、政権の不安定さと、最近、中国の

“一帯一路”の“負の一面”が色濃く出始めているという。

国策の輸出振興は戦略を推進する環境整備が課題。

輸出製品No.1は繊維製品、No.2が紅茶。イメージと

して“南アジアのシンガポール”を目指している。』    

混雑するコロンボ市内を通過しながら途中 Ramada 
Inn でランチをとり空港近くの経済特区へ向かう。

●KOHOKU LANKA(PVT)LTD (湖北工業)
鈴木基司社長、瀬戸正則常務、ほか 4 部長から琵琶

湖の湖北・長浜市にある本社と、ここ経済特区(SEZ)に
ある KOHOKU LANKA(PVT)LTD の説明を聞いた。

『この会社は光通信ケーブル端末部品を製造している。

出荷先は日本、英国等の通信機メーカであるが、性能

の高さと高信頼性により 500 名以上の社員を抱えて安

定的な経営をしていることに感銘を受けた。

工場は、カンバン方式を採用しており、教育、食堂、

送迎バス等も完備していて、職場は清潔で、労働意欲

は高く、従業員の離職率も低いという。

日本では忘れかけている良い企業風土を思い出させて

くれた。』

SSIS 秋季研修旅行（報告）－スリランカへの旅

      文化活動委員会
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   － KOHOKU LANKA（PVT）LTD －

工場見学のあとは、一路シーギリヤへ向かう。曲がりく

ねって混雑する道を、ご当地特有の“小型三輪自動車”
の危険な割込み運転を、我らが運転手グッディさんもか

わしながら頑張って進んでシーギリヤへ到着した。

連泊する“ホテル・シーギリヤ”は自然保護区・ジャン

グルの真ん中にある緑いっぱいの保養地である。

－ホテルの夕食/プールからシーギリヤ・ロックを見る－

第 3 日;11 月 28 日(水)
密林の中にそびえ立つ伝説に彩られた岩山 “シー

ギリヤ・ロック”の巨大な岩山の頂上に、5 世紀に築かれ

た王宮跡で、岩山の中腹に描かれた不思議な微笑みを

たたえた美人フレスコ画シーギリヤレディーが今なお残

っている。ライオンの爪がある“ライオン・テラス”から登

頂し、シーギリヤ・ロックの頂上で“万歳！”

●シーギリヤ

－ 摩訶不思議なシーギリヤ・ロック －

－ 霞がかかっている神秘的なロックを登る －

  － シーギリヤ・ロックの頂上で“万歳！” －

●ポロンナルワ

－ ガル・ヴィハーラの立像、般若像 －

      － 宮殿跡の前で －

歴史の古都ポロンナルワは 10～12 世紀のシンハラ

王朝の首都で、仏教都市の栄華を伝える大遺跡群があ

り、かつての中心地クォードラングル、岩肌に掘られた

三体の大仏像ガル・ヴィハーラ、真っ白な仏塔キリ・ヴィ

ハーラ、宮殿跡などを見学したが、気温が高くなり動作

が鈍くなってきた。

第 4 日;11 月 29 日(木)
●ダンブッラ石窟寺院

スリランカ最大の石窟寺院で、岩山の 5 つの洞窟に

極彩色の壁画や多数の仏像が造られている。

  － 石窟寺院の極彩色の壁画や仏像 －
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●スパイス・ガーデン

   － スパイス・ガーデンで案内を聞く －

スパイス・ガーデン（マータレー）内でランチを摂った

が、ガイドの説明の効用あらたかで、天然無害の天然の

スパイスを売店で競って買い求めていた。

●バティック工場と宝飾店

  － 伝統的なバティック工場と宝飾店 －

スリランカ固有の“伝統的なバティック工場”“ブルー

サファイア”の店を買い物ツアーした。

●ペラデニア植物園

広大な敷地の植物園にはスリランカ産、熱帯産、外

国産と分類された樹木に覆われていた。

    － ペラデニア植物園の入口で －

－マンゴーの実/美智子妃殿下お手植えの木の下で－

常夏のスリランカでは、全ての樹木が常緑で果実も実

り放題である。ココナツ、マンゴー、パパイア、パイナップ

ル、バナナ、等々、恥ずかしながら、どの果実がどの木

になっているか知らない始末である。シリさんの解説で

今回、少しは利口になったようである。

  － ヤシの実/タンブッラ寺院の菩提樹の下で －

●名刹・仏歯寺

インドからの侵略者により南下を続けた“シンハラ王

朝”の最後の王都がキャンディである。

    －仏歯寺の八角形のお堂の前で －

仏歯寺はキャンディ湖畔にあり、紀元前 6 世紀にイン

ドで仏陀(お釈迦さん)を火葬にした際に仏歯を取り出し、

その後 4 世紀にセイロンへ持ち込んだという。

日本から寄贈された梵鐘もあった。

●宮廷舞踊キャンディアンダンス

－ キャンディアンダンスと火食いダンス －

小型リムジンに乗り換えて向かった “ランドホリー・リ

ゾート” は山の上の傾斜地に建つ瀟洒なホテルで夜景

も、朝の眺めの虹の色も抜群であった。

遅くなった夕食の場には、 “Golden Birds” トリオ

の実演があり盛り上がった。チップを徴収して回った上、

旅の記念に CD を買ったので彼らも満足であろう。

－ランドホリー・リゾートと虹の風景 －

15
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第 5 日;11 月 30 日(金)
キャンディからバスで 2 時間半かけて、紅茶園のある

ヌワラ・エリヤへ。

●ヌワラ・エリヤ観光(紅茶農場や本場のセイロン紅茶を

精製するセイロンティー工場)

     － セイロン紅茶を精製する工場 －

●象の孤児院

スリランカは今なお野生の象も多く、“夜は出歩くな!”
と戒められた。野生の象の水浴びには現地の人も立ち

止まって見ていたし、人を乗せて歩く飼育している象、

母象からはぐれた小象を飼育している“象の孤児院”と、

象の三態を観察できた。川での水浴びと、それから戻る

40 頭に近い象の行列風景は圧巻であった。

－ 水浴びする象、人を乗せて歩く象 －

第 6 日;12 月 1 日(土)
●コロンボ市内観光

ホテル・ヒルトン・コロンボは、コロンボ中心地にあり、

横に旧国会議事堂、カラフルな彫刻のヒンズー寺院、

市民憩いの場、市庁舎や日本大使館などが集まるシナ

モンガーデン地区などを見学して、最後のランチもカレ

ーで、シリさんの旅行会社の社長さん夫妻が挨拶に来

てお土産に紅茶をいただいた。

オ ラ ン ダ 統 治 時 代 の 病 院 を 改 装 し た 元 “Dutch 
Hospital”のショッピングモールで買い物と休憩を楽し

んで空港へ向かった。

空港では梅田さんからシリさんへの感謝と、日本・スリ

ランカの友好が続くことをお願いして、お別れの言葉と

した。

第 7 日;12 月 2 日(日)
帰路は偏西風に後押しされて 2 時間も早く成田空港

着。お疲れ様でした。

あとがき

夫妻での参加を含めて 8 人のご婦人の参加で華や

いだ雰囲気ではあったが、6時モーニング・コール、7時

半出発、19 時ホテル着、19 時半～20 時夕食という、連

日のタイトなスケジュールに、そこそこの高齢グループと

しては厳しい環境にも耐えた有意義で楽しい研修旅行

であったことを報告したい。

コロンボ中心地は建築ラッシュであったが、中国の

“一帯一路”の“負の一面”が南部のハンバントタ港、コロ

ンボ港の開発等で色濃く出始めているというのが他事な

がら心配である。

あらためて、研修を受け入れてくれた、ジェトロの

コロンボ事務所、及び湖北工業 （株）、KOHOKU 
LANKA(PVT)LTD 殿に感謝を申し上げます。

                   (文責 島 亨)

16
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今年 1 月 15 日、鎌倉散策の会を実施した。この

会も 4年目になり鎌倉の神社･仏閣の主だった場所

はほとんど訪れた実績があり、今回は趣向を変えて

江ノ島と江ノ島神社めぐりを企画した。江ノ島は藤

沢市に属し正確には鎌倉散策ではないが、江ノ島

は極めて著名であるにもかかわらず、ほとんどの人

は小学校の遠足で訪れた程度で詳しくは知らない

らしい、ということが取り上げた背景にある。

開催日時 2019 年 1 月 15 日 10 時 40 分～16 時     

散策経路 集合場所：小田急片瀬江ノ島駅

ルート： 江ノ島大橋 → モース記念碑 → 青銅

の鳥居 → 仲見世商店街 → 朱の鳥居 →（エ

スカー） → 辺津宮 → 奉安殿（二体の弁財天）

→（エスカー） → 中津宮 →奥津宮 → 岩屋

洞窟 → 江ノ島大橋出口

参加者 （敬称略）

井入正博、伊藤達、角井宜治、島 亨、

清水秀紀、高橋令幸、竹下晋平、中尾誠男、

中田靖夫、野澤滋為、橋本浩一、福田 弘、

藤井嘉徳、眞鍋研司

（中澤修治氏は、懇親会のみの参加）      

1）小田急片瀬江ノ島駅から弁天橋

片瀬江ノ島駅は 90 年前の 1929 年に江ノ島線

開通時に建てられ、以後竜宮城をイメージしたデザ

インで親しまれてきたが、今年 1 月で解体されること

が決まり、我々が訪れた 4 日後に「お別れ会」が行

われ、奇しくも最後の姿を眺めることになった。来年

夏のオリンピックをめざし 5 月に新しい駅が完成す

るとのこと。

  

片瀬江ノ島駅

     江ノ島へ連なる橋

駅を出てすぐ前の弁天橋を渡ると右側に 134 号

線をくぐる地下道の入口がある。反対側を上がると

江ノ島弁天橋の袂に出る。人の渡る橋が最初に架

けられたのは明治 24年で木造であったため度々流

され、橋脚をコンクリートにしたのが昭和 24 年との

事。現在の橋が架けられたのは昭和 28 年である。

左側の車道橋は江ノ島大橋といい東京オリンピック

のヨット競技開催にあわせて架けられた。渡りきって

左側に少し進むと大森貝塚の発見で著名なウィリア

ム・モースの記念碑がある。

その先に、オリンピック記念噴水がありヨットハー

バーへと続く。来年のオリンピック開催に向けたヨッ

トハウスが完成している。

第７回 鎌倉散策の会

眞鍋 研司

地域

だより
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2）江島神社（辺津宮）の参道

橋を渡って真っ直ぐ先に大きな鳥居がある。最初

のものは 1747 年に創建され、その後 1821 年に再

建された時、青銅（せきどうと読むらしい）製になり現

在に至っている。柱には寄進者の名前がびっしり刻

まれている。鳥居をくぐると狭い道の両側にお土産

や食べ物店が続く参道である。右側に岩本楼本館

があり江戸時代に将軍や大名の宿泊所として栄え

た。本来、金亀山与願寺最大の宿坊であった。この

金亀山与願寺は、伝承によれば、814 年空海が金

窟（現在の岩屋）に参拝し国土守護・万民救済を祈

願し社殿（岩屋本宮）を創建、神仏習合により寺と

なったという。

参道の突き当たりに朱の鳥居と階段がありその上

に瑞心門と呼ばれる竜宮城を模した門がある。手

前を左に行くと江ノ島エスカーの乗り場がある。足

に自信のない人にとって便利で、後述する辺津宮・

中津宮を経て植物園まで簡単に行ける。

端心門を抜けて少し右に行くと左に上がる石段

がありその上に辺津宮がある。    

辺津宮の入り口下

3）辺津宮（へつのみや）

1206 年に鎌倉幕府三代将軍源実朝が創建した。

江戸時代火事で焼失、1675年に再建された後に、

1976 年の大改修の時権現造りの現在の社殿が新

築された。江島神社域内では一番下に位置してい

ることから「下之宮」とも呼ばれ、現在、神社でのご

祈祷は主にこちらで為されている。

4）奉安殿  

辺津宮の左隣に「奉安殿」があり、奈良の法隆寺

夢殿をモデルに建てられた江島神社の宝物殿であ

る。ここには、源頼朝が 1182 年に寄進したと伝えら

れる八臂弁財天（はっぴべんざいてん）や江戸時代

に寄進された妙音弁才天などの他がある。

・八臂弁財天 鎌倉時代初期の作。源頼朝が奥州

の藤原秀衡調伏祈願のため、文覚上人に命じて造

らせたと伝えられる。

・妙音弁財天「裸弁天」ともいわれ、琵琶を抱え、女

性の象徴を備えたみずみずしい全裸体の半跏像。

鎌倉七福神にこの弁才天を含めることがある。鶴岡

八幡宮にも「裸弁才天」があるがこちらは通常衣装

を着けている。

八臂弁財天          

妙音弁財天

5）八坂神社

奉安殿の左隣りにある江島神社の末社の小さな

神社で毎年 7 月の中旬に行われる天王祭（神幸

祭）で神輿が海に入り対岸の小動神社まで渡って

の神輿と行合う神幸祭が有名である。
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6）中津宮（なかつみや）

奉安殿前を左に進み植物園を左に見ながら上っ

ていくと中津宮に出る。もとの上の宮で、慈覚大師

によって 853年に創建され、1689年に五代将軍徳

川綱吉により本殿・幣殿・拝殿からなる権現造りの

社殿が再建された。現在の社殿は 1996 年に行わ

れた全面改修により当時の鮮やかな朱色の社殿が

再現されている。境内には江戸時代の石燈籠など

が多数奉納されており信仰の深さがうかがえた。

中津宮 社殿

7）山ふたつ

中津宮から奥津宮まで歩く途中に山ふたつとい

われる左側が高い崖になった上の道を通るところが

ある。山ふたつと呼ばれ、江ノ島をほぼ分断する葉

山・三浦断層に沿ってできた大きな海食洞窟が後

に崩落してできた地形といわれる。崖下の海辺には

その後隆起して現れた海食洞屈がある。

8）奥津宮（おくつのみや）

竜宮伝説発祥の地の岩屋本宮に一番近く、岩

屋に海水が入り込む 4月～10月の間は本尊がこち

らに遷座したことから本宮または御旅所と呼ばれた。

壮麗な社殿であったが、1841 年に焼失、翌 1842
年に再建され現在に至る。表参道にある鳥居は源

頼朝の寄進したもの。拝殿天井に描かれた絵は江

戸時代の絵師・酒井抱月作で、どこから見てもこち

らを睨んでいるように見えることから、「八方睨みの

亀」として知られる。実物は社務所に保管されてい

て、現在の絵は 1994 年に片岡華陽が復元したも

の。

奥津宮

         八方睨みの亀

9）岩屋

散策の最後に江ノ島の奥地に眠る岩屋洞窟を訪

れた。奥津宮から急な階段を下ると稚児ヶ淵とよば

れる比較的平らな岩場（海食台）に出る。

岩屋とは江ノ島南西部の海食崖基部の断層に

沿って侵食が進んだ海食洞群の総称である。古来、

金窟、蓬莱窟、本宮岩屋、龍窟など色々な名前で

呼ばれており、宗教的な修行の場、あるいは聖地と

して崇められており、昔から江ノ島参詣の最終目的

地として多くの参詣者、観光客をひきつけてきた。

懇親会

時間帯  12 時 30 分～15 時

懇親会場 クラリタ・ダ・マリッテマ

江ノ島駅近くのイタリアンレストランで、パスタやス

テーキ、新鮮な魚、ワイン等を堪能しつつ、鎌倉の

文化の話題に花が咲いた。

懇親会の後、有志 6 名で日蓮上人ゆかりの龍口

寺と弁慶・義経ゆかりの満福寺を訪れた。

19
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例年 4 月に熊本で開催される「春季九州工場見学会」

に参加し、その折にこれまで知覧特攻基地や焼き物の

町有田、佐世保等を訪問してきた。2018 年は山口県が

明治維新 150 年を迎え、関連の歴史遺跡に関心が集ま

っている事と 2015 年には「ユネスコ世界文化遺産」に萩

市の 5 資産が登録された事でより関心が高まっている様

子。私が山口県防府市の出身と言う事で金原知夫さん、

島亨さんと訪ねる事とした。以下に訪ねた場所を順に紹

介します。

◎4 月 24 日(火)下関、防府

朝、宿泊地熊本を出発する頃から雨になり、九州新幹

線で下関に着いた時は本降りとなった。

最初の訪問場所はタクシーで 10 分もかからない場所

にある。大歳神社からスタートした。

【大歳神社】

勝利の神として地元では有名。

源義経が壇ノ浦の合戦を前に戦勝祈願を行い、壇ノ

浦に向い大弓を放ち一気に平家を破った。幕末では高

杉晋作が奇兵隊、旗揚げの軍旗を奉納した。晋作を財

政面で支援した豪商白石正一郎が大鳥居を建立奉納し

た。

           大歳神社

【壇ノ浦、源平の戦いと赤間神宮】

勝負の推移は衆知の事であるが、平家の安徳天皇入

水自殺で勝負の決着はついた。その安徳天皇は赤間神

宮に祀られ、平家は滅亡した。義経と平家の知盛がにら

み合う像が設置されている。

        赤間神社      義経（左）と知盛（右）

                 （後は関門ハイウェー橋）

【馬関戦争】

関門海峡を通過しようとした米、仏、蘭の艦隊に砲撃

し、その後 4 ヶ国(英、米、仏、蘭) の反撃を受け、軍事

施設、砲台を破壊され、強力な戦力をもつ外国に攘夷

は通用しないと悟り以後は倒幕に進む。

       昔を偲んでデモ砲台

          （毛利の砲台）

【ふぐ料理・春帆楼と日清戦争・講和会議】

初代総理府大臣伊藤博文が愛したフグ料理公認第

一号の店。明治 21 年食用が解禁された。

日清戦争の講和会議が明治 28 年に行われ、その会

議の全権大使は伊藤博文であった。会議場は当時のま

ま保存公開されている。

【功山寺】

晋作決起の場所。藩内の幕府支持の俗論派打倒の

ため晋作を中心にわずか 80 名が決起し、俗論派を破り、

クーデターに成功し、時代を動かす起点となり、討幕へ

と大きく舵を切った。

維新胎動の地
山口県を訪ねて

内山 雅博

地域

だより
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幕府の第 2 次長州征伐に対しては全軍を指揮し京に

攻め上った。伊藤博文をして「動けば雷神のごとく、発す

れば風雨のごとし。」と言わしめた。しかし病状は悪化し

29 才の若さで維新をみる事はなく「面白きこともなき世を、

面白く」の辞世の句を残し病死した。

    馬上の高杉晋作(奇兵隊の結成・功山寺)

これで下関地区の巡回は終わり防府へ移動した。

強い雨のため行きたい場所を残したのは残念。

【防府天満宮】

学問の神様菅原道真公を祀った神社。京都の北野、

福岡の太宰府と共に日本三天神と称される。九州への

西下の途中、立ち寄り、この地が気に入り「また必ず帰っ

てくる」と約束したと伝えられ、公が 903 年に亡くなり、

904 年に日本最初の天満宮として創建された。宮内に

は公が愛した見事な梅木の庭園がある。

      防府天満宮         正面大鳥居

【種田山頭火】

各地で流浪し心情や情景を素直に表現した独時の自

由律俳句を数多く残した。近年評価され句碑等が建てら

れている。

           

種田山頭火生家跡

◎4 月 25 日(水)山口・萩

雨はあがったがくもり空。急行バスで山口へ向かう。

【瑠璃光寺五重塔】

栄耀栄華を誇った大内文化も毛利氏の攻撃を受け

1557 年滅亡の運命をたどった。しかし「五重塔」は守ら

れた。毛利氏は中国地方を治めた百万石の大大名であ

ったが 1600 年関ヶ原の戦いで西方に付き敗れ、防長

37 万石に封じ込まれ、以降 270 年の間徳川に対する恨

みを幕末に爆発させた。

           

瑠璃光寺五重塔

【秋吉台・秋芳洞】

1.5憶~2 億年前のマントルの活動で石灰岩のカルスト

台地が誕生し、地上では凹凸に富んだ地形が形成され、

地下では石灰岩を含んだ雨水が洞窟に流れ込み数億

年の年月をかけ鍾乳石を形成した。とてつもない年数の

証拠が目の前にあった。

      秋吉台              秋芳洞

【吉田松陰、松陰神社、萩と世田谷】※世界遺産

吉田松陰は、欧米からの脅威を憂い欧米の実情を知

りたく下田に停泊中のペリーの黒船に乗り込むが拒否さ

れ、萩の野山獄に捕らわれの身となり、その後、実家に

幽閉の身となり、叔父玉木文之進が開いた塾を継ぎ｢松

下村塾｣とした。多くの若者が集まり志ある者が更に松陰

の薫陶を受け、その後の日本の変革を担った。

その後、幕府が朝廷に無断で日米通商条約を調印し

た事を強く批判し、幕府の外交政策を批判する意見書

を提出した。この事が幕府批判取締りの対象とみられ、

安政の大獄で処刑された。後日小伝馬獄から桂小五郎、
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伊藤俊輔等により、世田谷・若林に埋葬し直された。

現在は、萩と世田谷区若林に松陰神社があり、松下

村塾の建物も全く同じ仕様で建てられている。

松陰神社（萩）        松陰神社（世田谷区）

松下村塾（萩）        松下村塾（世田谷区）

辞世の句:
｢身はたとひ武蔵の野辺に

朽ちぬとも 留め置かまし大和

魂。｣

吉田松陰(内田青虹画伯作)

◎4 月 26 日(木)萩
萩にある 5 つの世界文化遺産のうち、前述の松陰神

社を含め、3 ヵ所を巡った。(※印)

【高杉晋作生家】

高杉晋作生家

【木戸孝允生家】城下町 ※世界遺産

桂小五郎時代は新撰組による寺田屋襲撃事件もうま

く逃れ、その後も幕府の見廻り組からも狙われ、愛人幾

松の手助けにより逃げ延び「逃げの桂」とも呼ばれた。そ

の後の活動で大久保利通等と共に新政府の中心人物と

なった。

             木戸孝允生家

【萩城跡】

関ヶ原の戦いで西方に付き敗れ、毛利家は周防、長

門の 37 万石に削られた。輝元が 1608 年萩城を完成さ

せた。1874 年(明治 4 名)新政府の廃城令により取り壊し

となった。

             萩城跡

毛利輝元（萩城建立）     城跡にある指月山

【反射炉】※世界遺産

温度が所定まで上がらず

実用されなかった。

萩反射炉(世界遺産)

2 泊 2.5 日で廻った場所をご紹介しましたが、天候や

効率が悪かったところもあり行きたい場所を残しましたが、

次回の楽しみにしたく思います。

22
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PARADOX  １１

                     川西 剛

私も満 90 歳を超え た。色々な体験から 11 の

PARADOX を考えてみた。

論理と情緒

人間は、両方必要。論理に走れば走るほど、情緒が

懐かしくなる。

イスラエル：論理の権化の国といわれるが、必ずしも

合理的でない 613 の戒律あり。

苦難と希望

パウロの言葉「苦難は忍耐を齎し、忍耐は知恵を齎し、

知恵は希望を齎す。」

イスラエルの歴史、日本、ドイツの戦後復興。希望は、

多くの苦難から生まれた。  

流れに乗るか、流れを超えるか

時流は大事、時流を超えることで差別化が生まれる。

流れに乗れないと異方向に流される恐れあり。

標準化と差別化

標準化はコストダウン、差別化はプライスアップ。

この良きバランスで事業が成功。

単独か多様化か

単独は、シンプルに見えて多難、多様性は、安定に

見えてスロー、半導体は総合会社で育つか、単独会社

がいいか、一神教の純粋性とこわさ、多神教のおおらか

さと、いい加減さ。

国際化

国際化のカギは必ずしも文化、言語の融合ではない

相手と異なった文化、技術を持つことが必須の場合が

あり。

発明とその事業化

発明は一人でもできるが、事業化は多くの人の協力

が必要。

新規発明の事業化は発明の 100 倍難しい。（発明と

事業化の間には死の谷がある）

より高い技術の追求か、マーケットへのタイミングか

１MDRAM の成功は、先端技術の CMOS 技術と

従来技術のプレーナー構造のコンデンサーの組み合わ

せ（トレンチ構造はパス） HYBRID CAR と全電気自

動車も同じ。

エネルギー論

化石燃料：普及はしているが、温暖化の要因。

原子力 ：CO2 は出さず安価だが、潜在的恐怖。

再生エネルギー：高コスト、時に環境破壊。

   →結局水素社会しかないか。

民主主義と政治

民主主義⇒民衆迎合主義の怖れ 決断が遅い。

強いリーダー→独裁化の怖れ、決断が早い。

死後はどうなる

「死後は無」 死への恐怖、現在を尊び生かせ。

                       （ゲーテ）

「来世あり」 多くの宗教、現在否定で過激な行動に

         走る怖れあり。

オアシス OASIS ～憩いの時空間～
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四季 うたあそび

                 金原 和夫

春

1)春は温暖、花の季節であり、一年の中の花ともいえる

明るい時期です。春の日はのびやかでゆったりした

気分で、駘蕩としており、人も物もすべてが穏やかな

のどかさです。春たけなわを蘭春(ランシュン)という人

もいます。

「長閑さや 浅間のけぶり 昼の月」    小林一茶

「花の雲 鐘は上野か 浅草か」      松尾芭蕉

「春の海 終日 のたりのたりかな」    与謝蕪村

＊終日＝ひねもす

2）また、春 万木に先がけて開花する“梅”は春告草

とも言います。 日本へ奈良時代に遣唐使が持ち

帰った後、たちまち日本人の心をとらえました。

小金井公園の梅園で、ほとんど枯れた梅の古木の

たった一本の小枝に今年もいくつかの梅が咲きまし

た。若い木と少しも変わらぬ若々しい姿をしている

のです。

「夕月や 納屋も厩も 梅の影」      内藤鳴雪

3）桜の花で思いつく和歌に「いにしえの奈良の都の

八重桜 けふ九重に匂ひぬるかな」があります。少々

尾籠な話で恐縮ですが、古の宮廷の人が、この和歌

の中にある“匂い”にことよせて、奈良に“お”の字を

つけて“おなら”といったのが、おならの語源なのだと

中学の教師に教わりました。桜の咲くころになると｢今

日九重に匂いぬるかな｣とこの歌を思い出し、笑いを

こらえています。

4）雛人形の顔は、それぞれに端整で、おっとりとして

いて、品がいい。

「天平（てんぴょう）のおとめぞ立てる雛（ひいな）

かな」                         水原秋櫻子

「老いてこそ なほなつかしや 雛飾る」 及川貞夏

夏

1）夏は炎暑、他の季の雪、月、花に対するものが夏に

ない。 しかし、若い人の季節です。

「夏がくれば思い出す 遥かな尾瀬 遠い空」

（夏の思い出）

「目には青葉 山ほととぎす 初鰹」 芭蕉

2）「卯の花の匂う垣根に ほととぎす早も来鳴きて しの

び音もらす 夏は来ぬ」という小学校唱歌があります。

かつて私は、この「しのびねもらす」という意味がわか

らず、“寝小便”でもしたんだと、うかつにも思って

歌っていました。

3）夏は「早乙女が もすそ濡らして」の梅雨時から、まず

やってきます。

「水踏んで 草で足ふく 夏野かな」 来山

「おそるべき 君等の乳房 夏来る」 西東三鬼

秋

1）秋は爽涼、大気が澄み、月の季節とされます。

毎年、秋になると決まって思い出される歌があります。

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音

にぞ おどろかれぬる」        藤原敏行

「だれかさんがだれかさんがみつけた ちいさい秋

ちいさい秋みつけた」          サトウハチロー

「あかあかと 日はつれなくも 秋の風」 芭蕉

2）「秋立つや 川瀬にまじる 風の音」 飯田蛇こつ

「桐一葉 日当りながら 落ちにけり」 高浜虚子

「彼一語 我一語 秋深みかも」         虚子

3）「あはれ 秋風よ 情けあらば伝えてよ

―――男ありて今日の夕餉に ひとり さんまを

食ひて 思いにふける と」        佐藤春夫

4）「夕やけ 小やけの赤とんぼ 負われて見たのは

いつの日か」                   三木露風

“負われて”を “追われて”と思い込んで歌った

時代を思い出します。

冬

1）冬は寒冷、万物蕭条と枯れ尽くす季節です。

「野ざらしを 心に風の しむ身かな」   芭蕉

「白き息 吐きつつ こちら振返る」   中村草田男

「湯豆腐や いのちのはての うすあかり」

久保田万太郎

2）「雪の降るまちを 雪の降るまちを 思い出だけが

通りすぎてゆく」                 内村直也

3）「降る雪や 明治は遠く なりにけり」 中村草田男

“昭和“ も遠くなりにけりです。

4）ふと何気なしに 庭の一隅に目をやった時、この寒さ

の中で一本の椿がけなげにも、淡紅の花をひとつ

ふたつつけているのが 目に入りました。寒椿です。

「一枝に 花ひとつきり 冬椿」   三橋鷹女

5）「見送りし 仕事の山や 年の暮」       虚子

「過ぎて行く 日を惜しみつつ 春を待つ」 虚子
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旅の今と昔

渡壁 弥一郎

私の大学時代はJRがまだ国鉄と呼ばれた時代で、旅

行は周遊券をよく使った。50％学割のミニ周遊券で、九

州、山陰への一人旅をしたことを思い出す。気まぐれな

旅行が多く、旅先々での心のふれあいや趣のある思い

出が多い。国民宿舎をあらかじめ予約した以外は、大

抵安い旅館を駅で探しながらの旅行であった。早朝に

松江に着いた時に、「しばらく寝て行きなさい。時間がき

たら起してあげるから」と駅員さんに言われ、停車してい

る車両で寝たことを思い出す。山陰の海岸を歩いている

と取れたウニをその場でさばき「食べていきなさい」と言

ってたらふく食べさせてくれた“おばあさん”。夜遅くなり

泊まる所がなくなって飛び込んだ旅館では、「困ってい

るのでしょ。客室は一杯だからここで寝ていきなさい」と

言って小さな室を用意してくれた。「家にあれば笥に盛

る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る」と万葉集の歌が

ある。家での暖かい布団、食事を思い出しながらも節約

をしながらの貧乏旅行は多くの人の心の温かさ、人情に

触れあう貴重な経験であった。

経済的、時間的余裕による旅行のスタイルは大きく変

わってきた。旅行先で出会った人から健康な間になるべ

く遠くから行くようにしたほうが良いと言われたことがあっ

た。もう５年前になるが南米ペルーのマチュピチュに出

かけた。直行便がないため、ロス、リマ、クスコを経由し

て、その後列車で約1時間半、ようやくマチュピチュ村に

到着した。そこからさらにバスで30分。日本から見ると地

球の裏側に当たり、大変な距離である。それでも一日か

けると日本から地球を半周した距離である。クスコの町

は海抜2,700メートルで、空港には酸素ボンベが置かれ

てあった。高山病への対策である。この都市はインカの

王パチャクチの時代の1440年ごろに建設が着手され、

最盛期にはその勢力はチリ北部から中部、アルゼンチ

ン北西部、コロンビア南部にまで広がった。それにして

も、このような場所に都市を作り上げたインカ民族の技

術の凄さにはびっくりする。インカ帝国は、鉄の道具を

使わずに巨大な石の建物を作り上げる精密な技術を保

有していた。何トンもある石と石の間は剃刀一枚が入る

程度の隙間しかなく、その精密さには本当に驚かされる

が、同時に、10トン近くの巨石を急斜面のこの場所にど

のように運んだのか、その方法は未だに解明されていな

い。遺跡のすぐ前にあるホテルに宿泊し、早朝の朝雲の

中に墨絵のごとく浮かぶ幻想的な姿とダイナミックな石

の建造物とが不思議な調和が取れていた。

今年２月末から南米ボリビアにあるウユニ塩湖に家内

と9日間の旅行に出かけた。マチュピチュのあるペルー

の東側に位置している。乗り継ぎが多く二日弱の大旅

行。海抜3,700ｍ、広さは琵琶湖の16倍で数百万年前

にアンデス山脈が隆起した際、海底が海水ごと持ち上

げられた場所である。流れ込む川がないため、海水が

干上がるとたちまち辺り一面真っ白な塩に覆われ、世界

にも珍しい光景が見られる。びっくりするのは高低差が

50ｃｍと言われ雨季に降った雨も流れることはなく、塩湖

全体に雨水が張った状態で、これが湖面に空全体が映

る、いわゆる「天空の水鏡」現象となり近年人気がでてい

る。マチュピチュの遺跡とは違った目の前に広がる光景

は自然がつくった芸術であり、その美しさを表現する言

葉が見つからない。昼間の塩湖に映る山や雲、昇る朝

日の輝き、沈む夕日の美しさ、また満点に煌めく星空、

塩湖に映し出される天の川は神話の世界である。

１８２５年スペインから独立したボリビアは今は貧しい

国ではあるが塩湖の地下十数メートルに潜んでいるリチ

ウムは世界一の埋蔵量である。先進国が躍起になって

狙っている地下資源、この美しい自然を壊さなれないこ

とを願いたい。

松尾芭蕉は元禄二年（1689年）東北、北陸の歌枕、

名所・旧跡を巡り、約5か月間の旅に出た。当時46歳で

行程距離は約2,400キロメートルである。この旅を素材に

して書かれた紀行「奥の細道」の主題は冒頭に書かれ

た「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」に

よく示されている。

今は交通機関の発達で一日で20,000キロメートルの

地球の裏側まで行くことができるが旅は行く先々の土地

の風土、歴史を物語ってくれる。「月日は百代の過客」と

あるように、悠久の時を経て作り上げられた自然、その

自然と闘い調和した人類の歴史や文化もまた永遠に続

く旅人なのかも知れない。

25
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Back to the 大学時代 （Ⅰ）

野中 敏夫

小生が在学した当時の新潟大学工学部（’68～’72）

の修学は、日本海に面した新潟キャンパスでの 1.5 年

間の教養課程と内陸の長岡キャンパスでの 2.5 年間の

専門課程だった。長岡に近い小千谷で生まれ育った小

生は、折角の新潟での新たな大学生活は「マリン・スポ

ーツをやろう!!」と決意し、新潟大学学友会「ヨット部」に

入部した。

そのヨット部の創部 70 周年記念行事が 2018 年 11
月 24 日（土）、新潟市ラマダホテルで開催され、当方は

自分の古希祝いも兼ねて出席した。実に、卒業以来ご

無沙汰だったヨット部行事に参加したのである。

70 周年記念スポーツタオル

上記記念タオルには、現在大学ヨット競技で採用され

ている 2 人乗りの、470 級（左側）とスナイプ（S）級（右

側）が描かれている。小生が在部のときは、まだ 470 級

は無く、S 級と A 級の 2 種類が大学ヨット競技で採用さ

れていた。A 級も 2 人乗りだが、1 枚帆（メインセールの

み）でしかもボディー（船体）が複数枚の長尺板を貼り合

わせたキールボートタイプのクラッシックなヨットであった。

しかして、小生は「目標の A 級ヨットマン」となった。

      

A 級             S 級

上記のモノクロ写真は、小生が在部時代に撮影され

た A 級と S 級の写真で、A 級の A1072 艇の右側で必

死に乗り出しているクルー（船員）が小生である。ちなみ

に、左側で舵を握っているのがスキッパー（船長）である。

大体、先輩がスキッパーとなるのが慣例だった。

練習日は、土曜午後と日曜日の全日の 2 日間で平日

は勉学に集中した。練習場は当時の大学キャンパス近

傍の日和山海岸で行っていた。次の 2 枚の写真は当時

（1969 年 5 月）と今回（2018 年 11 月）の、天候は異な

るがほぼ同じポジションを撮影したものである。写真の

水平線上には遠く佐渡ヶ島がある。この海岸は急に水

深が深くなっているため、テトラポットで数 100m 四方の

ポンド（防波区画）を設けていたが、写真の様に 5月でも

ポンドの中にも 1m 程度の高さの波が発生していた。や

はり、日本海は「海は荒海、向こうは佐渡よ」の童謡の如

く荒波だった。ヨットレースには数 km 四方の領域が必

要であるため、練習はこのポンドの外側で行った。

春合宿の日和山海岸 1969/5 月

      

現在の日和山海岸 2018/11/24

当時のヨット部の最大の目的は、毎年 5 月連休後に

神奈川県葉山の森戸海岸で開催される関東地区インタ

ー・カレッジ（インカレ）に出場することであった。裏日本

の新潟大学は 3 部クラスであり、有名私立大学等が犇

（ひし）めく 1 部クラスと比べると、規模も予算も成績も弱

小であった。

右写真は 1969 年のインカレ

出場時の新潟大学ヨット部旗と

出場ヨットと、その右前方の彼

方に見えるのが、葉山マリーナ

である。

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

しかし今思うと、「果敢に挑戦

したなあ」と爽やかな満足感が

ある。真に後味の良い大学時代 新潟大学ヨット部旗と

の思い出のひとコマであった。   出場ヨット（1969 年）

(次号に続く)
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IoT 時代に突入した現在、処理速度の観点から情報処

理ハードウェアには飛躍的な性能向上が求められている。

そのため現在は並列処理コンピュータが活躍しているが、

完全自動運転の一歩手前であるレベル 4 の自動運転が実

用化されるなど、次世代 5G 通信をべースにした本格的な

IoT 時代では、より一層高性能な情報処理ハードウェアが

必要となる。そこでその有力な候補として量子コンピュータ

に注目が集まっている。「物質の量子状態で発現する波動

関数の線形重ね合わせ状態を利用して超並列処理を可能

にするコンピュータ」というのが 30 年ほど前に提案された量

子ゲート型量子コンピュータに関する狭義の定義であるが、

近年重ね合わせ状態を使わずに超並列処理を可能にする

量子アニーラ型量子コンピュータの実用化が始まった。

VLSI として実現し常温で動作するチップも現れたため、量

子コンピュータが一挙に現実のものになってきた。以下で

は、まず情報処理ハードウェアにおける量子コンピュータの

位置づけと、処理対象アプリケーションの一つである組み

合わせ最適化問題を説明し、量子アニーラ型そして量子ゲ

ート型の順に量子コンピュータの動向を論じる。

情報処理ハードウェア

CISC型汎用プロセッサとして、IntelやAMDが圧倒的な

地位を占めているが、汎用性を待つがゆえに特定のアプリ

ケーションにとっては、無駄な処理を行ってしまう宿命を持

つ 。 そ の 負の 側面が 顕著 に あ ら わ れ た の が Deep 
Learningの処理において頻繁に繰り返される行列の積和

演算である。もちろんベクトル演算が得意なスーパーコンピ

ュータを用いれば良いわけだがコストパフォーマンスが悪

い上に物理的な大きさと消費電力が半端ではない。そこで

この処理に特化したAIチップと呼ばれる専用プロセッサが

開発され実用化されている。それがNVIDIA のGPGPU
であり、GoogleのTPUである（詳細はEncore第101号p29
～p31を参照）。これらは優れた性能を発揮しているが、

Deep Learningに代表されるAI活躍の場は残念ながら画

像や音声など認識の分野に限定されている。しかし、IoT時

代においては認識の分野以外に対処しなければならない

非常に重要な分野として次章で解説する組合せ最適化問

題がある。 この問題に特化した情報処理ハードウェアが量

子アニーラ であるが、そのうちでVLSIチップとして開発さ

れたのがIsing(イジング)チップであり、コンピュータとして

組み立てられたのがIsingコンピュータである。これらは広

義の量子コンピュータに分類される。両者ともに組合せ最適

化問題を解く過程で、局所的最適解に陥らぬように「焼きな

まし法」つまり「アニーリング法」を用いているため量子アニ

ーラと呼ばれる。一方狭義の定義である量子コンピュータ

は量子ゲート型と呼ばれる。デジタル回路の論理ゲートに

対応する基本的な演算処理つまり量子ゲートの組み合わせ

で複雑な処理を行わせる構造になっているからである。量

子アニーラ型と比べて量子ゲート型は汎用性に優れている。

例えばスーパーコンピュータでも不可能とされているRSA
暗号公開鍵の素因数分解が可能となり、現存するセキュリ

ティシステムが崩壊してしまうほどの破壊力を持つ。それだ

けにマスコミはこの話題をセンセーショナルに取り上げてい

る。いずれにせよ超並列処理を可能にする量子コンピュー

タは図1のようにスーパーコンピュータやAIチップをはるか

にしのぐ処理速度を発揮する。

図 1 情報処理ハードウェア

組合せ最適化問題

量子アニーラを説明する前に組合せ最適化問題の説明

をしておこう。実際のセールスマンが複数の会社を回る場

合、限られた時間内でできるだけ多くの会社を回りたい、ト

ータルの交通費を最小にしたい、徒歩での移動距離を最短

にしたい、などを考慮して訪問先の順序を決めるが、なかな

か難しい問題である。巡回セールスマン問題と呼ばれる典

型的な組合せ最適化問題だ。あるいは、新薬を開発する場

合、価格、効能、副作用、などを考慮し、さまざまな材料をど

のような分量で混ぜ合わせれば良いのか、これも組合せ最

適化問題である。さらには、自動車運転経路の決定、輸送

計画、従業員シフト作成、資産ポートフォリオ、都市計画等、

☆ 委員会報告 ☆ 量子コンピュータの動向
          論説委員会
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身の回りには類似の問題が実に数多く存在している。

当然コンピュータの力を借りてこれらの問題を解くことを

考えるわけだが、問題の規模が大きくなると計算時間が爆

発的に増加し、事実上計算が不可能になる。計算量理論の

分野ではNP完全と呼ばれ、計算量が問題の規模Nに関し

てオーダーO(𝑒 )となる最難問クラスがあるが、組合せ最

適化問題はまさにその代表例である。全ての組合せを並列

的に同時に調べることができれば計算量はO(𝑁)となるが、

NVIDIAなどの構造を持つ並列コンピュータにとっては、

扱える問題の規模には限界がある。したがって、問題の規

模が大きく、多種・多様で複雑な組合せ最適化問題を瞬時

に解きたいIoT時代では、超並列に処理できる全く新しい概

念のコンピュータが切望されているのである。

Ising モデルと組合せ最適化問題

Isingモデルとは、強磁性体に外部磁場を与えた時の総

エネルギーHに関して、電子スピンの向きσ、相互作用係数

J、それに外部磁場h を用いて定式化する数学上のモデル

  𝐻 = −∑𝐽 𝜎𝜎 −∑ℎ 𝜎
のことを言う。このモデルに関連して「電子スピン間の相互

作用によってHが最小になるように各電子スピンの向きが自

動的に決まる」という自然法則がある。自然界では、全ての

電子のスピンの向きが全く同時に決まることから、組合せ最

適化問題の超並列解法手段として借用できないか、と考え

ることができる。組合せ最適化問題において解きたい変数

をIsingモデルの電子スピンの向きσ に、解の良し悪しの評

価値をHに対応させ、制約条件を相互作用係数J と外部磁

場h に反映させるよう巧妙に写像を行えば、最終的に決定

した電子スピンの向きが、組合せ最適化問題の解に1対１で

対応することになる。しかも高速に解が求まる。

実用化され始めた Ising チップ

常温動作のCMOSデジタル回路を用いてこのIsingモデ

ルを模擬つまりエミュレーションする、という発想で生まれた

のがIsing チップである。技術的な一番のポイントは「電子

スピン間の相互作用をいかに実現させるか」であるが、

2015年のISSCCにおいて日立が発表したアイデアを紹介

しよう。図2は3次元格子上に配置された電子スピンを表す。

最大6個の隣接スピン間の相互作用が考慮できることになる。

電子スピンを〇と□の2つのグループに分ける。隣接する

他グループの電子スピン情報から、Hの値が減少するよう

に注目電子スピンに関する次の状態を決定する。同一グル

ープ内では更新対象スピンは隣接しないことから、該当全

スピンに関して並列での更新処理が可能となる。〇のグル

ープを処理したら□のグループの処理、とHの値が収束す

るまで交互にこの処理を繰り返す。全スピンの向きを全く同

時に更新する超並列処理ではないものの、既存の並列コン

ピュータと比べて飛躍的な高速処理を可能としている。

   

図 2 日立の Ising チップ

整数値表現された変数と制約条件は全て SRAM に記憶

しており、65nm CMOS プロセス FPGA、ダイサイズ 3mm 
x 4mm、クロック 100MHz であり、 20,480 個の変数 つま

り量子コンピュータでの単位系では 20,480qubit までの扱

いが可能。組合せ最適化問題の一つである max cut 問題

を解くのに要した計算時間と消費電力は 1ms と 0.05W で

あり、次章で述べる D-Wave と比べて同じ計算時間であり

ながら 10－6 倍の電力消費、と報告されている。

富士通もトロント大学と共同で DAU：Digital Annealing 
Unit という名前で CMOS Ising チップを発表している。全

スピン間の相互作用が考慮でき、さらに係数に関して重み

付けができる特長がある。8,192qubit まで扱える。

実用化され始めた Ising コンピュータ

レーザパルスを用いてIsingモデルのエミュレーションを

行うのがNTTのQNN : Quantum Neural Netである。常

温環境で全長1kmのループ状光ファイバの中に送り込まれ

たレーザパルスを用いる。1個のパルスが1qubitに対応し、

各パルスのもつ2種類の位相が、上下を向いた電子スピン

に対応している。ファイバ中を回るパルス同士が相互作用

を起こすように制御することで、Isingモデルと同じ自然現象

が発現し、位相の変化が生じる。変化が無くなった時点で

の位相を観測することで組合せ最適化問題の解が得られた

ことになる。扱える規模は2,048qubitである。

NASAやロッキードマーチンが導入したD-Waveは、図3
に示すようにシリコン上に作りつけたジョゼフソン素子のル

ープ状コイルが発生する磁界を電子スピンに対応させてい

る。ジョゼフソン素子を使うため絶対零度付近で動作させて

おり、Isingモデルによる総エネルギーH を実際に最小化

させている。現在は2,000qubitまで扱える。わが国でも

NECが同様な動作機構の開発を推進している。
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図3 D-Waveの構造

量子ゲート型量子コンピュータ

最後にIBMのQシステムを紹介しよう。理想的な超並列

処理の実現を可能にする為、NP完全であった組合せ最適

化問題がオーダーO(𝑁)で解けるだけでなく、暗号公開鍵

の解読や新材料の設計に欠かせない量子化学の解析、等

が可能となる。現在まだ20qubitであるが、1,024qubit以上

扱えるようになると、非常に高い汎用性を実現する環境が整

うことになる。図4はQの冷却装置全体とシリコン上に作りつ

けた7qubitジョゼフソン結合素子を示す。

図4 IBM Q の構造

線形重ね合わせ状態を連続的に制御することで演算を

行わせる。波動関数の振幅は観測確率を表すが、n qubit
の場合、半径1の2n次元Bloch球面上での点の位置が線形

重ね合わせ状態を表すことになる。図4のチップ端子（写真

右側天井からぶら下がっている冷却装置の最下部の温度

が絶対零度であり、そこに左側のチップが配置されている）

から入力されたマイクロ波を導波管でジョゼフソン結合部ま

で誘導し、そのエネルギーを利用して基本的な演算処理結

果に対応したBloch球の位置に線形重ね合わせ状態を遷

移させる。Bloch球上の遷移を実現する処理手順
．．．．

のことを量

子 ゲ ー ト と 呼 ん で お り 、 Controlled-NOT ゲ ー ト , 
Hadamard ゲートなどが存在する。また中央付近に横に

配置されているのが波動関数を相互作用させるための回路

である。演算の途中で波動関数を観測すると重ね合わせ状

態が破壊されることから、途中での観測無しに正解が得ら

れるまで一挙に演算を行い、最後は正解に対応する波動

関数の振幅が1になることを保証しなければならない。その

ための演算手順が量子アルゴリズムである。1994年に

Peter Shorが素因数分解のアルゴリズムを考案して以来、

数多くの量子アルゴリズムが提案されている。一方残念なが

ら物理系実現の前には大きな障害が立ちはだかる。人工的

に作り出した重ね合わせ状態を維持できる時間はわずか

100μs程度であり、この時間内に一つの演算を終了させな

ければならないこと、常温での量子ビット実現の困難さ、そ

して絶対零度まで冷やす冷却装置の消費電力などである。

しかし汎用性を持つことはビジネスにとって非常に大きなイ

ンパクトがあるため、既にGoogle、Microsoft、そしてIntel
もこの分野に参入している。このような状況のもと、量子ゲー

ト型量子コンピュータも数年のうちにはIoTクラウド側で実用

化され始めると予想されている。

まとめ

量子コンピュータ開発メーカは各社とも、金融、医療、運

輸、製薬、化学、金属・材料など幅広い分野のユーザとの

パートナーシップを結び、積極的なビジネス展開を始めて

いる。IBMは日本を含めた世界5カ国にQの研究・利用拠

点を設置しているし、日立や富士通、NECはインターネット

でシステムを試行できる環境の提供を始めている。まさに前

報で議論した顧客との「価値の協創」を狙った動きである。

CMOS を使った Ising チップは既に製品化されており、

IoT クラウド側のみならず、エッジ側にも急速に普及する可

能性を秘めている。画像や音声などの認識を得意とする AI
チップとともに、最適経路を瞬時に計算する Ising チップを

車に搭載すれば、レベル 4の自動運転の実現性が高まるこ

とになる。さらに量子ゲート型量子コンピュータがクラウド側

で稼動すれば、現在想定しているレベル 5 を越えた完全自

動運転も可能となるだろう。幸いこの Ising チップの開発は

日本が他国を大きくリードしており、技術的にもビジネス的

にも今後の展開が期待できる。わが国には、世界的競争力

を持つ自動車、カメラ、ミリ波レーダ、MCU、センサ、そして

パワーデバイスメーカが数多く存在し、且つハイレベルな技

術を持つ情報・通信メーカも多く存在する。ここに量子コン

ピュータとAIそしてメモリメーカを加えて大規模な産官学連

携を組み、一丸となって次世代自動車産業に関する研究・

開発を推進すれば CASE（Connected, Autonomous, 
Shared & Service, Electric Drive）時代における世界的

覇者になれるし、その下支えとなる半導体産業の復活が図

れるに違いない。

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

論説委員：渡壁弥一郎（委員長） 鈴木五郎（副委員長）

井入正博 川端章夫 長尾繁雄  吉岡信行 市山壽雄（アドバイザー）
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第 11 回 YMK 会の開催

春の訪れを告げる南風が吹き荒れる 3 月 9 日、第 11 回

YMK会を開催致しました。2017年3月にスタートした藤井

嘉徳氏による「歴史シリーズ」も第 5 弾を迎えました。

前回の第10 回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、大好評を博しました。今

回の第 5 弾は、日本人のルーツに迫り、人類の出現以来、

我々の先祖がどのように移動して日本列島に至り、古代日

本が確立されていったかを探る講演でした。

■開催日時：2019 年 3 月 9 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 305 会議室

■演題：日本人の源流と古代日本の輪郭についての考察   
  第Ⅰ部 人類の出現と古代日本の形成

  第Ⅱ部 日本人のルーツはどこにあるだろうか

       ～血液型や遺伝子からみた世界における日本

人の輪郭～

■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 24 名

(順不同、敬称略)

    藤井嘉徳、高畑幸一郎、福田 弘、野中敏夫

伊藤 達、眞鍋研司、牧本次生、鈴木 武

野澤滋為、山崎俊行、清水秀紀、内山雅博

高橋正次、中尾誠男、高橋令幸、向喜一郎

加藤重道、川本佳史、小林俊英、元榮川常

田中基仁、島 亨、中田靖夫、日高義朝

■講演の概要

第Ⅰ部 人類の登場と古代日本の形成

第 1 章 新生代の年代譜と人類の登場

    1.地質年代

    2.新生代の年代譜

    3.人類の出現   

      ～アフリカ単一起源説が有力～

    4.原人・旧人・新人類の登場

    5.人類の拡散  

  第 2 章 日本の旧石器時代 ～ヴュルム氷河期～

    1.ユーラシア大陸と陸続きだった日本列島

    2.日本列島に大型哺乳類が登場

    

3.バイカル湖周辺の細石刃文化からの影響

4.旧石器時代の遺跡

5.旧石器時代と縄文時代の生活

第 3 章 縄文時代の輪郭 ～日本の新石器時代～

      1.縄文人の身体的特徴と縄文期の長期微変動

         傾向

      2.縄文時代の遺跡   

      3.石材からみた縄文時代の交易

      4.縄文式土器の造形美

  5.縄文時代の食生活   
      6.新展開、稲作の伝来ルー ト

  第 4 章 弥生時代の多様性  

     1.縄文時代と弥生時代の境界線

     2.弥生時代の生活

     3.弥生時代の遺跡

4.デフォルメされてきた縄文人と弥生人との

       比較論

  第 5 章 日本の人口推移

    1.日本の長期人口変動

2.古代日本の地域別人口推移

写真 1：熱心に講演される講師の藤井氏

第Ⅱ部 日本人のルーツはどこにあるだろうか

   ～血液型や遺伝子からみた世界における日本人

    の輪郭～

第 1 章 世界各国の血液型の分布状況

    1.ABO 式血液型  

    2.血液型の出現順序と平衡選択

    3.地域・国別血液型の構成

    ～中央アジア・ロシア沿岸部・日本のライン～

  第 2 章 遺伝子（Gene)と DNA からみた世界に

おける日本の位置付け

    1.細胞の構造と性染色体

    2.ミトコンドリアハプログループによる民族系統図

☆ 委員会報告 ☆  
第 11 回 YMK 会

文化活動委員会  日高 義朝
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   3.Y 染色体ハプログループの基本的系統樹

    4.Y 染色体ハプログループ、日本と周辺地域

      との相互依存関係

    5.Gm 遺伝子からみた日本とユーラシア大陸

      との点と線

     写真 2：熱心に聞き入る参加者

第 3 章 日本人に似ている民族はどこだろうか

      キルギス人、ブリヤード人、チベット人等

  第 4 章 日本人の源流についての見解

  第 5 章 遺伝子の観点から大陸とは遠い関係にある

背景はどこにあるのだろうか。

    1.任耶の存在性と帰化

    2.古代日本の権力の象徴、前方後円墳に

      ついての出土範囲

    3.大陸に及ぶ日本製の装飾品の勾玉

    4.渡来人の定量論についての推論

■日本人の源流についての講演者の見解

文化人類学・歴史学・古文書・骨考古学・人類遺伝学等の

様々な学術的な研究を紐解きながら講演者の豊富な知識

に基づいた独自の見解も盛り込まれた。

1.ハイブリッド民族の創成

1）最初に大陸と陸続きだった旧石器時代に南アジアの幾

   つかの少数の集団が日本列島に流入してきた。また、

   旧石器時代～縄文時代の初期にかけて北方のロシア

   南部のバイカル湖周辺からユーラシア西南部沿岸地

   域・樺太等を経由して日本列島にやって来た集団も

   あった。 講演者は、後者の影響がより強いのでは

   ないかと推測する。

2）弥生時代に、中国や韓国の大陸から、渡来人として定

着してきた集団もあった。

3）基本的な流れとしては、これらのルートからの集団が相

互の影響を受けながらも融合され、日本人の源流を  

創ったのではなかろうか。

2.日本人の文化の原点は縄文時代

1）考古学の観点からは、縄文人の外見や体形は、当時の   

  世界を見渡してもどこにも見当たらない極めて特殊な

  スペックをしているとの評価が定着している。  

2）最後の氷河期が終わった 1 万年前から日本列島は、

大陸との地続きがなくなった。

  （A）これに伴い、基本的に海を隔てた外の世界から長く

    孤立した。

  （B）この期間中に現日本人の独自な身体特徴が生まれ、

    日本文化の原型も醸成された。     

3）周辺から集まってきた様々な集団が「行き場のない日

   本列島」で、その気候や地理的に適応した動植物を食

   し、地理的に適応した動植物を食し、固有の文化も花

   開いたのだと思われる。日本文化の基礎的な枠組み

   は、この縄文期に形成されたと見たい。

4）弥生文化は、この延長線上にあり、既存の縄文文化と

   うまく溶け込んで融和したと思われる。

◆懇親会

・日時：2019 年 3 月 9 日（金） 午後 6 時～8 時 45 分

・場所：『咲くら 横浜店』  ・参加者 18 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。伊藤達様のご発声で乾杯。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。講演で紹介された縄文人と弥生人の身体的特徴や、

血液型の多様性などについて、各自の思いも合わせながら

議論が盛り上がった。話は熱を帯び、「日本人がどこから

来たか」から、「これから日本はどこへ向かうのか」に発展し、

大いに盛り上がる懇親会であった。

写真 3：熱心な談義に花咲く懇親会

         

なお、今秋9 月開催予定の第12 回YMK 会では、同氏

の歴史シリーズ第 6 弾として、「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 幹事  中田靖夫、日高義朝
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新入会員（2018.10.1～2019.3.31）

個人会員（ご入会順、敬称略）

瀧澤明道、樋口三左男、圷 昭二、最上 徹

＊103 号に上記の皆様の記載が抜けていました。

大変失礼をいたしました。

新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。

1～3 月実施行事

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

4 月 9 日会員ご招待特別フォーラムのご案内

日時 ：2019 年 4 月 9 日（火）15：30～19:00
場所 ：林野会館（東京・茗荷谷）

講演者：

『アクティブシニアのライフプラン

～民法改正を踏まえた新時代のマネープラン～』

NPO 法人 FP ネットワーク神奈川会員

福島佳奈美 様

『半導体産業人協会に参加して』

なとり取締役 中尾誠男 様

6 月 28 日 SSIS フォーラムのご案内

日時 ：2019 年 6 月 28 日（金）15：30～18:00
場所 ：林野会館（東京・茗荷谷）

講演者： 大場重生氏

ソニーセミコンダクターソリューションズ

イメージングシステム事業部 副事業部長

今後の行事予定

4 月： 3 日 第二回山歩きの会

「景信山から高尾山を経て高尾温泉へ」

9 日 会員ご招待特別フォーラム

18 日 理事会／執行会議

23 日 春季九州工場見学会

24 日 第 19 回 SSIS オープンゴルフ大会

5 月： 16 日 理事会／執行会議

23/24 日 春季入門講座

30/31 日 春季ステップアップ講座

6 月： 8 日  第 11 回多摩会

20 日 理事会／執行会議

27 日 諮問委員会

28 日 SSIS フォーラム

ご寄付芳名（敬称略、50 音順）

一般寄付

2019 年 1 月(103 号)掲載以降、2019 年 3 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。

青木昭明、荒巻和之、池永和夫、石川静香、石川 元、

市山壽雄、井上道弘、内山雅博、内海 忠、梅田治彦、

遠藤伸裕、岡本有司、小川洋史、加藤修央、

神山治貴、川端章夫、川本佳史、木原利昌、

栗原啓志郎、小崎勝浩、小林伸至、斎藤照子、

坂本典之、崎谷文雄、佐々木 元、島 亨、清水秀紀、

鈴木孝徳、鈴木俊治、高橋令幸、高畑幸一郎、

田中喜男、田辺 功、趙 成洙、長尾繁雄、中澤修治、

中田靖夫、永塚幸夫、中根 久、中村恒夫、橋本浩一、

羽田祐一、藤澤良次、堀内豊太郎、

牧本次生、増田尚也、増原利明、萬田和彦、溝上裕夫、

宮下 実、山崎俊行、山根正熙、八幡惠介、吉澤六朗、

渡壁弥一郎

会員状況（3 月 31 日現在）

個人会員 228 名  賛助会員 47 団体
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