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トランジスタは何時発明されたか？と問えば、本誌

の読者100人のうち、90人以上は1948年、アメリカの

ベル研グループ による、と答えるに違いありません。 
それは間違いではないのですが、ベル研グループ

が発明したのは正確にはバイポーラ型であって、現在

のエレクトロニクスで集積回路などに主流デバイスとし

て活用されている電界効果型ではありません。電界効

果トランジスタのアイディアを提案したのはその 20 年

以上前の 1925 年、ドイツ・ライプチヒ大学のリリエンフ

ェルトでした。彼は連続していくつもの特許出願をして

おり、彼以外にもゲッチンゲン大学のハイルが薄膜電

界効果トランジスタの特許を 1934 年に出願していま

す。これらの発明は現代の眼でみてもきわめて周到に

考案されていて、実際に動作しなかったのが不思議な

くらいです。 
日本でも三極および五極真空管を主な能動デバイ

スとして利用するいわゆる「前期エレクトロニクス」はラ

ジオ放送が開

始された 1925
年を契機として

研究開発が活

性化しつつあり

ましたが、世界

的には真空管

の有用性ととも

に そ の 欠点も

認識されつつ

ありました。 
 

アメリカ MIT
の博士課程を

修了して 1936 年、ベル電話研

究所に職を得たウイリアム・シヨ

ックレイが上司のケリーから与

えられたテーマが 固体増幅器の研究でした。これは

その当時の電気技術者の関心事からみれば当然の選

択と言えましょう。 
ショックレイたちが取り組んだのはリリエンフェルトや

ハイルが提案した電界効果トランジスタの追試でした。

彼らはゲルマニウムやシリコン薄膜を用いた MOS 構

造の試料の面方向に流れる電流をそれに垂直方向の

外部電界を印加して制御することを試みました。しか

し、その効果は期待値の 1/1000 程度しか得られなか

ったので彼らは落胆しました。その時、同僚のバーデ

ィーンが 仮説を出しました。半導体結晶の表面には

高濃度の格子欠陥が存在して電荷のトラップとして働

き、その固定電荷のために外部電界が遮蔽されてい

る、というのです。その効果を検証するためにもう一人

の同僚であるブ

ラッテンがゲル

マニウム単結晶

表面に二本の

探針を立て、電

界の影響を調

べようとしまし

た。その時、偶

然に増幅作用

がみつかった

の で す 。 1947
年 12 月、点接

触トランジスタ

の誕生でした。 
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図１．電界効果トランジスタの発明者 

J.E.リリエンフェルト（1882-1963） 

（出典：Wikipedia） 

リリエンフェルトの固体増幅器の特許（1928）

図２．リリエンフェルトの電界効果 

トランジスタ （出典：特許明細書） 

薄膜トランジスタは「コロンブスの卵」か？ 

理化学研究所 名誉研究員  丸山瑛一 
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この事件があまりに劇的であり、それに続くショックレ

イのバイポーラトランジスタの発明が水際立っていたた

めに、電界効果トランジスタの研究は影が薄くなってし

まいました。シヨックレイ自身はジャンクション FET を

発明し、1960 年になってベル研のカーンとアタラが

MOS トランジスタという歴史的デバイスを発明するの

ですが、ショックレイは自身の失敗実験のトラウマから

後に主流になる MOS を認めようとせず、ジャンクショ

ン FET にこだわり続けました。 
 
ショックレイが作った二つの「神話」があります。半導

体能動素子は単結晶を用いないと作れない、というこ

とと、MOS ヘテロ構造は再現性と信頼性に欠ける、と

いう「迷信」です。 
 

この迷信を打ち破る試みに挑戦したのが RCA 社の

P.K.ワイマーでした。彼は 1961 年CdS 結晶を用いた

MOS トランジスタの動作実験に成功して、さらに CdS
蒸着薄膜を用いた集積回路の撮像デバイスをつくりま

した。しかし、この成功はワイマーが表面欠陥の影響を

受けにくい II-VI 族材料を使ったからだと考えられ、Si
トランジスタの世界ではショックレイ神話はさらに生き続

けました。 
 
1960 年、キルビー、ノイスらの集積回路の発明とと

もに SiMOS トランジスタは半導体能動素子の主流の

道を歩み始めますが、一方で薄膜トランジスタは液晶

や EL ディスプレイなどの画素間混信防止のための非

線形デバイスとして根強いニーズを抱えていました。 
このための材料としてもっぱら II-VI 族が探求され、ウ

ェスチングハウス社のブローディは CdSeTFT の実用

化に自信を持っていました。しかし、実用デバイスとし

ては依然として再現性と信頼性の問題を抱えており、

ワイマーの発明から空しく 20 年が経過しようとしていま

した。 
 

当時、私は日立製作所中央研究所で世界初のカル

コゲナイドアモルファス半導体の MOS ヘテロ接合受

光ダイオード撮像管「サチコン」の製品化に従事してい

ました。そこでは同僚の白木靖寛さんが MBE 技術を

駆使してシリコンの低温エピタキシーに取り組んでい

ました。白木さんたちが低温で作製したシリコン薄膜で

トランジスタを動作させたことを私が半導体専門家の徳

山巍さんに告げると、FET はポリでも動くからね、とい

って皮肉っぽく笑いました。私はその時ハッと気づい

て、白木さんにガラス基板上にポリシリコン薄膜をつけ

て、トランジスタを作って見ないかと勧めました。 

コーニング7059ガラス基板上に綺麗なシリコン薄膜

は形成できたのですが、試作担当の松井誠さんがトラ

ンジスタを作ろうとしても半導体屋さんは決してリソグラ

フィ装置を使わせてくれません。ガラス基板と聞いただ

けでその試料はナトリウム入りだろうといって悪魔のよう

に見られるのです。そこで磁気バブルメモリの研究グ

ループに頼み込んでようやくトランジスタの試作ができ

ました。こうして作ったトランジスタで見事な動特性が

得られたのが 1978 年の暮のことでした。 
これに勇気を得た我々が液晶ディスプレイを試作し

ていた翌年1979年の3 月に英国ダンディー大学グル

ープがアモルファスシリコン(aSi)トランジスタに関する

レターを発表しました。アモルファス半導体の研究者

である私は aSi という材料の電子移動度が低く、太陽

電池のような垂直電流デバイスには向いていてもFET
のような面電流デバイスには不向きであると考えてい

ました。 
しかし、ポリシリコン TFT の特許を出願するために

は aSi との差別化が重要です。苦労して作り上げた特

許出願のクレームは「シリコンを含む多結晶半導体を

用いたデバイスで、キャリアー移動度が 1cm2/V sec 以

上のもの」としました。これは 今考えてもなかなかよく

できた請求範囲であったと思います。 

各国特許部門とのやり取りも大変苦戦しましたが、日

本、米国、EU で公知例である aSi との差別化が認め

られ、登録を勝ち取ることができました。この特許の優

先権主張日は 1979 年 7 月 20 日です。翌年、論文発

表と同時に朝日新聞のスクープ記事として 1980 年 7
月 14 日の朝刊一面に大きく掲載されました。 

新聞発表は大きな話題になりましたが、超高真空プ

ロセスという先端技術を用いていることに不評も高まり

ました。われわれはこのプロセスを量産に使うつもりは

なく、ポリシリコンの可能性を示したことに意義があると

図 3 LTPSTFT を作製した超高真空蒸着装置 
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考えていましたが、事実、量産プロセスの確立には日

立を含め各社が苦心しました。結局、CVD シリコン薄

膜にレーザーアニールを適用して均一なポリシリコン

膜を作ることに成功したのはシャープ(株)が最初で

2000 年以降でした。 
この時点ではせっかくの基本特許も 20 年間の有効

期限が切れて、ただの「紙くず」になってしまいました。 
低温ポリシリコン TFT(LTPSTFT)は発明から実用

化までになぜ 20 年以上の歳月がかかったのでしょう

か。 
それは LTPS という半導体材料が aSi という材料と

はほとんど別物といっていいほど異なったもので、物

性といい製造プロセスといい全く新規な取り組みを必

要としたからです。 
ダンディー大学グループはグロー放電 CVD という

方法で作製したシリコン薄膜がアモルファス材料であり

ながら欠陥密度が小さくて微量不純物のドーピングに

よって伝導型が制御できることを1975年に発表して大

きな話題になりました。しかし、それがなぜであるかは

明らかでなく、かれら自身もその原因はもっぱらグロー

放電 CVD というプロセスのためである、と考えていま

した。実は、aSi 材料に含まれる大量の水素が主役を

演じていたのですが、それが明らかになったのは数年

後のことでした。aSi が平面ディスプレイ用の TFT に

利用可能であるとの 1979 年のレターの同時期に同大

学のマダンがSi真空蒸着膜とグロー放電CVD膜との

電界効果を比較して、前者には電界効果が全く見られ

ない、と結論づけるなど特性上の両者の差異を強調し

ています。 
 
 

つまり、LTPS という材料は、まさにショックレイ神話

の代表的な材料でした。aSi と LTPS との関連を明ら

かにしたのは aSi を用いた太陽電池の「サンシャイン

計画」の中で電総研をはじめとする日本の研究陣の功

績でした。 
 

ダンディー大学の aSiTFT は製法が容易であった

ため、液晶テレビ用として急速に普及しました。一方、

中小型デバイス用としては性能が不十分であったた

め、LTPSTFT が 徐々に主流の場を奪って行きまし

た。LTPSTFT の製品化に成功したシャープ（株）の

船田文明氏は私への私信の中で、「丸山さんたちが提

案した LTPSTFT の製造は aSiTFT に比べて 100 倍

も難しかった」と述べておられます。しかし、特許権が

失効した後では、専門の技術者も LTPSTFT に関す

る日立のオリジナリティに注目することがなく、単に

aSiTFT の発展形であると考える人が多くなりました。 
 

LTPSTFT はいわば「コロンブスの卵」でした。ショッ

クレイの神話にとらわれた技術者が30年以上も手を出

さなかった材料ですが、低温ポリシリコンで薄膜トラン

ジスタが実現可能であるという報告を聞いた途端、たと

え100倍難しくてもそれを達成してしまうのが日本の技

術者です。 
現在、10 兆円以上にのぼるスマートフォン世界市場

の大部分を占めている LTPSTFT を用いたディスプレ

イの開発史を知って頂きたいとこの小文を書きました。

毎日電車に乗るたびに何十人もの人がスマートフォン

の液晶画面をみつめているのを見ながら、密かな満足

感と一抹の寂しさを味わっています。 
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１.Trillion Sensors 
Trillion Sensors Initiativeは、年間1兆個のセンサを

使用する社会、“Trillion Sensors Universe”を10年後

の 2023 年に実現することを目指し、2013 年に米国で

スタートした。年間1兆個とは、現在のセンサ需要の約

100倍、世界の70億人が、年間142個ずつ使用する規

模である。そのような社会においては、医療、農業、環

境、社会インフラ等あらゆる分野を覆うセンサがネット

ワークに接続され、ビッグデータの適用範囲を拡大し、

社会や生活を大きく変える。それによって、全ての人に

とっての、飢えの解消、医療・ヘルスケアの享受、汚染

の除去、クリーンエネルギーの確立等、地球規模の課題

が解決され、ほぼ20年後に到来するAbundance＊1（潤

沢な世界＊2）が実現する。それは、IoT やディジタル

ヘルスのように、多様に出現しつつある地球規模の経済

的な潮流に沿って実現可能なものとなる。 
Trillion Sensors Initiativeの起源は、2010年10月に、

米 Stanford 大学で開催された MEMS Technology 
Summit Conferenceに遡る。そこでは、2017年までに、

7兆個のセンサの群れが必要となるとのビジョンが提示

された（Muenzel Horst, 独Robert Bosch社）。これを

契機として、急増すると予測されるセンサの探索が、

Janusz Bryzek （ 米 Fairchild Semiconductor 
International 社（Fairchild 社））によって、継続して

進められた結果、10 年後に使用される 1 兆個のセンサ

に向けての多数の情報の発見へ至ることとなった＊3。 
１兆個に向けたセンサ市場の成長を加速するために

は、集中的な製品化の努力が必須であるという、Janusz 
Bryzek が MEMS ベンチャーとの関わりで得た経験に

基づく確信は、米Berkeley Sensor & Actuator Center
（BSAC）／米 California 大学 Berkeley 校（UC 
Berkeley）における提言（Vijay Ullal, Fairchild社）に

よって、さらに強いものとなった。それは、“Cooptition”
（cooperating competitors）の用語創造呼びかけと

MEMS市場（100億ドル（1.2兆円）から3000億ドル

（36 兆円）の市場が既に射程）の成長を加速するに必

要な標準MEMSプロセスの開発に共同で投資しようと

いうものであった。一方、MANCEF※4の推進者で 

 

あるSteve Walsh教授（米

New Mexico 大学）は、今

後出現するセンサ・アプリ

ケーションの早期予測のた

めに、MANCEF の過去の

Roadmap の経験を再利用

しながら、Trillion Sensors 
Roadmap を作成すること

を提言した。 
2012 年に入り、Roadmap のコンセプトが各地の会

議で提案され、米国、欧州の関係者による

Brainstorming によるアイデアの創出を経て、

TSensors（Trillion Sensors）Summit Conferenceのコ

ンセプトが、Janusz Bryzek主導で生まれるに至った。 
2012年後半、Janusz Bryzekは、書籍Abundance※1、
2に遭遇し、TSensors Summitを推進する更なる動機

付けとなる。Janusz BryzekからTSensors Initiative
についての情報を得たAl Pisano教授（UC Berkeley）
がその支援を決断、2013年3月8日、UC Berkeleyに

て 開 催 の 、“ The Trillion Sensor Universe: 
Manufacturing Challenges”会議へと発展した。 

Janusz Bryzek が主宰する TSensors Summit が、 

１兆個のセンサ・アプリケーションとセンサ・タイプを

見つけることに焦点を当てる一方で、Steve Walsh教授

の主導するTSensor Systemsは、データ移送・通信、

アルゴリズム、解析、データ処理とセンサ融合、データ

保存とクラウド、等、2023 年の Trillion Sensors 実現

のための基盤技術に関する Roadmap の展開に焦点を

当てる。センサが支える、10年後のAbundanceについ

ては、その書籍＊1､2の中で、全ての人にとって、飢え

がなく、医療が行き渡り、汚染もなく、エネルギーを享

受できる理想の世界が、ほぼ 20 年後に到来するとされ

ている。その世界は、8種類の指数関数的テクノロジー

（バイオテクノロジー、コンピュータ、ネットワークと

センサ、人工知能、ロボティクス、3Dプリンティング、

医療、ナノテクノロジー）によって実現される。センサ

は、その指数関数的テクノロジーのひとつであるととも

に、他の指数関数的テクノロジーにも組み込まれる重要

forum 
SSIS トリリオン・センサの創り出す

新しい社会 

～日本の取り組むべき課題～

SPPテクノロジーズ株式会社 エグゼキュティブシニアアドバイザー 戦略会議議長 神永  晉 

マーケティング部 グループ長                    金尾 寛人 
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な技術とされる。予測されるセンサの必要数は、2020
年代後半に、45 兆個（2007 年の 10 億個、2014 年の

100億個から大きく増加）と予測されるが、新たなセン

サの従来の平均的開発期間は、30 年を要しており、予

測されるAbundanceの到来までの期間より長期間を要

してしまう。したがって、TSensors Initiativeの目的は、

センサの開発期間の大幅な短縮にある。すなわち、

Abundanceの実現のために、TSensors Summitsにお

ける専門家の予測によって、将来出現する超多量のセン

サ・アプリケーションを早期に明示することによって、

新たなセンサの開発期間短縮に大きく貢献する。そのた

めに、TSensors Summitsは、10年後に出現する超多

量センサ・アプリケーションを提示することによって、

過去の平均センサ開発期間 30 年を大幅短縮することを

目的とし、TSensors Roadmapは、TSensors Summits
で提示された内容をまとめることによって、

Abundance 実現のための、産学官におけるセンサ開発

指針を作成することを目的とする。さらに、Abundance
の実現に貢献するセンサの製品化を加速するために、

TSensors Supply Chainを構築する。 
 
2. Trillion Sensors Summits 

2013年3月のTrillion Sensors Universe Workshop
（UC Berkeley で開催）に引き続いて、2013 年10 月

に米Stanford大学にて、第1回TSensors Summitが
開催された。2014年2月に東京、9月には独Munich、
11月には米San Diego、12月には再度東京で、順次開

催された。各回のサミットでは、150～300 名の参加者

が見られ、活発な議論が展開された（表1＊3）。 2013
年10月の第1回TSensors Summitには、米国・欧州

を中心とした大手 IT・半導体・電子産業関連企業、大

学・研究所、MEMS を中心とした著名人の多くが一堂

に会した。全世界から集まった 50 数名の専門家がそれ

ぞれ講演、総勢250名の参加者で議論を展開した。筆者

は、唯一の日本人として講演し、日本のプレゼンスをア

ピールしたが、欧米の関係者の熱気には圧倒されるもの

の、いつものことながら、技術的な内容は日本の方がは

るかに高いレベルのものを持っていることを改めて痛

感した。一方、仕掛けが上手であることは相変わらずの

彼らのエネルギーを日本に持ち込んでクロス・ボーダー

の協業を進めることが肝要という印象を持った。 
第1回TSensors Summitで提示された、約300の用

途（Applications）は、ヘルスケア、環境/インフラ、食

料生産、エネルギー、自動車等、9種類の用途に分類さ

れ、約 20 種類のセンサ技術プラットフォームと相互に

関連付けられた。また、3D プリンティング、エネルギ

ー・ハーベスティング、超低電力無線通信、セキュリテ

ィ等、TSensors を実現するための、6 種類の基盤技術

が提示された。その後のTSensors Summitで随時追加

され、地球規模で 大の経済的効果が得られる組合せの

選択作業がワーキンググループによって計画された。

2020 年までに、18 兆ドル（2150 兆円）という驚くほ

どのビジネス機会創出が予測され、地球規模の労働力の

劇的な再構築（10年間で現労働力の60％以上喪失）と、

それを超える高度技術職業の創出が期待される一方で、

大きな社会不安を回避するための世界レベルの大規模

な再教育の必要性も示唆されている。 
 
3. MEMS微細加工技術～デバイス～システム 
センサがネットワークにつながることによって、爆発

的に用途が拡大する Trillion Sensors の実現には、

MEMS が重要な役割を果たす。MEMS に関しては、

東北大学の江刺教授が、既に1970年代初頭、研究開発・

製品化を手掛けており、1982 年に発表された Kurt E. 
Petersen（当時､米 IBM Research Laboratory社）の論

文“Silicon as Mechanical Material”では、半導体微

細加工技術により、機械部品の製作が可能であることが

示唆され、1987年に米国で“MEMS”という用語が確

立した。筆者は、1980年代後半に米国におけるMEMS
の動きに触発され、センサ等のMEMSデバイスの開発

表１、Tsensors Summit　一覧表
Location Date My Co-Chairs Logistics by Number of

Speakers
Attendees

Stanford University Oct 2010 Roger Howe, Kurt
Petersen, Joe Mallon,
Roger Grace

Mepcom/Bette Cooper 28 250

UC Berkeley Mar 2013 Al Pisano, UC San Diego UC Berkeley 8 140
Stanford University Oct 2013 Roger Howe, Stanford

University
Mepcom/Bette Cooper 47 250

Tokyo Feb 2014 Susumu Kaminaga, SPP
Technologies

Nikkei BP/Tsuneyuki Miyake 17 200

Munich Sep 2014 36 150
San Diego Oct 2014 Al Pisano, UC San Diego Mepcom/Bette Cooper 36 200
Tokyo Dec 2014 Susumu Kaminaga, SPP

Technologies
Nikkei BP/Tsuneyuki Miyake 41 200

213 1390Total
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を目指しながら、その微細加工プロセス技術の開発・事

業化に着手した。国内における研究開発用前工程一貫装

置の開発・製品化に引き続いて、英国にて買収したベン

チャー企業のSurface Technology Systems社（現、英

SPTS Technologies社）において、独Robert Bosch社

の発明したボッシュ・プロセスに基づき、誘導結合型プ

ラズマ（ICP：Inductively Coupled Plasma）によるシ

リコン深掘り技術（DRIE：Deep Reactive Ion Etching）
の開発・製品化に成功し、1995 年に世界 初の DRIE
装置を市場に導入した。従来の半導体プロセスにおける

RIE（Reactive Ion Etching）の数倍のエッチング速度

で、バルクシリコンに高アスペクト比のトレンチ構造を

形成するこの技術は、MEMSデバイス開発者を驚かせ、

その後のMEMSデバイス開発・製品化の大きな推進力

となった。このボッシュ・プロセスに基づく DRIE 技

術は、シリコンの保護膜形成とイオン衝撃による底部保

護膜除去、露出した底部シリコンのエッチングを繰り返

すことにより高アスペクト比のトレンチ構造を形成す

るもので、塩素系の腐食性ガスを使用せず、クライオプ

ロセスを必要とせずに室温でのシリコン深掘りが可能

のため、MEMSの3次元構造を製作するための強力な

微細加工技術となった。この技術がデファクトスタンダ

ードとしてMEMS業界に受け入れられた1995年以降、

新しいMEMSデバイスの開発を目指す顧客のより高度

な要求に応えるために、図 1 に示す様な側壁形状制御、

側壁表面粗さ、マスク選択比、SOI基板の酸化膜界面に

おけるノッチ防止、さらに大口径ウェーハにおける均一

性、等々の性能向上を図りながら、エッチング速度を大

幅に向上させた。その集大成として、2005 年に

PEGASUSが市場に投入され、2012年には、デバイス

形状の均一性を大幅に向上させたPREDEUSが完成し

た。MEMS 固有の微細加工技術としては、DRIE 技術

に加えて、シリコン酸化膜及びシリコンの犠牲層エッチ

ングをドライプロセスで可能とする技術や厚膜・低スト

レス膜の成膜技術、PZT、AlN膜等の圧電薄膜成膜技術

も開発・製品化され、これらによって、多様な MEMS
デバイスの微細加工が可能となった。さらには、ウェー

ハ接合技術や両面露光技術、シリコン以外の材料の微細

加工技術も順次実用に供されるよう開発が進められ、

MEMS産業の発展に寄与して来た。 
MEMSは、自動車向けに、圧力センサ・流量センサ・

エアバッグ用加速度センサ・姿勢制御ジャイロ・タイヤ

圧モニタリングシステム、また、インクジェットプリン

タ用ノズル・アクチュエータ・リザーバや、ディスプレ

ーのピクセル等で実用化され、さらには光通信用スイッ

チや導波路、携帯電話要素子、ゲーム機用加速度センサ、 
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スマートフォン用加速度センサ・ジャイロ・マイクロ

フォン・絶対圧センサ等々、広範囲に使用されるとと

もに、その数量も飛躍的に増大した。また、MEMS
センサの特質を生かしたワイヤレス・センサ・ネット

ワークの使用が、種々の分野で進められている（図2）。 
今後、省エネルギー、代替エネルギー、社会インフラ、

環境保全、安全・安心社会、ヘルスケア、バイオメディ

カル等の分野での応用が拡大するものと思われる。 
さらには、半導体の微細化の限界を克服するキーテク

ノロジーとされるシリコン貫通電極（TSV：Through 
Silicon Via）の形成に、MEMSで培われたDRIE技術

が重要な役割を果たしつつあり、300 ㎜ウェーハ用

DRIE 装置 PEGASUS300 を開発・製品化したが、半

導体の微細加工技術をベースとして発展したMEMS微

細加工技術が次世代半導体に寄与することは興味深い。 
筆者は、MEMS 微細加工技術の研究開発・事業化を

進めるとともに、MEMSデバイス（ジャイロ）の開発・

事業化、さらにはMEMSシステム（ワイヤレス・セン

サ・ネットワーク）へと事業展開する過程で、顧客の様々

な要求や市場の動向を見ながら、必要な資金、人的リソ

ースを常に確保するために、自主開発に加えてM&Aを

駆使して業容拡大を進めた。その過程で、技術開発を中

長期的な視野で持続的に推進し、事業化・産業化を目指

すためには、グローバルな視点に立って技術の動向を見

極める技術経営が必要であることを深く認識した。その

先に出現したTrillion Sensorsの如く衝撃的なプロジェ

クトを見ると、その点をさらに強く感じる。 
 

 

4. まとめ 

センサがネットワークに繋がることによって、爆発的

な用途拡大が予測され、“Trillion Sensors Universe”の
実現にMEMSが重要な役割を果たすことは論を待たな

い。半導体に比べて、MEMS センサの適用アプリケー

ションが急激に増加し、MEMS の比率が大きく上昇す

る予測もなされている。そのMEMSの製品化を支える

ために半導体遊休設備の再構築も大きな課題である。 
Trillion Sensors Initiativeが、新たなセンサの開発を

加速することによって、必要とされる半導体、パッケー

ジング、システム化、アプリケーション、さらには新た

なビジネスモデルの創出を目指している中で、本質的に

求められているのは、新たなニーズ・アプリケーション

の出現であり、それを支える産業の構築である。Trillion 
Sensorsに見られる世界的な動きに、日本がその技術と、

新たに創出するアプリケーションによって、主体的に関

与し、国内に新産業を創生するとともに、全世界へ貢献

することが、日本産業界復権の道であろう。 
 
＊1 『Abundance』 http://www.abundancethebook.com/ 
＊2 『楽観主義者の未来予測』 熊谷玲美訳，早川書房 
＊3  TSensors Initiative Update 
＊4  The Micro and Nano Technology，

Commercialization Education Foundation 
 
 

 

図2 ワイヤレス・センサ・ネットワークの適用アプリケーション 
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1. はじめに 

 
糖尿病，高血圧症，脂質異常症で代表される生活

習慣病の増加が，大きな社会問題となっている。日

本では，生活習慣病は国民医療費の約3割を占め，

死亡数割合では約6割を占める。また最近の研究で

は，生活習慣病は認知症の発症にも関連していると

いう報告もされている[1]。生活習慣病は生活習慣の

改善により予防可能な疾患である。このため，健康

診断や保健指導の充実など，その予防の様々な施策

が進められている。 
一方，近年の技術の進歩により，人に関わる様々

なデータを収集，分析可能な環境が非常に充実して

きた。具体的には，小型で低消費電力の半導体セン

サによる生体情報の常時計測，健康診断の結果やカ

ルテなどの情報の電子化，大量のデータを効率的に

分析可能な高度なデータ分析アルゴリズムなどの開

発が進められている。 
このようなセンサや分析技術の進歩により，人々

の健康に関わる多種多様で大量の情報を収集，分析

することが可能になり，今まで見えなかったことが

明らかになり，あるいは専門家や経験者のみが有し

ていた知識や知恵が共有できるようになりつつある。

即ち，誰もが簡単に健康維持や疾病予防の能力を身

につけることができる新しい世界（ウェルネス社会）

が実現できる。 
我々はウェルネス社会の実現に向け，健康的な生

活習慣の維持，あるいは生活習慣病の予防に役立つ

様々な技術開発に取組んでいる。今回，リストバン

ド型ライフレコーダー，生活習慣改善支援プログラ

ム「はらすまダイエット」に関わる技術開発につい

てご紹介する。 
 
2. リストバンド型ライフレコーダー 
生活習慣を支援する技術開発の実現には，人の活

動状況の常時計測が重要である。従来，監視カメラ

による行動記録などの方法があったが，その多くは

限られた空間で多数の機器を必要とするものであり，

多くの人の活動を常時記録することは容易ではなか

った。そこで我々は，腕の3軸加速度に着目し，人

の活動を小型，低消費電力で常時測定する技術開発

に取組んでいる[2]。 

 
2.1 リストバンド型ライフレコーダーの概要 

図１は，我々が開発しているリストバンド型ライ

フレコーダーである。24時間連続装着可能なリスト

バンド形状のデバイスで，重さ約20グラムである。

3軸加速度と温度センサを内蔵し，これら全ての波

形データを3ヶ月以上蓄積可能である。蓄積したデ

ータは，PCとUSBケーブルで接続されたクレード

ルを経由して，PCに転送することができる。また，

データ転送と同時に内蔵電池への充電が可能である。

1回の充電で約2週間稼働できるので，日常の使用に

おいて，電池切れを起こしにくい。 
 

図2(a)は，リストバンド型ライフレコーダーを用

いた長期連続データによる生活リズムの可視化の一

例である。生活リズムを色のパターンで表現するも

ので，ライフタペストリーと称している。横軸は1
日の計測時間（0時から24時）を，縦軸は計測日を，

色は活動強度を表し，青色は睡眠などの活動が非常

に少ない状態で，水色，緑色，黄色になるにつれて

forum 
SSIS

センサと情報処理が切り開く 

新しいウェルネス社会の実現 

（株)日立製作所 研究開発グループ 

ヘルスケアイノベーションセンタ   伴 秀行 

図1 リストバンド型ライフレコーダー

リストバンド型
ライフレコーダー

（試作機）

クレードル
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身体活動が多い状態を示し，赤色は歩行や運動をし

ている状態を示す。 
図2(b)は，様々な人のライフタペストリーの例で

あり，規則正しい生活をしている人，不規則な生活

をしている人，活動的な人など，色のパターンを見

るだけで，長期にわたる人の生活リズムの違いを直

感的に把握することができる。このように，リスト

バンド型ライフレコーダーを用いることで，常時，

身につけているだけで，日々の生活リズムをわかり

やすく把握できる。 

 
2.2 スポーツ選手の育成支援への活用 
リストバンド型ライフレコーダーの活用事例とし

て，スポーツ選手のコンデ

ィション管理への応用につ

いて述べる。 
従来のスポーツ分野にお

ける人の計測は，競技中の

選手の動きの計測や解析を

中心に進められてきた。し

かしながら，選手が試合中

に最大のパフォーマンスを

発揮するためには，試合に

向けたトレーニング，更に

は，毎日のコンディション

管理も重要である。我々は，

このリストバンド型ライフ

レコーダーの常時装着，常

時計測可能な特長を活かし，

コンディション管理からト

レーニング，更には試合に

至る選手の計測を全て実施

可能な技術開発に取組んでいる。その中で， サッカ

ーJリーグのU-18チームの選手のコンディション管

理に試行した事例を紹介する。 
本取組みは，先ず，各選手にリストバンド型ライ

フレコーダーを約1週間装着して頂いた。その後，

計測結果を選手と指導者との間で共有して頂き，コ

ンディションとの関連をヒアリングする形で行った。 
 
 

図3は，計測結果の一例で

ある。1日の生活状態を，グ

ラフなどを用いて可視化した。

横軸が1日の計測時間（0時か

ら24時），縦軸は，運動頻度，

運動強度（METs）などが表

示される。下部には，行動内

容と睡眠時間が表示される。

これらは，加速度データを分

析して自動的に生活状態を判

別し，その結果を色別に表示

したものである。このように，

リストバンド型ライフレコー

ダーを装着することで，24時
間の生活状態を定量的に把握

できる。 
このような各選手の計測結

果を選手と指導者との間で共

有した結果，今回，毎日の練習前，選手は横になっ

て休息を取り，コンディションを調整していたこと

○色彩ごとの生活行動の目安

睡眠

デスクワーク

軽作業、立ち仕事

歩行、運動

安静、テレビを観る

小

←

活
動
量
→

大

0時 24時12時6時 18時

日
付

◆規則正しい生活 ◆不規則な生活 ◆活動的 ◆海外出張に

図2 長期連続データによる生活リズムの可視化

図2（ｂ） 人による生活リズムの違い

図2（a） ライフタペストリーの概要

温度

歩数

運動強度（METｓ）

睡眠時間

歩行時
運動頻度

行動内容

図3 コンディション管理の計測結果の一例
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がわかった。このようなコンディション管理のデー

タと，練習や試合のパフォーマンスとの関連性を分

析していくことで，よりパフォーマンスが発揮でき

るコンディションの調整が可能になると思われる。 
 
3. 生活習慣改善支援プログラム「はらすまダイエッ

ト」 
次に，生活習慣病の予防のための技術開発につい

てご紹介する。厚生労働省は，2008年より特定健康

診査・特定保健指導を推進している。これは，生活

習慣病の前段階である内臓脂肪症候群（メタボリッ

クシンドローム）の早期発見と保健指導により，生

活習慣病を抑制する取組みである。メタボリックシ

ンドロームとは，内臓に脂肪が蓄積した肥満と，動

脈硬化危険因子（高血糖，高血圧，脂質異常）が重

複して存在する状態である。その解消には，生活習

慣の改善により内臓脂肪を減少させる必要がある。

我々は，この内臓脂肪を効果的に減少させる保健指

導の方法として「はらすまダイエット」を考案し，

さらに保健指導の業務を支援するITシステムの開

発に取組んでいる[3]。 
 
3.1 「はらすまダイエット」の概要 

図4は，「はらすまダイエット」の概要である。体

重の5％を90日間かけて徐々に減量することで，内

臓脂肪のみを減少させる。本方法の特長は，以下の

2点である。 

 
(1) [初回面談]100kcalカードを用いた目標設定 
減量のためには，食事による摂取カロリーを減ら

す，あるいは運動により消費カロリーを増やす必要

がある。体重の5%を90日間で減量するためには，食

事や運動により，毎日約300kcalを抑制する必要が

ある。これは，食事ではご飯約1膳，あるいはビー

ル大瓶1本に相当し，運動では約90分の歩行に相当

し，多くの場合，毎日継続するのが難しい。 

そこで我々は，この300kcalを100kcal毎に小分け

して行動目標を設定する方法を考案した。具体的に

は，100kcalに相当する食事や運動が記載された

100kcalカードを用意し，これを3枚選択して実施す

るという方法で行動目標を設定する。カードは150
種類以上用意され，参加者は，数多くのカードから

実行可能な具体的な行動目標を設定できるようにな

る。 
 

(2) [継続支援]10日毎の指導者からの個別指導メー

ル 
減量への取組みの開始後，10日毎に指導者から参

加者に電子メールによる個別指導を実施する。従来

の指導の多くは，1ヶ月に1回程度の指導を実施して

いた。我々は，電子メールを積極的に活用すること

で，頻度の高い指導を実現した。 

表1は，「はらすまダイエット」の減量効果である。

弊社の保健施設「日立健康管理センタ」において

1486名が「はらすまダイエ

ット」に取組み，減量成功

率が50.2%，平均減量体重

が4.4kgという高い効果を

得た。また，開始時にメタ

ボリックシンドロームであ

ったもの531名の71.6%が，

メタボリックシンドローム

を解消できた。 
 

3.2 個別指導メールの業務

支援 
 「はらすまダイエット」

は，10日毎に電子メールによる個別指導を実施する。

指導者は同時に多くの参加者に指導を行うため，こ

の個別指導の作業は大きな負担になる。そこで，こ

の業務を支援する技術開発に取組んだ[4]。 
業務を詳しく分析すると，指導者は参加者の様々

なデータを参照しながら文面を作成している。そこ

で，大量の過去の個別指導メールの文面を自然言語

処理の手法を活用しながら分析した結果，参加者の

体重や100kcalカードの実施状況などの参加者の行

継続率 ９３．９％

減量成功率 ５０．２％

平均減量体重 ４．４ｋｇ

メタボリックシンドローム解消率＊1 ７１．６％
指導者数：1486名

*1: 開始時メタボリックシンドロームに該当、終了時健診を受診した531名の解消率

表1 「はらすまダイエット」の減量効果

図4 生活習慣改善支援プログラム「はらすまダイエット」の手順

１００ｋｃａｌカード

１．初回面談

定期的に

指導者からメール

２．減量実施

目標達成
おめでとうございます
・・・

メタボ解消！

３．最終評価

９０日減量・９０日維持
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動を褒める指導が多くなされていることがわかった。

また，参加者の行動の褒め方には様々なバリエーシ

ョンがあるものの，その多くは幾つかの種類に分類

できることがわかった。これらの分析結果に基づい

て，参加者の行動記録に基づいて褒める指導文の候

補を自動的に作成する支援機能を開発した。 
図5は，我々が開発した指導文作成支援機能の画

面である。左側は参加者の日々の体重や，歩数，

100kcalの実施状況などの行動記録の結果である。

右側は，この記録結果を基に，自動的に生成された

褒める指導文の候補の一覧である。指導者は，候補

の中から適切と思われる指導文を選択するだけで，

個別指導のメール文面を作成することができる。 
今回，多くの指導者の様々な個別指導の文面を分

析し，保健指導の知識データベースを構築すること

で，個人別に適切な褒めるメール文面の候補を自動

生成することを可能にした。その結果，個別指導メ

ールの作成を，参加者1人当り約5分で実施できるよ

うになった。また，電子メールによる個別指導の経

験が浅い指導者にとっては，容易に誉める指導を行

うことができるようになった。 
 
 
 

 
4. 今後の展開 
 

リストバンド型

ライフレコーダー

と「はらすまダイ

エット」の取組み

をご紹介した。セ

ンサや分析技術の

進歩により，誰も

が健康維持や疾病

予防の能力を身に

つけているウェル

ネス社会の実現が

現実のものになり

つつある。その実

現を目指して，こ

れからも力を発揮

していく所存であ

る。 
本研究のデータ

は，(株)日立製作

所中央研究所で定

める倫理作業規定

に則り審査され，

取得されました。データは全て匿名化されているも

のを使用しています。 
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株式会社 半導体エネルギー研究所 山﨑 舜平 
 

 
1) はじめに 

半導体 LSI 時代の黎明期を開墾した研究者の物語であ

る。時は 1968 年、わが母校同志社大学にも、赤ヘルブンド

(社学同)と共産党系の黄ヘル民青派との権力闘争と、「安

保反対闘争」の嵐が吹きすさんでいた。もうじき博遠館の研

究室も机や長椅子で封鎖されることがわかり、谷口一郎教

授、卜部泰正先生と「何とかこのまま半導体の研究を続けら

れないか」と知恵を絞った結果、父が郷里の静岡で経営し

ていた会社の倉庫(8m×7m)に「疎開」しようということにな

った、明日はいよいよ建物の封鎖が行われるという前日の

夜中、まさに戦争中の「疎開」よろしく、運輸会社を営んで

いた弟に応援を頼み、実験装置の電気炉、配管、純化装

置等々をトラックに積み込み、一路郷里の倉庫に向かっ

た。 
もちろん倉庫であるから土間はコンクリート閑々としてい

る。父に頼み込んで床に木を貼り、一連の実験装置を配置

して、窒化珪素膜、酸化珪素膜、シリコン膜等を作る体制を

整えた。足りない箇所の工事を発注し、1969 年 6 月、グル

ノーブルでの半導体国際会議への参加を兼ねた世界一周

の研究所巡りに旅立った。 
 

2) 初の国際会議発表を兼ねて世界の研究所を訪問 
最初に訪問したのはオランダ・アイントフォーへンにある

フィリップスの E.S.コーイ博士の研究室だった。博士は巨

人のように大柄で少し猫背、落ち着いた物腰の方で、初め

て訪問した学生であっても、一人前の研究者として接して

下さった。 
窒化珪素の中にシリコンのクラスター(今でいう量子ドット)

ができる。当時はシリコン LSI(111)の時代で、日立の大野

稔さんが(100)を発明し、NEC の松倉保夫・羽田祐一両博

士が(100)の持つ素晴らしい特性を JJAP に発表(1969 年)
していた。私も、当時東京大学で毎月一度行われていた菅

野卓雄先生の「酸化膜研究会」の末席を汚していた。ここに

は榊裕之先生(豊田工業大学学長)もいらしており、この最

先端の情報は得ていた。酸化膜研究会に関係された方々

の多くは既に定年でご退職、ご隠居、またはご逝去されて

しまい、今お目に掛かれるのは菅野先生、榊先生だけにな

ってしまった。その頃、研究会では(111)、(110)、(100)の
熱酸化膜で何が違うのかが論題の一つになっていた。私は

酸化メカニズムの違いを想定し、(111)では局部酸化が起き

て Si クラスターが形成され、そこに電荷がたまり不安定にな

る、という仮説を立て、論文投稿していた。当時は電子顕微

鏡も不十分であったため、熱酸化処理をした酸化珪素膜

(111)や CVD(化学気相成長法)により形成した窒化膜中に

観察される、丸く、黒いまたは白いものの材料を特定するま

でには至らなかった。そこで、「えいや」と、その丸い白いも

のがシリコンクラスターの溶けだした跡であり、黒い粒が膜

中のシリコン粒であると仮定した。それまでにシヨックレイ・リ

ードモデルの理論で言われていた原子レベルの電荷捕獲

中心と異なり、「粒に電荷がたまる」という説を唱えたが、あ

ちこちから総スカンをくらってしまっていた。 
このことをフィリップスでコーイ博士にプレゼンをしたとこ

ろ、彼は頷いて、「有り得る」ことだと理解を示してくれた。コ

ーイ博士は現在でも Si LSI で用いられている LOCOS(選
択酸化)、すなわち窒化珪素でマスクをして Si ウエハを局

部酸化させる技術を発明した人物である。彼の理解を受け

て、私は飛び上がるように嬉しかった。その晩夕食に招待さ

れ、食事をしようとすると、彼は下を向いてひたすらお祈りを

しておられた。びっくりしたが、私も祈りに参加させていただ

いた。後日談だが、彼がシグネティックス社の社長をしてお

られた時に訪問する機会があった。「良いものを見せてやる」

とおっしゃるのでついていくと、廊下に A3 版くらいの大きな

TEM の断面写真が飾ってあり、「この Si-SiO2 界面を見ろ、

お前が言っていたように Si クラスターが見える」と説明してく

れた。本当に感激した。肩幅が広くて背も高く、低い声で話

をする見事な紳士で、誠実な研究者とはかくあるべし、と私

の憧れの師の一人であった。 
フランス・グルノーブルの国際会議は参加者が 50 人ほど

で、日本人としては上智大学の田中利雄先生がいらした。

会議はさておき、会期中の休みの日を利用して、ケーブル

カーで先生と近くの山の山頂に行って、エーデルワイスを

摘んだ記憶がある。後年、先生が経営する日本プレシジョ

ン・サーキッツ(NPC)には東芝から移籍された大和田敦之

さんもいらしたこともあって 3 年ほどお世話になり、半導体

製造現場とはいかなるものかを学び、「品質管理はかくある

べし」を徹底的に叩き込まれた。 
グルノーブルでの国際会議を終えたあとは、IBM 社のチ

ューリッヒ研究所を訪問した。化合物半導体の研究が盛ん

な研究所で、所長に館内を案内していただいた。非常にこ

じんまりした研究所だという印象しか受けなかったが、後年、

Cu 系超伝導や CT スキャンの研究でノーベル物理学賞受

賞者が輩出され、まさに加藤与五郎先生がおっしゃってい

たように「研究は規模ではない」。 
本当に独創的な研究に的を絞っており、「人・質こそ最重

要である」とはこういうことなのだとつくづく思った。スイスで

は CMOS 水晶時計の研究をしているのではと考え、時計

のオメガ社にも行った。日本のオメガ社の総代理店の紹介

で行ったため、VIP として扱ってくださったが、当時は油だ

らけの機械工場があるのみであった。 
その後、イタリアを経由して米国に渡り、マサチューセッ

若き日の思い出 
- 学生時代の不揮発性メモリの発明 - 
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ツ工科大学(MIT)、ハーバード大学を訪問した。 
シュネクタディのゼネラルエレクトリック(GE)社の二代目

所長で加藤与五郎先生の親友だった、W.D.クーリッジ博

士を訪問したことも思い出深い(図 1)。当時クーリッジ博士

は 80 歳を超えておられたが、博士は、加藤与五郎先生こ

そ無二の親友だと語っておられた。博士はドイツのレントゲ

ン博士(1901 年、第 1 回ノーベル物理学賞受賞)のところに、

師のアーサー・アモス・ノイス(A.A.ノイス)博士とともに留学

した経験をお持ちである。GE R&D センターの創立 50 年

を 記 念 し て 出 版 さ れ た 書 籍 (Adventure into the 
Unknown)には、耳の遠くなった T.エジソンの耳元で、水

素中でタングステンを還元してタングステンフィラメントを作

った時の写真がある(図 2)。加藤与五郎先生も、立て梯子

を登った 2 階の実験室で、クーリッジ博士のタングステン線

を作った電気炉を何回かご覧になったという話を、学生だ

った私も聞いていた。ちなみに京都の竹を使った電球はエ

ジソンの発明、そして世に長く使われているタングステンフ

ィラメントの白熱電球はクーリッジ博士の発明である。余談

になるが、第二次世界大戦直後、クーリッジ博士は GHQ
の要請で日本の科学教育をどうしてゆくべきかの調査団の

長として来日された。その時、加藤与五郎先生と荻窪の「近

衛文麿の別邸」でいろいろ話し合いをされた。奥様のトラ様

によると、食べ物の心配はないか等の話題が出たそうだ。  
加藤与五郎先生も米国の教育の効率の良さを認識され

ており、同様の制度が良いだろうとおっしゃったことで、今

の 6・3・3・4 制が定められたと聞き及んでいる。 

 
(左)図 1 1969 年クーリッジ博士宅前にて 

(右)図 2 T.エジソンが GE R&D センターを訪問(1914 年)。

クーリッジ博士がタングステンをどのようにしてダクタイル(引

き延ばせる状態)にしたかの説明をしている。(出典：

Laurence A. Hawkins, “Adventure into the Unknown”) 

 

世界最大の電気会社である GE 社の R&D センターでは、

入口頭上の約 2m×1m の大きなガラスに、初代所長 W.ホ
イットニー博士、2 代目所長クーリッジ博士、今一人の 3 博

士の顔写真がはめられていた。入口の左隅にはエジソンが

使った大きな木の机と椅子がドカンと置いてあり、1 分ほど

私も座らせていただいた。世界一の GE R&D センター前

所長のクーリッジ博士の親友の弟子が来るということで、ビ

ーカー博士(後に所長に就任された)をはじめとする超 VIP
たちが集まって下さった。クーリッジ博士には、記念にサイ

ン入りのご本人の伝記をいただいた(図 3)。私も色々話をし

ようとしたのだが、英語がつたないため上がってしまった。

「この旅が終わったらどこに行くのか」と聞かれナイアガラの

滝を見に行くと答えたところ、20 人ほどの人に大笑いされ

てしまった。当時「そこは新婚さんが行くところだが、お前は

一人だろう」と…。また、センターの案内の希望を聞かれ、

P.V.グレイ博士、D.M.ブラウン博士のラボを見せていただ

き議論したいと答えたところ、びっくりされてしまった。測定

温度を極低温まで変化させて「フェルミレベルをシフトさせ

つつ Si MOS の界面欠陥準位を測る方法」を見つけた、と

いう彼らの研究について突然訪問した青二才が話題にした

ため、両博士らには喜ばれたりムッとされたりだった。 

図 3 クーリッジ博士から頂いたサイン入りの本 

 

GE のセンターの後はベル研究所を訪問した。バベル型

のアルミナ膜をCVDで作る装置を見せていただいた。アル

ミナ膜と窒化珪素膜のどちらが良いかという議論になり、Si
半導体の大敵である Na イオンをブロックするにはどちらも

有効だ、しかしどちらも電荷捕獲中心があり不安定性が残

り、まだ使えない、という結論に至った。後日談だが当時

SONY の青木昭明博士と庄野克房上智大学教授と面会し

た際、このベル研究所の CVD のアルミナ膜の作り方を聞

かれた。私はその目的も分からずありのままを話した。後日

SONY の方々も訪問したと青木さんはおっしゃっていた。 
Si 半導体の大敵の Na イオン退治と言えば、IBM のイ

ーストフィッシュキルラボで「リン・ゲッタ」現象を発見され、

精力的に Naゲッタの研究開発をされていたD.R.カー博士

のところへニューヨークから鉄道を乗り継いで訪問した。リン

があると酸化珪素が高温で溶けたときに Na を吸い取る、と

いう Na とリンの関係について聞いてみると、アニール炉と、

わずかな実験設備しかなく驚いた。どうして Na イオンがリン

でゲッタすることを見つけられたのかを伺い、やはり物性物

理学を極めないと研究は出来ないな、とガツンとやられた

一日であった。このリン・ゲッタ効果は後年フェアチャイルド

社がプレナー型バイポーラートランジスタを完成し、NEC と

ともにバイポーラートランジスタ時代の世界をリードした。 
次にイリノイ大の N.ホロニアック博士を訪問した。イリノイ

の飛行場に朝到着し、飛行機のタラップを降りた時、地平

線の向こうまで一面の麦畑で、その麦畑から日が昇り、帰る

頃には同じ麦畑に日が沈んで、アメリカの凄さを見せつけら

れた。ホロニアック博士は半導体レーザーを始めて開発し

た方である。 
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図 4 制御電極付フローティングゲート型 

不揮発性メモリ(フラッシュメモリ)。 

特公昭 50-36955(1970 年 10 月 27 日出願、 

特願昭 45-94482) 

テキサス・インスツルメンツ(TI)社には元東芝の大和田敦

之さんがおられ、彼の友人達と 2 日にわたって色々な学問

的な議論ができた。友人の家も訪問し、さらにモトローラ社

では不良のシリコンウエハ(直径 1 インチレベルのトランジス

タが埋め込まれたもの)を頂き、大変嬉しかった。夕食は街

道の交差点にある、開拓時代にはホロ馬車隊が休んだとい

う家がレストランになっており、拳銃を帯びたカウボーイの料

理した T ボーンステーキを食した。学生の身には本当に宝

物に出会った気分であった。フェアチャイルド セミコンダク

ター社では B.E.ディール博士、E.H.スノー博士、E.マケン

ナ博士たちと窒化珪素膜の議論をすることができ、更に憧

れのスタンフォード大学を訪問した。大学のステンドグラス

のチャペルとその前の巨大な庭は本当に美しかった。この

世界一周 60 日間の旅は、加藤先生が言う研究開発で身を

立てようと考えた私の人生の方向を決める意味でも、学問

的にも、本当に実りある旅だった。 
最後に、A.A.ノイス博士の弟子であり、ノーベル賞を 2 回

受賞している L.ポーリング博士に会うべく、カリフォルニア

工科大学に赴こうとしたが、手紙を頂きつつも残念ながら日

程調整が出来なかったことが、この旅行での心残りである。 
 

3) 倉庫での半導体研究の始まり 
日本に帰国し、8m×7m のコンクリートの床だった「倉庫」

は、大工さんが床を貼っている最中であった。一緒に手伝

いながら、大学封鎖中ということもあり、学友が何人も来て

早速実験を始めた。父に助手の女性を一人頼み、杉村ゆり

子さんという方にタイピスト・実験助手として来ていただいた。

現在も弊社(SEL：半導体エネルギー研究所)の社員として

仕事をお願いしている。また、後年富士通の役員になられ

た和田邦彦さんもいらした。 
この倉庫で、その後の LSIの発明に欠かせないものがい

くつも生まれている。一つは、ゲート電極を直接ソース又は

ドレインに連結する Si コンタクト技術である。1970 年初旬

当時は、MOS FET が離陸したばかりで PMOS Al ゲート

の時代であった。そこに、Si の抵抗があるのにゲート電極

の提案があり、そんなもので作れるのかと議論が沸騰した。

しかし私は、このドープト Si がゲート電極に使えるのであれ

ばソース・ドレインの電極・配線にも使えるのではと、Si ゲー

ト・リード MOS FET を考えついた。これは EDMOS でゲー

トをドレインに直接つなぐために極めて重要で、インテル社

も同様の特許を出願していたが、私の方が 13 日早く出願し

ていた。 
 
4) 制御電極付 Sｉフローティングゲートメモリ(フラッシュメモ

リ)の発明 
二つ目は、制御電極付き Si フローティングゲート電極の

不揮発性メモリ(現在はフラッシュメモリと言われているため、

以後その名称も用いる)の発明である(図 4)。博士論文の窒

化珪素中の Si クラスターがトラップセンターになり、不安定

性を誘発するのであれば、逆にそれを利用しない手はない

と「Si クラスターを用いたメモリ」、さらに Si 基板からゲート

電極に流れる電流を 100％捕まえるには、「いっそのこと Si
膜を作り、それを絶縁物でくるんでしまえばよいのではない

か」と、大きい人工的なクラスター(薄膜)を作って試した。

1970 年 10 月の事である。夜 22 時を超える頃、C-V 特性

を調べたところ、とて

つもなく大きなヒステ

リシス(図 5)が現れ

て、大喜びした。当

時お付き合いしてい

た TDK(当時東京

電気化学工業株式

会社)の平賀貞太郎

取締役のご自宅にすぐ

に電話をして、「かくかく

しかじかのものができました」とお話したところ、寝ぼけなが

らも「それは良かった」と喜んで下さった。これが縁で後年

TDK に就職することとなり、恩師加藤与五郎先生の発明さ

れたフェライトを用いたコア磁気を用いた不揮発性メモリの

向こうを張って、半導体の不揮発性メモリの研究開発がで

きたことを嬉しく思う。ちなみに、この特許が面白くない、邪

魔だと思ったのか、フローティングゲートのある時とない時と

で Y 軸(C 値)の値がずれている(図 5)ことについて、当時、

田無にあった電気試験所の垂井康夫さんより本当に実験し

た値なのかを尋ねられた。「フローティングゲートのあるサン

プル、無いサンプルの、異なるサンプルで得た測定値をそ

のまま記載した」ことをお答えしたことを覚えている。 
不揮発性メモリは一般に 1.EPROM、2.EEROM、3．フ

ラッシュ(多数の ROM を一度に消費する論理性 ROM)に
分類される。私は独立発明で 1970 年 3 月 31 日に Si クラ

スターメモリの特許を出願・特許取得したが、インテルの F.
ベンチュコフスキー博士もわずか 3 か月後の 1970 年 6 月

15 日にアバランシェプラズマを用いた制御電極の無い構

造の不揮発性メモリの特許を出願している。さらに私は 4 ヶ

月後の 1970 年 10 月 27 日、制御電極付 Si フローティン

グゲート構造の特許を前述した講造で出願した。1971 年 2
月には、フロイマンが ISSCC(International Solid-State 
Circuit Conference)でアバランシェ型 EPROM を発表し、

論文賞を受賞している。さらに 3 か月後の 1971 年 5 月に

は私が ECS(The Electrochemical Society)ワシントン会

議にて発表を行っている[1]。大学封鎖中に郷里の倉庫で

生まれた成果で、世界のインテルとつばぜり合いをした、不

思議な青春であった。 
 

5) 不揮発性メモリの発表のため米国へ 
1971 年 ECS ワシントン会議参加途中の 5 月には 1968

年創立(創業 3 年目)のインテル社を訪問した(図 6)。以来、

半導体の神様とも言えるノイス博士(インテル社創立の一

人)とは色々な話をさせて頂き、特に「書き換えを繰り返して

も劣化しないフラッシュメモリが作れないか」の宿題を頂戴

図 5 取得した C-V 特性 

(1970 年 10 月測定)

１４        半導体産業人協会 会報 No89(‘15 年 7 月)



した。当時も今もフラッシュメモリは103～104回書き換えると

劣化してしまう。“劣化しないフラッシュメモリ”はそれから数

十年を経て現在に至るまで私の大きなテーマである。 
 

図 6 1971 年 5 月 ECS ワシントン会議での 

講演前にインテル社訪問。 

(b)左：R.N.ノイス博士、右：F.ベンチュコフスキー博士 

 
1971 年当時のインテル社の建物は、今から見ると本当

に貧弱で、「なぜフェアチャイルド社のような大きな会社の

専務を辞めて、こんな小さな会社をつくるのか」と博士に質

問したところ、「例えばフットボールの世界一のチームに挑

戦するとする。その挑戦こそが重要で、それで“インターナ

ショナル”という意味でインテルと名付けた」とおっしゃって

いた。当時 28 歳の学生には「なんでそんな危険な道を…」

と不思議に思ったものだった。狭い社内では、今では神様

とも言える G.ムーア博士、グローブ博士が忙しそうにしてお

られた。ベンチュコフスキー博士にもお目に掛かり、クラスタ

ーの話をした。そこで、フローティングゲートという名前は

1967 年のベル研究所の D.カーン博士と S.シー博士の発

明であり[2]、彼らが名付けたと教えていただいた。早速

ECS 講演の後に訪問アポを取った。ECS では 300 人くら

い聴講者がいたが、私の講演が終わってからフェアチャイ

ルド社の B.ディール博士が立って「素晴らしい講演だった」

と賛美のコメントを下さり、皆の拍手を浴びた。本当にありが

たいことであった(図 7)。 
このあとベル研究所のカーン博士を訪問した。ベル研究

所では金属ジルコニウムのフローティングゲートを使った不

揮発性メモリを、私のクラスターメモリの発明よりも 3 年も前

の 1967 年に発明し、開発しておられた。 
 

6) TDK 株式会社に入社 
半導体の研究をするのに倉庫ではあまりにもお粗末だと

いうことで、1971 年 7 月に研究設備と共に TDK 開発研究

所に移り、研究者も 3 人から開発研究所では 5 人、最後に

は 10 人まで増強していただき、フラッシュメモリをさらに発

展させた。3000万円の予算で始めたが、それを使い果たし

ても TDK 本社からは研究成果に好ましい評価が無かった。

なぜならコアメモリでは“0”、“1”が N、S とはっきりとしてお

り、スレッシュホールドが明確にあって安定して動作する。

一方、Si フローティングゲートは電荷を任意にチャージアッ

プしてしまう。加えて絶縁物に強電界を加えて電荷を通過

させるため、フローティングゲートと絶縁物との界面がどうし

ても劣化してしまう。このころ、取得特許数は学生時代から

の発明を含め 100 件を越えたが、実用化できるレベルには

どうしてもならなかった。このため入社から 3 年後、TDK と

フェアチャイルドとの合弁会社(TDK フェアチャイルド)が設

立された時、一緒に取り組んでいた研究者ともども私自身

もテーマを中止して、社命で移籍することとなった。現在で

は DRAM、SRAM 等の全てのメモリの中で最大のシェアを

誇るフラッシュメモリの研究開発も、入社後 3 年間で数十件

の特許を残したまま中止となってしまった。TDK 研究所で

の 3 年 間 の 成 果 を IEDM(International Electron 
Device Meeting)で発表するための海外出張も許可が下り

ず、富士通の方に代理発表をお願いした。その頃 NEC で

はアルミナ膜を用いた MAS 構造の、SONY では MAOS
構造の不揮発性メモリの研究開発が進められていたが、特

性が不安定でその後、両社とも開発中止となり、残ったの

は東芝のみであった。制御電極付 Si フローティングゲート

構造の不揮発性メモリの発明から 10 年、15 年後の 1980
年、1986 年に舛岡富士雄氏が論理回路(NAND、NOR)
へ適用し、フラッシュメモリが開発された。これらの発明への

敬意をこめて、インテル社が東芝の名付けた「フラッシュ」と

いう名称を一般に普及させた。当時のフラッシュメモリは

1bitあたり多数個のトランジスタが必要であったため実用化

が出来なかった。のちに 1bit あたり 1 つのトランジスタとなり、

2015 年現在、世界の最先端企業ではすでにギガビット

(Gb)レベルを達成している。これらに共通して現在でも私

の発明した制御電極付 Si フローティングゲートの不揮発性

メモリが採用されている。 
この話には後日談がある。後年、舛岡富士雄氏と当時の

勤務先の東芝とが職務発明論で訴訟になってしまった。

「自分が育てられた会社とそこまで争うか」、の是是非非は

別として、東芝の知財担当者より何時間にもわたる「どうしよ

う」との相談があった。「彼の発明は全く価値が無い」「その

根拠として、(山﨑の)数十件の発明を利用させて欲しい。」

しかし、そのことは第三者には伏せておき、舛岡氏の発明

の特許は東芝特許として有効に使いたい。「知恵を貸して

欲しい」というものだった。製品との関連で、知財の方の大

変なご苦労を見ながら、私も舛岡氏の特許を色々調べさせ

ていただいた。1bit につき多数個のトランジスタを使用して

いるため、その後発展した「製品に対する抵触性は低く、価

値は無い。しかし、NAND、NOR の論理化回路の概念は

素晴らしい。」というのが私の結論であった。あとから、「おか

げでまるく収まった」と深く頭を下げられた。特許料をいただ

きこちらが感謝すべき立場であるが、逆に感謝されてしまっ

た。 
一緒に不揮発性メモリの研究をしていた関係者とは今で

も、テーマの中止がとても残念だったと話している。一連の

研究から 30 年以上を経て、2006 年にはカナダで開催され

た セ ラ ミ ッ ク 協 会 (1st International Congress on 
Ceramics) の 招 待 講 演 “ Nonvolatile Memory 
and Recent News of RFCPU on Glass Substrate”[3]、
2007 年には奈良で開催された IEEE International  
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Symposium on the Applications of Ferroelectrics の

基 調 講 演 “ History and Future Perspective of 
Nonvolatile Memory”[4]といった名誉な機会を頂いた。 

約 45 年前私が博士課程 2 年の 28 歳の時に発明したデ

バイス構造(下記に特許(特公昭 50-36955、登録 886343)
の請求項を記載する)が、LSI メモリ市場に最も多く出て 
フラッシュメモリに、現在も採用されている。 

 
「1.半導体基板上に絶縁物でくるまれた少なくとも 1 層の 

半導体膜を有し、かつ前記絶縁物上に半導体または導

体からなる制御用電極が設けられたることを特徴とする

半導体メモリ装置。 
2.絶縁物でくるまれた半導体膜はPまたはN型の導電を

示すことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の半

導体メモリ装置。」 

 
 
USB メモリ、携帯電話、PC 等の応用商品を数え上げれ

ばきりがない。 
フラッシュメモリの研究開発に携わったご存命のキーマン

3 名は、元ベル研究所でフローティングゲートという概念を

提唱したシー博士、論理回路を提唱した舛岡氏、そして、

「制御電極付 Si フローティングゲート構造を発明したのは

私自身だ」と言ったとしても、否定する人は多くはないと信じ

たいが…。 
 

7) R.N.ノイス博士宅に招かれて 
このフラッシュメモリには後日談がある。1980 年に R.N.ノ

イス博士のご自宅にお招きいただいた(図 8)。R.ボロボイ氏

の車で連れて行っていただいたところ、大邸宅で、奥さん、

お母さん、お嬢さんまでがフラッシュメモリの発明者として大

いに歓迎して下さったことを思い出す。お嬢さんはラドクリフ

大学に通っておられる超美人で、奥さんと博士とは本当に

図 7 ECS ワシントン会議での講演が取り上げられた 

 (1971/05/30 毎日新聞,静岡版) 
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良き夫婦であった。「この人は色々ベンチャービジネスに投

資しているが一向に当たらない。リターンが無い。」とおっし

ゃっていた。博士はにこにこ笑っているのみであった。博士

からは直接聞いていなかったが、博士が投資をした１人が

アップル社の創業者の S.ジョブス氏であったことを氏の伝

記で知った。 
邸宅裏のバルコニーから階段を降りてゆくと庭があり、

3m ぐらいの大きな人工の滝にひょうたん型のプールが繋

がっていた。スゴイ家に住んでいるものだナ、という印象を

強く受けた。後年、「シリコンバレーの歴史的な建物として

永久保存しておくべきだ」とボロボイ氏に申し上げたところ、

「プールでノイス博士が亡くなられたので、奥さんが大変悲

しまれ、すべてブルドーザーで壊してさら地にしてしまった」

とのことだった。 
R.N.ノイス博士に、加藤与五郎先生とその師であるアー

サー・アモス・ノイス(A.A.ノイス)博士、クーリッジ博士の話を

した時のことである。R.N.ノイス博士の家系を遡ると、アメリ

カ建国の歴史に出てくるメイフラワー号の 2 回目の航海の

時にアイルランドから移住した兄弟に至るという。博士によ

ると兄はボストンに残ってノイス家を継ぎ、その子孫が A.A.
ノイス博士、そして弟は分家として宣教師となってソルトレイ

クにゆき、その末裔がご自身だとおっしゃっていた。そのた

め NOYES(本家)、NOYCE(分家)と末尾のスペルを少し

変えてある、と説明して下さった。 
ちなみに A.A.ノイス博士は物理化学の概念を提唱した

方である。MIT の学長代理を務められ、現在のカリフォル

ニア工科大学を R.A.ミリカン博士(ノーベル物理学賞受賞)
とともに創立された。カリフォルニア工科大学には非常に大

きな物理化学の建物があり、入口に A.A.ノイス博士の横顔

の大きなレリーフがはめられている。今でも大学が敬意を尽

くしている様が分かる。加藤先生によると A.A.ノイス博士の

晩年に入院中２週間ほどを付き添ったが、「A.A.ノイス先生

に、治ったら自動車旅行をしようと言われた」と何回も懐かし

そうに慕っておられた。博士は自動車好きなことでよく知ら

れ、かつ独身主義であった。 
ポーリング博士は、

伝 記 Biographical 
Memories Vol. 
XXXI (National 
Academy of Science)
の中で、師を想う気持

ちを 20 ページ近くに

わたって記している。

ポーリング博士をはじ

め、A.A.ノイス博士が

推薦した何人もがノー

ベル賞を実際に受賞

しておられる。 
「何度書き換えても

劣化しない不揮発性

メモリを作る」という、

R.N.ノイス博士からの

宿題がまだ残ってい

る。40 年を経て、酸化

物半導体の結晶の CAAC(c-axis aligned crystal)構造を

発見した。CAAC-IGZO 膜を用いた OS-FET ではオフ電

流が 85℃で 10-24A/μm (yA/μm)レベル以下になり得ること

を見出した。それを用いてスイッチトランジスタを作れば、フ

ローティングノードからのリークを極限にまで減らす事がで

きる[5]。これは現在の SEL のメインテーマの 1 つになって

おり、今やノイス博士より頂いた「劣化しないフラッシュメモリ

を作れないか」という宿題を解くヒントを得た。まさに神様か

ら授かったチャンスである。 
 

8) J.キルビー博士と 
若き日の思い出にもう一つ加えさせていただきたいことが

ある。TI 社との特許交渉である。当時、コンピューター部門

を売却し大変苦しい状況であった TI 社へ、SEL の維持費

を入手するため、特許交渉に行った。その結果交渉はまと

まったが、実はその後が大変だった。TI 社が正月の休みを

利用して、ファーストクラスのフライトチケットを用意してくれ

て、本社に私を招いてくださった。その夕方、ノーベル賞を

受賞した背の高いJ.キルビー博士がホストとして迎えて下さ

り、食事にご招待していただいた。Dr. S. Yamazaki と金

色の刻印がされたマッチを記念に頂いた。「もしノイス博士

がご存命ならば、2 人でノーベル賞を受賞しただろう」とノー

ベル委員会のインターネットページに出ていたことを思い

出す。翌日は、F.ビューシー社長を始めとした TI 社の幹部

が出迎えてくれた(図 9)。発明に対するマナーとしてアメリカ

はさすがだと感激した。創造性豊かなアメリカの底力が見え

た気がした。 

 
図 9 1986 年 TI 社訪問。(a)右：J.キルビー氏、 

(b)左 2 人目：F.ビューシー氏 

 
今年 2015 年、日本の半導体は見る影も無く、日米半導

体戦争に敗れ、その漁夫の利を三星電子が得た。しかし今

でも、イメージセンサでは SONY が、NAND フラッシュメモ

リでは東芝が、そしてルネサスが、世界の超 LSI 会社と果

敢に戦っている。勝ち続けてくれるよう、エールを送り、祈り

続ける次第である。 
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１．始めに 
ソニーはイメージセンサで世の中の先頭を走っており、

そのおかげで関連製品を含めて会社はそこから大きな力

を得ている。近年の低迷するソニーの業績の中で一人イメ

ージセンサが業績を支えているかのような観がある。その

初期の CCD 開発の歴史は今までも様々語られているが、

ここに改めて初期の苦難の開発の歴史を振り返り、参考に

なるところがあれば幸いと考えて記すものである。 
 
２．岩間和夫ソニーアメリカ社長 
 

1971 年、岩間は前任

者盛田昭夫帰国の後を受

けてソニーアメリカ社長と

してニューヨークに赴任し

た。岩間はソニーの前身

である東京通信工業のト

ランジスタ開発の牽引者

であり、トランジスタラジオ、

トランジスタテレビなどの

当時の画期的な製品を作

り出す原動力となった人

で あ る 。 残念な が ら 、

1966 年岩間が専務に昇

格するに当って、彼はソニー製品全体の担当になったが、

半導体担当から離れてしまった。これには当時の社長井深

との半導体の新技術の関する理解に大きな差があった事

が理由の一つと考えられる。 
ニューヨークに赴任した岩間は多忙であったであろう。そ

れでも半導体のことは何時でも頭から離れる事は無かった

と思われる。ソニーの半導体が世の中に後れを取り、何時

かまた元気になる日を夢見ていたと思われる。かれはアメリ

カの半導体事情を常に観察していたようである。MOSLSI
の急速な発展を見るにつけソニーの半導体を思い出して

いたと思われる。実はアメリカ赴任前であったが、1969 年

の終わり頃、彼はベル研究所を久しぶりに訪問した。会っ

たのは CCD の開発者W. Boyle と G. Smith であった。彼

はそこで開発されたばかりの CCD について発明者の興奮

を直接聞いていた。確かにすばらしい発明であった。ただ

し、発明は磁気バブルに対抗する半導体デバイスは何が

あるかと言う話題で話し合った二人の間で、ほぼ 1 時間で

基本的な考えが出来上がったという。岩間はこの時のことを

終生忘ない。 

 
３．岩間ソニー中央研究所所長－CCD プロジェクトの設定 

1973 年 6 月、岩間はソニーアメリカ会長兼任のまま東京

に帰り、ソニー副社長に就任した。同時に異例ながらソニ

ー中央研究所長を兼任した。副所長は高崎専務（厚木工場

長兼務）となった。ソニー中央研究所は1961年横浜の保土

ヶ谷に企業の研究所としては珍しく基礎的な研究も含む研

究所として発足した。江崎ダイオードが発見され、企業でも

基礎研究の重要性が指摘された時代であった。しかし、時

代の進展と共に基礎研究の難しさも認識されるようになり、

もっと企業の事業に役立つ研究が求められるようになり、研

究所のマネージメントも変革された。しかし、また時間が経

つと事業に役立つ研究は事業部でやるのが効率的である

という意見が強くなり、また研究所のマネージメントは変革

を求められた。岩間はそういう中で新しい研究所のあり方を

模索する仕事を始めた。 
彼は研究員達からそれぞれの研究の話を聞き、熟慮の

上、ソニーの将来のために重要で事業部では直ちに取りか

かれないテーマを厳選して決定し、それ以外はテーマを廃

止するか、小規模化し、組織を変え、人事を変更した。実際

には岩間の指示で高崎が実行した。1973 年のそのテーマ

とは 
１、 磁気記録材料、デバイス及び磁気記録技術 
２、 化合物半導体技術及びデバイス 
３、 衛星放送用デバイス及び材料技術 
４、 デジタル信号処理技術 
５、 CCD 
であった。当時の状況が伺える内容である。 

CCD は 1970 年12 月より越智成之の主唱によって数人

の賛同者を得、当時の所長の許可を得て始められていた。 
おそらく日本でも 初に CCD 開発を始めたグループに

入るのではないかと思われる。越智は Bell System 
Technical Journal (Apr. 1970)に載ったCCDの論文を読

んでこれに感銘を受け、この開発を決意したという。岩間は

これを見て大いに興味を持ったと思われる。すでに試作さ

れていた8×8の画像を見て、ベル研究所で嘗てみた研究

がソニーでも行われていたのか、これを取り上げようと考え

たと思われる。越智の話によれば、岩間は中央研究所長に

なって半年の間、担当者達とその将来性、応用範囲などに

ついて議論の上、1973年11月にCCDプロジェクトを設定

する方針を決定した。その時岩間は小型ビデオカメラを目

標として想定していた。「CCDカメラを今後5年以内で商品

化せよ。その時のシステム価格は 5 万円を目標とせよ」とい

初期のソニーＣＣＤ開発物語 

会員 川名喜之 

 
図1. 岩間元ソニー社長 
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うターゲットを示し、担当者達を驚かした。 
ソニーは 1964 年世界初の VTR（CV-2000）を開発、

1969年には3/4インチテープ幅のUマチックを世に出し、

家庭用 VTR 時代実現に向かって長い長い道のりを歩き続

けていた。この年1973 年には家庭用ビデオ時代を開くこと

になったベータマックスの量産に向けてのタスクフォース組

織、技術準備室が発足している。 
一方ビデオ時代に必須の撮像管の開発も進み、1971 年

にはトリニコンという新方式の撮像管を開発している。しかし、

当時の撮像管は残像が多く、高温に弱い、機械的な振動に

も弱いなどの信頼性の問題を抱え、解像度も良く無かった。

又、必然的に大きかった。岩間はこのような不十分な画質と

性能ではとてもお客の満足はえられない。CCD はこれらの

問題に応えられる理想の撮像素子であると考えたであろう。

しかも、これが半導体の MOS 技術によって実現できる。こ

れこそソニーの半導体のバイポーラに偏った技術を将来の

MOS 時代に備える事が出来る一石二鳥のテーマではな

いかと考えたと思われる。こうして 1973 年 11 月、ソニー中

央研究所内に CCD プロジェクトが発足したのである。岩間

は CCD プロジェクトの目標を示しながら、「我々の競争相

手はフィルムメーカー、イーストマン・コダックだと宣言した。

彼は CCD によって本当のビデオ時代を開く事が出来ると

考えた。 
ここで井深のことに触れておきたい。井深はトランジスタ

テレビを世に送り出して以来、次は家庭用 VTR をものにし

ようと考えていた。木原にその開発を指示して次々と新しい

モデルを作って来ていたが、本当の狙いはカメラ一体型家

庭用 VTR だった。1964 年木原の結婚式のスピーチでは

彼は参会者にその夢を話している。しかし、どうやってこれ

を実現するのか、どういう技術がそのために必要なのかは

彼には分からない。本当の解を見つけたのは岩間だった

のである。 
しかし、このプロジェクトの設定は画期的ではあったが、

岩間が示したように短期間に実現できるものでは無かった。

まして当時のソニー中央研究所の半導体プロセスを行う設

備やクリーンルームは劣悪で、高度の清浄さと微細加工技

術を必要とする CCD ビデオカメラ用のデバイス開発には

全く不向きであった。岩間は後にこれに気がついて対応を

指示したが、実際の開発が非常な困難に遭遇したのはむし

ろ当然であった。歴史的に見れば、その後の全世界に亘る

半導体技術、関連装置、材料技術などの飛躍的発展をベ

ースにして初めて達成出来たものである。それにも拘らず、

このプロジェクトの設定が後にソニーのビデオを救い、会社

さえ救ったプロジェクトであったという歴史的な意義は忘れ

てはならないであろう。 
 
４． 初の困難とプロジェクト体制の再編 

先にも述べたように当時のソニー中央研究所の半導体シ

リコン用クリーンルームはみすぼらしいものであった（応用

第 3 研究室、若宮室長担当）。CCD の開発には高度の清

浄度、微細加工が要求されるのであるが、そのためには極

めて不十分であった。更に加えてシリコン結晶中の金属不

純物と結晶欠陥の相互作用による微細欠陥の制御が重要

であったが、技術的理解はそこまで進んでいなかった。こ

れらすべての原因で出来てくる CCD 面センサ画像は白点、

黒点、白線、黒線などの画像欠陥が多くて、120×120程度

の画素数の面センサでも満足な画像はとても得られなかっ

た。ここで開発体制について少し説明すると、越智が主唱

して始めたプロジェクトであるが、CCD の設計と評価、

CCD の応用、すなわちビデオカメラの開発は越智のグル

ープ（基礎第7 研究室、吉田研究室長内）にあり、半導体プ

ロセスを使ってデバイスを作る仕事は先述の応用第 3 研究

室の担当であった。問題はプロセスを担当する応用第 3 研

究室であった。簡単に出来ないのはこれまでの説明から当

然であることが理解出来るであろう。そこにはプロセスの優

れた専門家がいたわけでもなかった。イオンインプランテ

ーション装置も研究所には無く、厚木工場でその処理をし

てもらうしかなかった。ポリシリコンゲート技術も新規であっ

たし、困難なテーマはたくさんあった。 
中央研究所は新規な材料やデバイスの開発、新規な現

象の発見などの研究を行うという精神は旺盛であったが、

CCD や LSI の開発などの全員参画と協力によってデバイ

スを作り出すという高度の集団的開発行為には不慣れであ

った。岩間が設定したプロジェクトが始まって 1 年が経とうと

していた。岩間は自分が想定したように開発が進んでいな

いことに気をもんでいた。実はこの年、1974 年夏、電気試

験所から菊地誠が新たにソニー中央研究所長に就任した。

彼も CCD プロジェクトが順調に進まないでいることに不安

を持っていた。 
一方ソニーの厚木工場は半導体の本部であるが、CCD

開発が暗礁に乗り上げていることを横目で見ていた。そう簡

単に出来るものでないことは彼らには分かっていた。岩間

の苦しみも担当者の苦しみも良く分かっていたが、なすす

べは無かった。元々厚木の半導体事業本部と中央研究所

は仲が良く無かった。協力しようなどと言う気持ちはさらさら

なかった。 
1974年11月岩間はCCD開発体制を改定しようと考え、

高崎に命じて、厚木工場のエンジニアをこのプロジェクトに

参加させる方法を検討させた。ある日の午後、高崎は CCD
開発体制刷新の腹案を胸に会議を招集した。参加者は中

央研究所から菊地所長、渡部尚三副所長、厚木からは中村

銈一半導体事業本部長、川名製品開発課長であった。高

崎は CCD 開発体制の改革の大切さを説き、厚木からの援

助と参画が必要なことを述べ厚木側の協力を求めた。中央

研究所側はこれに賛成である旨を述べ、厚木側はマネー

ジャーを派遣することについて意見を述べ、具体的な名前

を上げて提案した。しかし、実はもっと実質的な協力の道は

あったのである。プロセスを厚木が担当するとか、プロセス

の開発を協力するとかである。しかし、そういう協力は今ま

での両者の間柄では中々困難であったかもしれない。高崎

は良く分かっていた。ここは時間を掛けて議論しようと考え

た様である。会議はこれで次回の会議を約して終了した。 
高崎の第 2 回目の会議は 1 週間か 10 日後の夜に開か

れた。場所は高崎の自宅であった。席上菊地は厚木からの
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マネージャーの派遣について川名を指名して参加を要望

した。これは第一回の会議では無かった案であった。筆者

は御役に立つならばお引き受けします、と答えた。高崎は

直ちに賛成した。中村は驚いたであろう。後でどうしてあん

なことになったのかと筆者に聞いた。中央研究所側はその

間準備を進めていたのだった。高崎にも相談したであろう。

岩間も話を聞いていたかと思われる。 
その後は思わざる展開が続いた。厚木工場の製品開発

課と中央研究所の応用第 3 研究室を統合して半導体開発

部を新設し、菊地を部長兼任とし川名は次長として中央研

究所で CCD 開発を主に行う、と言うものになった。筆者は

製品開発課の中の MOS 開発グループを設備も含めて全

員中央研究所勤務に変更した。こうして新しい体制で CCD
開発を進めたのであった。1975 年1 月の事であった。 
 
５．引き続く困難 

岩間は MOS の将来に期待を掛けていたが、マイクロプ

ロセサなどの開発も意のようにならず、厚木のMOSグルー

プをこの際CCD に賭けることもやむを得ないと考えたので

あろう。CCD がものになれば MOS もきっと立ち上がると考

えたと思われる。新体制で始めた開発はそれでも難問山積

であった。厚木から運んできた多くの大型装置を設置し、配

線、配管なども終えて開発を始めたのはその年の 3 月のこ

とである。菊地はそれまで越智の CCD 設計、応用グルー

プとプロセスグループの間で良く争いが起こって良い協力

関係が出来ないことがあったからと言って筆者に両者を統

合した CCD プロジェクトマネージャーを担当するように命

じた。 
プロセス装置の運転に当っては特に純水の不足が問題

になった。残業で使いすぎると翌朝は純水が出なかったり

して作業に手間取った。もっとも困難な事はフォトリソグラフ

ィーであり、また画像欠陥が減らないことであった。その頃

マスクアライナーはプロキシミティ方式であったのでマスク

合わせの段階でマスクにレジストが付着してしまい、欠陥を

生じるのであった。従って出来上がった CCD のサンプル

は断線ショートが至る所に生じるというありさまであった。一

方画像欠陥は先に述べた通りで、原因はどこにあるのか、

どうすれば減らせるのか良く分からなかった。先ず試みた

のはベル研究所で当時開発された裏面リン拡散による

gettering 技術の採用であった。更に oxidation induced 
stacking fault を無くすための対応なども進めた。結晶で

は東洋シリコン社との共同研究をやったりして、加工技術の

改善などに勤めた。一方フォトリソグラフィーではその頃

Perkin Elmer社のprojection alignerが売り出された。や

はりこの機械でなくてはいいものは出来ないと考え、高価

ではあったが、おそらく日本で 初位の早さでこの機械を

導入した。これは効果的であった。実は後年 Fairchild で

CCD を担当した G. F. Amelio と話をしたことがあるが、彼

もアメリカで初めて P. E 社の projection aligner を購入し

たということであった。 
こうして 1976 年 8 月には 3 チップ方式カラーカメラを試

作出来るまでになっていた。岩間は毎月のように中央研究

所を訪れ、進捗状況、画像欠陥の原因を質問した。こちらも

良く分からないので岩間は何時も不機嫌であった。1976年

ソニー社長になった岩間は本社の周囲に「CCD の欠陥の

問題はまるで生物学だ。複雑な現象が絡まり合ってわけが

分からん。やってもやっても底が見えない。」と嘆いた。そ

れでもプロジェクト外ではあったが、解析研究室ではこの欠

陥の研究を積極的に進め、結晶欠陥と金属不純物の結合

状態を解析的に把握した。こうして色々な改善策の効果は

次第に出てきていた。 
1976年夏から秋にかけて世の中に出しても恥ずかしくな

いCCDカラーカメラの絵を出したいと頑張り続けた結果、2
方式による CCD カラーカメラ2 種類を作ることができた。ま

だ欠陥が残っており、感度も良く無かったが、これを学会発

表する事にして、翌1977年2月のテレビジョン学会にその

内の 1 種類を、同年 4 月の電子通信学会半導体トランジス

タ研究会にそのデバイス構造を発表した。これは NTSC の

Full Resolution Cameraでは世界で2番目の発表であっ

た（1 番目はベル研究所と RCA）。これは日本の半導体デ

バイスメーカーに対して衝撃を与えた。各社は固体カメラに

ついて再び注目を深めざるを得なかった。もう一つは

MOS の力があるとも思えないソニーが発表した事でもあっ

た。 
このような成果はあったものの、まだ商品化するレベル

からははるかに遠かった。社内での CCD プロジェクトに対

する批判が次第に強まるばかりだった。研究費がかさむ 

－方で何時商品化されるのか見通しが立たないからであ

る。 
 
６．競合会社との共同研究の提案からプロジェクト存続の危

機へ 
岩間は CCD プロジェクトの進展の遅さはソニー半導体

の MOS プロセス技術の遅れにあるのではないかと考え、

その方面の技術が進んでいると思われた日立との共同開

発を進めるように菊地に命じた。1977 年 3 月の頃である。

競合する半導体会社と大切なデバイス開発を共同して進め

るというのは当時では殆ど考えられないことであった。岩間

は「競争相手は半導体会社では無い。コダックだ」と言って

共同開発を進めさせた。しかし、菊地を中心にしてプロジェ

クトメンバーが日立中央研究所を訪れると、先方は CCD で

はなく MOS 型の撮像素子に将来性があるとしてどちらが

優れているかの議論になり、具体的な共同研究の話には至

らなかった。その後日立側からソニー中央研究所訪問もあ

ったが、それ以上具体的な共同開発の話には至らなかっ

た。岩間はそれを見て菊地に今度は NEC との共同開発を

やれと命じた。しかし、それは無理なことであった。話は菊

地が NEC の植之原中研所長に話をしたところで終わって

いる。岩間は社内からの激しい反対論にさらされ続けてい

た。井深も慎重な態度であったし、研究開発のスタッフ部門

はプロジェクト中止を叫んでいた。社内にプロジェクト反対

の声が広まっていた。岩間はどうしてこの困難を突破するこ

とができるかを考え続けていたのであろう。毎週火曜日役

員の昼食会が行われていたが、ある日、盛田が岩間に向か
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って「で、CCD はどんな具合だって。今もジャンジャン金 
食ってるの。」と言ってからかったという。岩間は笑みを浮か

べてその通りだと言った。「投資はいつごろ回収できそうか

ね」盛田が続けて尋ねると「私が死んだ後じゃないかな」と

答えたという。苦しい時であった。 
1977 年夏から秋のことだった。菊地は筆者を呼んで「岩

間さんがね、CCD はやめてもいいよ、と言っている。川名

君どう思う。」と言った。岩間は日立、日電との共同研究も実

現せず、開発プロジェクトのプロセス部隊に対しても信頼が

おけなくなって、どう対応すべきか迷っていたのかもしれな

い。私は「ここまで進んできたんです。今やめることは無い

じゃないですか。もう少しやったらもっと良くなると思います

よ」と直ちに答えた。「うん、そうだね」と言って菊地は筆者

に同意した。岩間からはその後何も言って来なかった。岩

間の苦難の時であったであろう。 
 
７．待望の画像から新聞発表と厚木工場への展開 

1977 年秋になった。CCD による画像は少しずつ良くな

っていった。画素数は 3 チップカラーカメラを作るのに 低

限の 12 万に達していた。越智らの発明による「空間画素ず

らし」という 3 チップの画素を重ね合わせる時に 1/3 間隔だ

けずらして解像度を上げる方法で何とか解像度を上げる見

込みが出来ていた頃であった。プロセス担当側の負担を減

らすためにカメラ側が必死で考えた方式であった。岩間は

画像を見て「抜けが悪いな」と言った。画素が増えた分だけ

転送効率の不十分さが絵に表れて解像度を落としていた。

感度も良く無かった。透明電極の加工が他の金属との関係

でうまく出来なかったために他の代替技術を使っていたこと

もその理由である。転送効率は酸化膜界面の良さに関わっ

ている。ウェハ洗浄や酸化膜形成時の清浄さが決め手であ

る。少しずつそれらが進歩していた。越智グループでは 3
チップ方式と 2 チップ方式の両方を進めていたが、岩間は

「先ず 3 チップ方式でしっかりした絵を出してみろ。商品化

はそれから先のことだ」と指示した。そしてその年も終わる

頃、画像欠陥も少なく転送効率も良いデバイスが出来たの

である。筆者は岩間の部屋にその画像を持って報告に行っ

た。岩間は「ようやく出たな」と一言言って写真を筆者に返し

た。嬉しかったであろうが、他に言葉は無かった。「ずいぶ

ん掛かったな」という思いがこもっていたかもしれない。岩

間はすぐ次の作戦を考えていたと思われる。でもまだそれ

を言う時期では無かったであろう。 
ソニー社長の正月は忙しい。1978 年の明るい年が明け

た。岩間はこの月は中央研究所に出かける余裕がなかった。

2 月の初めに中研を訪れて見た 3 チップカラーカメラの画

像は今まで見たどれよりも素晴らしい出来栄えだった。ただ

3 チップの一つに縦方向への転送に若干の欠陥があった

が何とか許せる範囲であった。完全なチップを作るのは当

時極めて困難であった。カメラそのものはバラック組み立て

のようではあったが、岩間は決断した。「新聞発表をやれ」

と指示した。これまでの苦難の道に明かりが見えた時であ

った。 
こうして翌月3月9日、ソニー会館で各新聞社、雑誌社を

招いて新聞社、専門誌、専門雑誌社 3 回に分けてプレス発

表が行われた。岩間の挨拶、菊地の技術紹介、カメラの紹

介が行われ、記者達からの多くの質問が続いた。発表は大

成功であった。その翌日の新聞各社は大見出しでこれを報

じた。電波新聞は「ソニーCCD カメラを開発、1 チップ 11
万素子、カラーカメラ来年中に商品化、火ぶた切る日米開

発競争」と記した。これは 2 重のインパクトがあった。社外と

社内に対してである。日本の半導体各社はソニーの出し抜

かれたのではないかと言う衝撃を感じていた。再び CCD
カメラ或いは MOS 型カメラに注力しなければならないとい

う衝動を感じたであろう。一方社内に対してもこの衝撃波の

反射によって、CCD 批判の力を大幅に鎮静化させることに

役だった。岩間はこれまでの経緯を振り返りながら、次の作

戦開始のタイミングを計っていたであろう。 
プロジェクトの次のイベントはこのCCDカメラ開発内容を

この 4 月末の電気通信学会、半導体トランジスタ研究会で

発表することであった。その前評判から発表当日は満員の

盛況で椅子に座れない人も多く出る有様であった。業界は

MOS メモリー開発の力を少し削っても CCD 或いは MOS
型カメラの開発に大きく力を入れることになった。MOS 技

術にはるかに経験の少ないソニーと大手半導体会社の競

争の様相を呈するようになるのである。 
岩間は 5 月の連休が明けると中研を訪れて菊地と会い、

「CCDの開発を厚木に移そう。これ以上CCDをここに置い

てはだめになってしまう」と話した。菊地には衝撃だったよう

である。でもそれは今後の発展のためには当然のことであ

る。岩間は筆者に対しては「CCD 試作ラインを厚木に作れ。

プロセス、試作担当者はその完成と共に厚木に移れ。その

パイロットラインの設定と運用のために新たにラインマネー

ジャと担当者を CCD プロジェクトに参加させる。厚木の半

導体事業本部長の中村と連絡を取って準備を進めよ。」と

言うものであった。岩間は中村にも同様の指示を発し、川名

と連絡を取って協力するようにと言った。こうして、厚木の交

渉相手を中村は星を指名し、また CCD プロジェクトに参加

するメンバーとしては筆者の要望によって加藤(俊夫)他 2
名のメンバーを決めた。こうしてパイロットラインの設計は急

速に進み、建設に着手した。優れたクリーン度を達成できる

クリーンルームとベイ方式、また 3 インチウェーハ採用、す

べての必要装置を 1 か所に集めるな、測定やパッケージン

グの部屋なども加えて建設を始めた。そしてすべての準備

がその年の 9 月から 10 月に完了し、11 月には CCD プロ

セス担当者は全員厚木工場に異動した。 
更に12月岩間は中研のCCD設計、カメラ開発担当の越

智グループを厚木工場に異動することを命じた。そして

1979 年1 月には移転の工事と共に越智グループも厚木工

場に移り、新たな段階が始まった。今まで越智グループと

プロセスグループは中研の中で協力し合って成果を上げ

てきたが、同様な協力関係が必要であるとする観点からの

岩間の配慮であったと思われる。 
岩間は更に品川の生産技術部の秋山に命じて厚木の

CCD 試作ラインを生産技術の面からサポートせよ。この件

については川名と相談せよ。と命じた。岩間の過去の経験
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からの配慮であった。すべてが新しい展開であった。思う

に岩間はトランジスタラジオ用ゲルマニュームトランジスタ

を 初に開発した時の記憶から生産設備の構築を含む生

産技術部の役割の大きさを思い出していたのであろう。きっ

と別の観点からの貢献があるだろうと。実際には彼らは

様々なジグや装置の開発に力を発揮して CCD の生産化

に 貢 献 し た が 、 問 題 の 本 質 は や は り い わ ゆ る

Contamination をどう減らすかが問題であった。ゴム製の

ベルトコンベイヤーを含む装置を使っていたが、そのベル

トからの汚染が重要だったこともあった。 
 
８．世界初の CCD カラーカメラの商品化とその後の進展 

1979年春にはCCD試作ラインは順調な立ち上がりを見

せ、試作品が出来るようになっていた。その頃、同じ厚木工

場内にある放送用機器を担当する情報機器事業本部（森園

本部長、当時常務）に全日空から打診があった。それは全

日空のボーイング 747 の乗客サービスとしてその離着陸時

及び飛行中の地上の景色をカラーカメラで撮影して乗客に

放映出来ないかと言うものであった。この部門は機内ビデ

オ及びその放映システムの営業を進めていて、全日空とは

付き合いがあったのであった。森園は早速川名と連絡を取

り、また社内の関連部門とも連絡し合って積極的に推進を

図った。この年6 月ごろのことである。 
ボーイング 747 のコックピットは小さい。大きなカメラを置

くスペースは無い。小さなカメラヘッドが必要であり、CCD
カラーカメラがそれを実現するための条件と考えられた。ま

たコックピットの他に車輪にももう一台付けて離着陸時の迫

力ある映像を見せたいという要望もあり、大きさ以外に振動、

温度、また太陽光が直接レンズに入り込むなどの条件を考

えると CCD 以外にその解は無かった。画質を良くし、なお

かつ徹底して小型化を実現するために越智は 2 チップ方

式でやればよいと考えた。岩間はこの話を聞いて喜んだ。

これはいいチャンスだ。是非進めようと積極的に了解した。 
今の CCD の実力ではコンスーマー用に大量生産する

条件はまだ整っていない。しかし、全日空の場合は少量の

要求である。更にたくさんのお客が見ることになれば、これ

はまたとない宣伝の機会となるのではないか。更に CCD
カメラでなくては実現できない応用である。筆者に対して

｢これは大事な仕事だからな｣とだけ話した。越智達は 2 チ

ップカラーカメラの設計も初めてであったし、まして航空機

用に大きさ、信頼性、電波の不要輻射に対する要求を満た

すように真剣に対応を進めた。そしてその秋に完成したプ

ロトタイプはユニークなものであった。全日空は CCD カラ

ーカメラ、を載せて試験飛行を行い、その画像を録画して、

社内の関係者及びソニーの関係者に見せて結果を検討し

た。当時のカメラはまだ感度が十分でなく、夜景は良く撮れ

なかった。それでもその 12 月、全日空はこれを採用するこ

とを決定した。ソニーは全日空の了解を得て翌 1980 年 1
月25 日この件に関してプレス発表を行った。 

ソニーは世界 初のCCDカラーカメラの商品化と今後１

チップのコンスーマーカラーカメラへの展開を宣言した。発

表会場は品川のパシフィックホテルで発表者は岩間、森園

であった。これは 1978 年の発表が空振りで無かった事を

記者に印象付け、同時にやはりソニーが固体カメラで先頭

を走る事を宣言したようなものであった。 
岩間は 1979 年 11 月には木原第 2 開発部長に対し、彼

の当初からも目標であった小形のカメラ－体型 VCR の開

発を指示している。そして1981年国分工場にCCD量産に

備えて詳細を検討するようにという指示が中村半導体事業

本部長に出されている。そして1982年初めCCD専用の量

産ラインを含む建物が国分工場に完成し、世の中に衝撃を

与えることになった。1982 年 5 月には CCD 生産ラインが

完成し、本格的な稼働が始まった。しかし、その立ち上がり

は容易では無かった。ウェーハサイズは 4 インチになって

いた。新しい設備、新しい作業者、長い工程、極端な清浄

度の要求などの困難が目白押しであった。担当者は必死

で改善に務めたが、本当の意味で量産が出来るようになる

までには更に1年余の年月が必要であった。或る時岩間は

中村に「CCD はもうやめてもいいよ」と言ったということであ

る。1981 年の頃と思われる。1982 年 8 月には岩間はこの

世を去っている。苦しい日々が続いたことの証である。 

    

図2．岩間の墓石につけられた CCD 
 

岩間が亡くなってソニー中が衝撃を受けた。CCD 関係

者も同様であった。それでも彼らはその遺志を継いでこの

ビジネス化に向けて一層努力しなければと心に誓った。し

かし、ソニーの中には CCD 批判者がまだ生きていた。この

際CCD 関係エンジニアを力が劣っていた MOS 部門に大

量に移そうとする意見もあった。CCD はビジネスとして大し

た量にはならない、それより当時もてはやされていた

DRAM の開発にその力を移すべきだ、とする主張である。

更に全日空向けのカメラのように当時12 万画素の CCD を

複数個使ってビデオカメラを作っていたが、やはり少なくと

も25万個の画素数のCCDでなければ1チップCCDカメ

ラは商用として成り立たない。その開発を辞めさせようとす
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る動きもあった。しかし、幸いにして会社幹部の見えざる支

援と CCD エンジニア達の熱意が CCD 批判者の意志を封

殺したと著者は考えている。開発は何事も無かったかのよう

に進んだ。 
こうして、1983 年 10 月には 1 チップ CCD ビデオカメラ

を発売し、1985年には 初の8ミリ・カムコーダーCCD V8
を発売した。本当の商品化が出来るまでには想像を絶する

月日が必要であった。しかし、そのおかげでソニーはベー

タマックス敗退の後を受けて 8 ミリビデオの時代を勝ち抜く

事が出来た。同時に放送用機器の分野でもトップを走り続

ける事が出来た。 
この開発量産化に至る物語はまだまだ続く。しかし、岩間

が亡くなってからの開発量産化の物語の詳細は別に譲り、

ソニー初期の CCD 開発の話をここで閉じることにする。 
 
９．ソニーCCD 開発成功の理由 

ソニーで CCD 開発が成功し、量産に移行してビデオカ

メラ、カメラ一体型VCRの分野で世界のトップに立ち、その

後も撮像素子の生産と応用で世界をリードするようになった

原因は何だろうか。それは岩間の CCD に賭けた執念を第

一に上げなければならない。この物語で見てきたように、岩

間の指導力なしにはこの困難な開発量産化の仕事は達成

できなった事は明らかである。1982 年 8 月癌によってこの

世を去るに当っては多くの人が彼の死を悼み、その大きな

業績に感謝した。途中で多くの挫折に見舞われながらも彼

の志は彼の死後も関係者に引き継がれ、その後の多くの困

難を乗り越える原動力になった。彼の死後、一時CCD開発

にブレーキを掛けようとした動きもあったが、彼の遺志がこ

れを許さなかったと言えるだろう。MOS を何とかしたいと願

った岩間の遺志もその後実現された。 
ソニーCCD 開発成功の理由は、加えて言えば、ソニー

はコンシューマー用途を徹底して追求した事があげられる

だろう。アメリカではフェアチャイルド社が早くも 1972 年イメ

ージセンサの実用試作機を製造している。ベル研究所から

移ったG. Amelioが担当であった。これは翌年には軍用に

応用されている。航空機に搭載し、または砲弾に搭載して

敵情を偵察したりするものであった。一方 RCA は傘下に

NBC というテレビ局があるので、テレビカメラを目指して開

発を始めたが、欠陥の制御が難しく、家電製品への応用に

着手することができなかった。彼らも軍用に細々と応用して

いた。軍用であれば多少の欠陥は許容される。そこが日本

との違いであった。ソニーは苦しみながらも欠陥零を目指し

た。欠陥補正技術も一時使ったが、とにかく欠陥をなくすこ

と、画像の性能を上げることに全力を挙げた。そうしなければ商

品にはならないからである。それが成功の源泉であった。 
また1970年代の半導体技術はすべてのプロセス技術で

現在と比べてはるかに劣るものであった。それから現在に

至るまでの半導体技術の進歩、シリコン結晶技術、その他

の材料技術の進歩をCCD及びCMOSセンサ技術に適切

に対応していった歴史がこれらの開発の成功をもたらすの

に重要であった。フォトリソグラフィーしかりであり、成膜、プ

ラズマエッチ、裏面研削などすべての技術の進歩が固体撮

像素子の発展を支えている。同時にそれらを一早く適切に

採用したのは開発者の経験によるであろう。苦難を経験し

たものは誰より早く新技術を採用出来たのではないかと思

われる。それらの進歩がこの長足な開発を支えた。ソニー

のこの開発で注目すべき点はデバイスの開発と応用開発

のエンジニアリングが常に強い協力関係にあったことであ

る。このために も適切なデバイス設計が可能であった。

越智達の功績は極めて大きかった。この事は今後の国際

的な競争の中でもその重要性は失われないであろうと思わ

れる。ソニー中央研究所で 初の開発を始めた時から、厚

木にプロジェクトが移ってからもその関係は保ち続けられた。

岩間の遺志がそこにあったかもしれないが、その伝統が成

功の要因であった事は記録に値すると思われる。CCD の

量産が始まって、次々と新商品が開発されていった背景に

はこのデバイスと周辺回路、応用開発の一体化の伝統が生

かされている。垂直統合型の強みである。当然水平分業型

との競争は熾烈であると思われる。 
 
10．岩間の戦いを振り返る 

まず CCD プロジェクトを 1973 年 11 月に設定したのは

英断であったとされているが、実際は苦闘の連続であった。

一つはソニー中央研究所のクリーン施設の不十分さである。

当時でも半導体の 先端を行くようなデバイスの開発がそ

こでやれるような容易なものではなかったのである。岩間の

決断はその点で無理があった。本来厚木の半導体開発部

門で開発を進めるべきであった。それが出来なかったのは

厚木半導体と中央研究所との歴史的な不仲が一因であっ

たと考えられる。その困難を避けて、別の困難な道を進まざ

るを得なったと考えられる。担当になった自分は当然それ

をはじめに考えた。中研内プロセス担当と設計評価部門と

の一体性を確保するためには、厚木と中研との二つにまた

がっていては協力関係が確保できない。場所的にも一体に

ならなければならないと考えた。別々では社内の批判に耐

えられなかったであろう。 
次の岩間の困難は 1977 年頃から激しくなったソニー内

の CCD プロジェクト反対の声であった。岩間はそれでも

CCD が物なるのは俺が死んでからになる、とか 21 世紀に

なるとか言ってその批判に耐えていたが、遂に先に述べた

ような「もう CCD はやめてもいいよ」という発言になったと思

われる。岩間は疲れていたであろう。でも関係者は疲れを

知らずに頑張った。岩間は 1982 年国分の CCD 工場を見

ることもなく、またCCD量産販売の成功の知らせを聞くまで

もなくこの世を去った。岩間の戦いは担当者が受け継いで

この長い開発の戦いを戦いぬき、ソニーのCCDとソニーそ

のものを救った。あたかも岩間の半導体に対する執念を反

映するかのように。 
参考文献 
１． 「CCD 開発の父」川名喜之著、1997 年（私本） 
２． 「ソニーを作ったもう一人の男」大朏博善著、ワック

株式会社、2006 年 
３． 「イメージセンサのすべて」越智成之著、工業調査

会、2008 年 
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【はじめに】 
今春の九州見学会は4/21・22に18名の参加で 

天気にも恵まれ、鹿児島で初めての開催でした。 

ソニー鹿児島TECと食文化（焼酎、黒酢）の見学会、 

ゴルフ大会と鹿児島史跡探訪を併催しました。 

 
【4/2１午後：工場見学会】 
ソニーセミコンダクタ（株） 

鹿児島テクノロジーセンタ （以下ＴＥＣ） 
鹿児島TECは1973年の42年前に半導体の量産拠点と

して設立されています。 

ソニー半導体全体の従業員数は約7,450名で、2014年の

業績は売上6,100億円、投資700億円、2015年の見込みは

売上7,500億円、投資2,900億円（出典：ソニーHP＊1より）

となっております。 

CMOSイメージセンサの世界トップ企業として、日本半

導体を牽引されています。 

ソニー鹿児島 TEC 

 

鹿児島 TEC は MOS、ミックスシグナル、イメージング

デバイスなど、マルチカテゴリーの生産プラットフォーム

として、多様なビジネスに対応されています。工場は  

8 インチラインまでを有しており、ＲＦ‐ＳＷラインの前工

程と後工程を見学しました。 

＜RF‐SW：アンテナスイッチ＞ 

現在スマートフォンは世界で 14～15 億台/年といわ

れ、膨大な数量が生産されています。 

今後、ウェアラブル機器の普及や全ての物

がインターネットにつながる IoT(Internet 
of Things)社会が訪れようとしています。 

              RF-SW 
                          

 
RF-SW は携帯電話（スマホ）向けに GaAs MMIC で

製造されています。今後さらに拡大が期待できるものと思

われます。 

＜MEMS＞ 

今後成長が見込まれる MEMS も、カメラ用や SF（シリコ

ンファンドリー）用向けに製造しています。 

＊手ぶれ検出用2軸  ジャイロモジュール 

1.MEMS と薄膜技術によるジャイロセンサの小型化 

ジャイロセンサは機械的振動をしやすい形状に最適化 

2.検出回路とアンプ・フィルタなど 

の周辺回路を１チップICとして集約 

3.新開発 ICに S/N 向上を図るための 

信号処理回路を搭載    

（出典：ソニーHP＊2より） 

ジャイロモジュール 

 

＜ＳＦ：シリコンファンドリー＞ 

2004 年より事業開始、シリコンマイクロフォンの世界大

手の製造受託を行っており、米国シリコンバレーにも営業

拠点を置いて活動されている。（出典：ソニーHP*3） 

ＭＥＭＳのＳＦではソニーは国内トップといわれていま

す。     （出典：電子デバイス産業新聞HP*4） 

 

＜エピソード： イメージセンサ量産化の苦闘> 

イメージセンサ量産化の礎を築いたエピソードを 

Ｓｏｎｙ Ｈｉｓｔｏｒｙから紹介しよう。 

第 11 章 技術の「芽」、電子の「眼」<CCD> 

第 4 話 悪戦苦闘のゴミ退治 

1986 年に、他社からも CCD を採用したビデオカメラが

登場すると、いよいよ CCD の開発競争となった。 

電子の「眼」である CCD も 25 万画素の次は 38 万画素

と、ハードルが高くなっていく。ここで大変な事件が起こった

のだ。製造環境、製造装置、プロセス、すべてにわたって無

塵化が図られていたソニー国分の量産ラインであっても、太

刀打ちできないホコリが暴れ回ったのだ。目に見えないゴミ

が画像にすると拡大されるのでキズとして見える。皆がゴ

ミ追放に悪戦苦闘し、数 10 ヵ所に及ぶダスト源を潰して

いった。そして、その努力が実り、8 月のある日 突然、

歩留まりが回復したのだ。この経験が、ソニーが高い歩

留まりで CCD を量産できる数少ない半導体メーカーに

2015年春季工場見学会報告 

-    ソニー鹿児島TEC・「黒酢・焼酎」食文化見学  

  九州地区委員長 荒巻和之 
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育っていく原動力になった。ソニーの半導体事業を支える

大きな事業に成長していった。 

・・・・・・          （出典：ソニーHP* 5 より） 

鹿児島TECロビーにて 

 

ＳＥＭＩジャパンの資料＊6 では 『日本国内に立

地する半導体工場の生産能力は世界の中で最も大きく、

8 インチウェーハ換算で月産 400 万枚もある』 

ソニー鹿児島 TEC は獲得した生産能力とプロセス技

術を活かし、成長分野の通信デバイスやＭＥＭＳを製

造している。ウエアブルや IｏT 時代は好機到来、大い

なる発展を願うばかりだ。 
 
 

[4/2１午後：食文化見学会】 

焼酎：日當山醸造、黒酢：福山酢醸造 

鹿児島には独特の食文化があり、薩摩藩の藩主  

島津斉彬の『富国強兵』、中国との往来による製法

伝来や温暖な気候風土等が理由と思われる。 

 

エピソードを以下に記載する。 

～武器のための工業用アルコール製造～ 

現在のバイオ燃料を既に江戸時代に製造していたこ

とになる。当時の銃の主流であった火縄式に代わ

って、雨天でも発砲可能な雷管銃（らいかんじゅう）

には高濃度アルコールが必要でした。アルコール

は米 から作 られていたが、斉 彬 は唐 芋 の蒸 留 過

程から工業用アルコールを抽出し、余ったものは

薩 摩 の特産品 にせよと助 言 したそうです。これが

芋焼酎造りの始まりと思われる。それから 150 年経

過し芋焼酎ブームとなり、今では 1,000 億円を超え

る地場産業に育ち、鹿児島を代表する産業に発

展しました。 

 

【焼酎蔵元：日當山醸造（株）*8 の見学】 

霧島市隼人町に大正９年、地元の十数名の有志により

創業。水は霧島山系の湧水を使用している。 

仕込み時期（初秋～冬）ではなかったのが幸いして、全

工程を 2 グループに分かれて、懇切丁寧に熱く説明して

いただいた。蔵に棲む精（菌）を大事に育てる、これが蔵

元独自の芋焼酎らしい“香り・こく・旨み”を醸し出すらしい、

蔵人の匠の世界だ。 

 

見学後、山下酒店＊9

でオリジナルブランドの

『さつま一本儀』 の試

飲会とお土産を頂く。 

新高輪プリンスの和

食清水の番付表で七代

目横綱になった「焼酎さ

つま一本儀」である。 

 

［福山町の黒酢の伝来と産業化*10 より］ 

黒酢の製法伝来は諸説ありますが下記がもっともらしい

のでご紹介します。  

 

黒酢は中国から伝わった 

今から約 170 年前中国からきた一人の商人が福山の竹

之下松衛という人に米で酢ができることを教えたのが始

まりであると伝えられています。 

 福山酢は略して壷酢とも言われていますが、以前は黒酢

のことを「アマン」と呼んでいました。 

 

アマンと呼ばれるようになった由縁 

中国の福建省にアモイ(厦門)というところがあり、そ

のアモイも米の集積地として米から酢を造っていました。

酢づくりを伝えてくれた商人がきっとアモイの人でそれ

がなまってアマンと呼ばれるようになったと言われてい

ます。 

 

カメ壺による露天静置醸造法 

現在でも途絶えることなく続いているのは、錦江湾の

入江にある福山町には、夏は暑すぎず、冬も温暖で年間

を通じて安定した恵まれた気候風土、そして、弱アルカ

リ性の豊富なシラス台地が生み出す良質の自然水、霧島

火山帯の地熱などの自然条件がそろっているわけです。 

半導体産業人協会 会報No.89(‘15年 7月)        ２５ 



 

カメ壺でなければできない 

カメ壷には天然の酵母や酢酸菌が付着しており、長

年使われてきた壷ほど良いとされています。そして、

カメ壷自体がバイオファクター（生物反応炉）の働き

をし、太陽熱を吸収して空気整調、温度調整を行う保

温機能があり、屋外で発酵させるに最適なのです。 

 

福山酢醸造（株）“壺畑”にて 

 

黒酢の仕込みは、春（4月～6月頃）と秋（9月～10月

頃）の年 2 シーズン行われます。壺の中に、混ぜ麹、蒸

し米、地下水の順番で原料を入れ、最後に水面を振り

麹で覆います。1 つの壺の中で、糖化、アルコール発

酵、酢酸発酵が自然に進行する、世界でも類を見ない

製造方法です。なぜこのようなことが起こるのか、まだ

学術的に解明されてない部分も多いのです。半年～3

年ほど壺の中で熟成させます。黒酢の独特な風味と香

りは、この熟成期間中に生まれます。 

 

【4/22：明治維新史跡探訪】 

探訪グループ６名はジャンボタクシーをチャーター、

ホテルを8:00前に出発、鹿児島市内にある明治維新の

史跡を約７時間かけて訪ねました。 

城山眺望（市内・桜島） → 西郷洞窟 → 西郷銅像 

→ 維新ふるさと館 → 西郷生誕の地 → 島津家別邸

（仙巌園）：昼食・庭園見学・尚古集成館・薩摩切子工場

のコースです。 

 

城山眺望（市内・桜島） 

生憎うす曇りで眺望は今一つ。ここにも中国の団体

旅行者の元気な記念撮影の光景がありました。記念撮

影は逆光で真っ黒、修正をチャレンジしたが上手くいか

ず、大変失礼しました(^O^) 

 

 

 

 

 

西郷洞窟 

―西南戦争最後の司令部― 

1877 年 9 月 24 日、午前 4 時総攻撃が始まりました。 

城山に立てこもる薩軍兵士はわずか 300 余、政府軍は

約4万、死を決した西郷

は、夜明けを持って、5

日間すごしたこの洞窟

を出ました。 

 

西郷銅像 

没後 50 年祭記念として鹿児島市出身の彫刻家で渋谷

の「忠犬ハチ公」の制作者・安藤照が８年をかけ製作し、

昭和 12 年（1937 年）5 月 23 日

に銅像が完成しました。 

わが国初の陸軍大将の制服

姿で、城山を背景に仁王立ち

する高さ 8 メートルの堂々たる

モニュメントです。 

 

 

維新ふるさと館 

甲突川河畔にある維新ふるさと館は、幕末から明治維

新に活躍した西郷隆盛や大久保利通などの生誕地であり、

「維新のふるさと」とも言える加治屋に 位置しています。

近代日本の原動力となった鹿児島の歴史や先人たちの

偉業などを映像・ジオラマ（模型）・ロボットなどハイテク技

術を使った多彩な展示・演出によって、分かりやすく紹介

していた。 

 

 

 

 

 

何方かな！     好天時の眺望 

（旅かごしま HP から引用） 
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西郷生誕の地 

維新ふるさと館の近くに、

木々に囲まれた小さな広場が

あり、西郷隆盛生誕の地と告げ

る碑がひっそり佇んでいた。 

西郷隆盛は 1827 年に鹿児

島市加治屋町に生まれ、隆盛

の弟で明治維新後、数々の大

臣を歴任した従道の誕生地で

す。 

 

仙巌園 （島津家別邸） 

入園後すぐに昼食をレストランでとる。限定メニュ－

に“カンパチのかぶと煮”があり早速注文、これが大変

美味で東京のグ

ルメ通も舌鼓で

あった。鹿児島

は平成 2 年頃

から広く錦江湾

で 養 殖 が 行 わ

れ、生産量は日

本一で刺身用の

高級魚として大変人

気があるそうだ。 

庭園・尚古集成館・薩摩切子工場の順で見学した。 

ここは庭園でありながら、約 150 年前に日本ではい

ち早く富国強兵を実践し大砲製造や造船などを行った

近代日本発祥の地で反射炉などがあり、旧集成館は世

界遺産登録に先日勧告されました。 

尚古集成館 1865 年竣工、現存する日本最古の機械

工場。1923 年から島津家の歴史と近代化事業を紹介

する博物館となっています。 

薩摩切子工場 歴史を遡ること 1855 年、集成館に工場

を建設し、本格的なガラス製造を始めたのが、名君・島

津斉彬でした。紅、藍、そして銅をまぜた紅ガラスが「切

子」として世にでて人々を驚かせました。斉彬は、この

薩摩切子が自慢で、将軍や諸大名への贈り物にしてい

ました。 

斉彬の養女である篤姫が将軍家に嫁ぐ際にも、花嫁

道具の一つとして、薩摩切子を贈っています。 

しかし、1863 年の薩英戦争で工場が焼失。それ以

後、薩摩切子の製造方法は一旦途絶え、幻のガラスと

いわれていました。しかし、その価値を惜しむ人々の努

力で、1985 年に「薩摩切子」を復元した。 

生地成形からカットまでの製造工程を見学した。 

 

【第 11 回オープンゴルフ大会】 

池野さんが 3 連続優勝、井上さんがベスグロを獲得され

ました。  ( 下記 H.P を参照) 

 

http://www.ssis.or.jp/committee/bunka/index.html 

 

 

＜参照:ネットリソース＞ 

1.（出典：ソニーHP※１） 事業概要 > 業績データ 

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/business/data.h

tml 

2.（出典：ソニーHP※2） ジャイロセンサ 

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/tech/gyro/index.

html 

3.（出典：ソニーHP※3） MEMS Foundry Services 

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/mems/ 

4.（出典：電子デバイス産業新聞 HP）2013 年 8 月 

ニッポンの MEMS ビジネス活性化を真剣に考えよう！！ 

http://www.sangyo-times.jp/article.aspx?ID=746 

5.（出典：ソニーHP※4） Sony History 

>２部第 11 章 技術の「芽」、電子の「眼」 ＜CCD＞ 

> 第 4 話 悪戦苦闘のゴミ退治 

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History 

/SonyHistory/2-11.html#block5 

6.（出典：SEMI ジャパンの資料※） 

半導体日本の生産能力 2014 年 9 月 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20 

140922/378042/ 

7.焼酎：島津斉彬の『富国強兵』※ 

http://www.kurozuya.co.jp/knowledge/shouhu.html 

8.日當山醸造（株）※：隼人町に大正９年創業。 

http://hinatayamajyouzou.com/ 

9.山下酒店※：隼人町に昭和 6 年創業 

http://yamashitasaketen.com/tenpo/ 

10.～福山町の黒酢の起源と産業化※～ 

http://www.marushigeueda.co.jp/knowledge/furusato 

11.鹿児島県＞カンパチ養殖日本一 

https://www.pref.kagoshima.jp/af05/suit.html 

12．錦江湾の養殖場 

（鹿児島県 HP 引用） 

http://www.ssis.or.jp/committee/bunka/index.html 

錦江湾の養殖場 

（鹿児島県 HP 引用） 
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終戦 70 年の今、特攻隊の街・知覧を訪ねて 

―SSIS 九州見学会に続いて（2015 年 4 月 23 日）―    金原和夫、神山治貴、島 亨 

 
戦後 70 年、太平洋の激戦地パラオを天皇が慰霊訪

問されたり、戦艦武蔵の話題が出ている中、我々は終

戦の直前まで特攻隊として“隼”で飛び立ちお国に命

を捧げていった若い隊員を知るために特攻隊の街・知

覧を訪ねた。 
この企画を立てた内山雅博さんが体調を崩し参加で

きなくなったのは残念だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 鹿児島市内で － 

 
錦江湾・桜島・西郷洞窟・島津別邸の観光を終えて

目抜き通り商店街を散策して山形屋バスセンターから 
鹿児島交通で知覧へ向かった。 
快晴で美しい錦江湾、桜島を眺めながらバスは急勾配

で山へ登ってゆく、飛行場がこんな高地にあるとは。 
 
知覧の富谷旅館で 

 
－ 富屋食堂のレリーフの前で － 

九州の日は長く散歩に事欠かない。夕食はゆっくり

にして武家屋敷から亀甲城跡近くのアーチ式石橋 矢

櫃橋散策する。参観時間は終えていたので観光客は

いない。見通しがよく、よく手入れされた町を見て歩く

のは気分がいい。行き交う町民の挨拶も気持ちが美し

い。山にかけての麓川の渓流にはもう鯉のぼりが泳い

でいる。道路の側溝は清流で本物のコイが泳いでい

る。 
ここ南九州市は知覧、頴娃、川辺が合併した町で、

ここが町の中心部のようだ。 

 
－ 武家屋敷・二ツ家 － 

 
－ 武家屋敷の一角で － 

 
－ 亀甲城跡近く・麓川の鯉のぼり － 
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富谷旅館の母屋には、どこかの会社が研修をしてい

るようで若者男女の元気な声が聞こえてくる。我々の夕

食は予定通り遅くなったが、別館の部屋へ戻って、神

山さんが山下酒屋で買ってきた芋焼酎“さつま一本儀”

で 2 次会と相成った。 
たまたま終戦時に少年兵に近い金原さん、小学校低

学年のボク、戦後生まれの神山さんと世代を超えて特

攻隊を語るにふさわしいこともあって話が弾み、楽しい

寛いだ時間を共有できた。 
 

 
－ 富谷旅館とその縁側に坐して － 

 
翌朝、富谷旅館を引継いでいる鳥濱トメさんの孫嫁

さんから往時の話を聞くとともに、当時は防空壕跡だっ

た本館の池の前の縁側で写真を撮ってもらった。 
 
タクシーでの知覧見物 

うとタクシーを予約したのは正解だった。知覧は結構

広く高度差もあり、かつ天気がよく暑い中をゆっくり見

物が楽しめた。知覧飛行場は 2,000ｍ×1,500ｍに 2
本の滑走路があって周囲に兵舎、格納庫、弾薬庫があ

り、米軍の爆撃が激しくなってきた頃は各種のカモフラ

ージュをしていたそうである。 
“隼”特攻隊は開聞岳を目指して滑空、飛行し、次い

で沖縄に向け南下していったという。 

 

－ 平和祈念通の灯篭群 － 

 
戦没者を弔う灯篭は、とっくに 1,036 基を超えて今も

増え続けているという。 
 

 
－ 戦闘指揮所跡・映画“ホタル”ロケ地等 － 

 

 
－ 三角兵舎跡地への旧道と記念碑 － 

 
－ 飛行機を隠した堰堤壕跡 － 

 
－ 豊姫・玉豊姫伝説の碑 － 

 
－ 開聞岳の遠望 － 
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－ 給水塔、ピサの斜塔のように傾いている － 

 
飛行場正門跡地、弾薬庫、特攻平和観音堂、トメ観

音堂、等々も見てまわったが、兵舎跡地はスポーツ・セ

ンターへ、飛行場跡地は住宅地、畑地に変わっていて、

そのうちに市役所までここへ移すという。唯一当時の場

所が分かるのがこの給水塔である。地盤が弱く傾いて

きているのでいつまで持つのか。 
観光立国を目指す知覧は新しい施設や道路をつく

っているので、今回の我々の訪問は、まだ昔を偲ぶこ

とができたという意味でいい機会だった。 

 
－ 鳥濱トメの灯篭 － 

知覧特攻平和会館 
－ 知覧特攻平和会館 － 

(館内写真撮影禁止) 

知覧は昭和 16 年に大刀洗陸軍飛行学校知覧分教

所として開校、昭和17 年に飛行場ができて、少年飛行

兵、学徒出陣の訓練所から戦況が険悪となって後、特

攻基地として沖縄戦へ出陣した。1,036 名の戦死者の

遺影、手紙や遺書など展示物は涙なしには見ることが

出来なかった。沖縄での戦局が急を告げて、“知覧”の

ほかに“鹿屋”“大刀洗”“萬世”の九州各地から特攻隊

が飛び立っていった。青年たちの尊い命の犠牲を世界

の平和に捧げなければならないと感じたのは我々だけ

ではないだろう。 

武家屋敷 
日本全国に武家屋敷はたくさんあるが、ここ知覧の

武家屋敷は見ごたえがある。道路に沿って両側に並ぶ

見事な屋敷群である。知覧が小京都と呼ばれる所以で

ある。 
武家屋敷の庭園を鑑賞した。島津藩はどこでもそう

であるが、下級武士たちは平時に百姓をして、戦時に

武器をとって戦うのか。 

－ 武家屋敷A・B － 

－ 武家屋敷C・D － 

ホタル館 
昔の富屋食堂を資料館として復元したもので、知覧

特攻平和会館とは異なり、トメさんと特攻隊員たる若者

とのふれあい・対話が語られている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 － ホタル館富屋食堂(資料館)の前で － 

おわりに 
富屋食堂の筋向いのバス停から鹿児島中央駅行き

のバスに乗った。折から学校帰りの高校生で満員であ

ったがボクたちが乗ってくるや彼らはすっと席を立ち

我々に譲ってくれた。今でも学校で西郷隆盛の思想を

教えているそうだが、鹿児島県人の規律、倫理観は大

したものだと実感した次第である。 
                     （ 文責 島  亨 ） 
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   みなみはだの村 地域おこし（神奈川県秦野市） 

                                    会員 相原 孝 

                                               2015 年 照ノ富士と 新年会にて 
   

照ノ富士 大関おめでとう 
名古屋場所も好成績で、来年には横綱に！！ 

横綱 日馬富士と土俵入りを 
 

みなみはだの村を紹介する。山好きの方は、丹沢

に登ったと思うが、丹沢の登山口、秦野駅の南側に

「通称 みなみはだの村」があります。その一角に「出

雲大社相模分祠、御嶽神社、八坂神社」があり、又、

近くに関東の三大稲荷神社 白笹稲荷神社ありま

す。 
１、 出雲大社相模分祠 

正月 3 日は出雲大社の福迎祭で、相模分祠も伊

勢ケ濱親方、日馬富士、照ノ富士など、部屋一門の

力士が集まり毎年恒例の福迎祭、関取による餅つき

や餅まきが行われ、多数の方が参拝に集まります。

新年恒例行事となっている。 

伊勢ケ濱の部屋（元横綱旭富士）の力士全員との

新年会も定例行事になっている。15 年は照ノ富士が

夏場所で大関に昇進、名古屋、秋、九州の場所で 
横綱に昇進を楽しみで、来年の福迎祭に横綱として

餅まき参加すると多数の参拝があり、今年以上に混

み合う。今年も写真の様に混み合っているのに。 
横綱日馬富士を筆頭に、叩き上げのベテラン業師

の安美錦、近大相撲部出身で「左四つになったら無

敵」と怖れられる宝富士。時に稽古場では横綱を凌ぐ

ほどのスピード相撲を見せる誉富士が、活躍楽しみ

である。 

出雲大社と相撲は、出雲国造家出身の『野見宿禰』

と奈良の『タイマノケハヤ』が朝廷で勝負して、乱暴モ

ノの『タイマノケハヤ』に勝ち、その決まり手は、『蹴り

殺し』であった。出雲は相撲の発祥の地と云われ、松

前藩には多数の力士を抱えていたと言われている。

出雲大社には野見宿禰神社の土俵で白鵬、日馬富

士が土俵入りを奉納している。 
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若手力士も 

親方と関取 照ノ富士が後ろに 

福迎祭 餅まき 

節分祭



土俵入りに 日馬富士（12 年 10 月） 
 

2、千年の森作り 
2010 年に天皇・皇

后様による植樹祭が秦

野で行われた。皇后が

ヤブツバキの種を種蒔

きされたが、そのツバ

キの種は御嶽神社の

ヤブツバキであった。 
出雲大社はふるさ

との木を使った「千年

の杜つくり」を 2007 年

より始め、オリンピック

までに秦野市の人口

17 万本の植樹を進め

ている。 
最初に 12000 本を植えた木が９年も経つと大きく、

鬱蒼とした森となった。縁結びの神 龍蛇神神社から流

がれる清流に平家、源氏のホタルが舞う森となってい

る。 
龍蛇神社と丹沢の伏

流水が湧き出す湧水、

ホタルの小川 

 
千年の杜の守り神と

して龍蛇神をお祀り 
龍蛇神は大国主大神

さまの御使神で「縁

結びの神」「幸福を授

ける神」として慕わ

れている。 

 
3、御嶽神社・八坂神社 
地域の氏神様、御嶽神社と八坂神社は出雲大社

と同じ敷地にあり、御嶽神社の創立年歴は不詳だが

建久三年（一一九二）の頃より神社前の参道を御嶽

道と称している平沢村の鎮守であった。 
境内には秦野市文化財指定木である樹齢八百年

余りの大けやきがあり、大正 12 年に神木の１本が台

風で倒木したが、その年輪は 980 本で、千年以上も

氏神様として崇拝されている神社である。 
御嶽神社の御祭神は 

・倭健之命   ・大己貴命 
・少名彦命   ・櫛真知命 
  である 

八坂神社の御祭神は 
・須佐之男命  ・大國主の命 

   である 
 
慶長十三年（一六〇八）踊宮鈴張の地に家康公が

鷹狩りに来た際に、当御嶽神社に参拝された。家康

は傷んだ社殿の改修を命じ、翌年に改修され今の神

社は当時のものです。創建年代は不詳ですが、江戸

時代には正一位御嶽蔵王権現と呼ばれていたそうで､

御嶽神社と改称したのは明治時代になってからで

す。 
昭和 51 年に本殿を除き全社殿を木造銅板葺とし

ましたが、本殿は慶長年間に改修された当時のもの

です。 
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樹齢 800 年以上の

ケヤキ御神木 



毎年4月初めに例大祭が行われる。町内の子供神

輿と大人神輿が集まり、渡御の儀式、御霊入れと安

全祈願して、各町内を周ります神輿が氏子地域を練

り歩き、餅を配って人々の安寧を祈念する祭りの最も

重要な祭事です。 

 

 

 

 
 

例大祭は 4 月始めでこの時期はソメイヨシノが満開

の時期で 6 キロも続く「はだの桜みち」の花吹雪の中

を、神輿を担いて神社へ 

   
4、秦野は落花生栽培の発祥の地？ 

明治４年(1871)に国府村の渡辺慶次郎が横浜を

訪れた際に出された落花生が美味しくて、タネを持ち

帰って、秦野や大磯、二宮で植えた。その中に一種

異なる１株が今の相州落花生の元祖と言われている。

今もピーナッツを使ったお菓子屋が多くある。第二次

世界大戦中は、落花生は嗜好作物とされてさつまい

もなどへの転作が進み、一時姿を消したが、戦後に

落花生栽培が再開され、秦野市がその中心となった。

秦野は富士山の火山灰大地で生育に適していたた

め栽培された。最近は千葉や鹿児島に産地を取られ

たが、落花生を使ったお菓子の名店が数多い。 
 
5、軽便鉄道とたばこ 

寛文 6 年（1666）の渋沢村秦野葉たばこ（はだの

葉）の生産が始まった。明治時代になり秦野のたばこ

耕作は全国的に知られる様になった。明治 32 年

（1899）に農商務省煙草試験地が秦野に開設され、

全国に耕作指導員が派遣され、秦野のたばこ耕作の

名声を高めたひとつの要因で「秦野煙草は技術で作

る」といわれ、その名を全国に高めた秦野たばこ栽培

は、昭和 59 年（1984）にその幕を閉じるまで秦野地

方の基幹産業として発展を支えてきました。栽培され

た「たばこ」には秦野葉と米葉があった。当時、ジジバ

バが栽培していたので、手がヤニだらけになりながら

手伝わされた。はだの葉から米葉に変わった事で耕

作は楽になり手間がかからなくなった。 
秦野にはたばこを作る工場があった、タバコを運ぶ

ため、軽便鉄道が馬車鉄道として明治 39 年に秦野

～二宮間に開通した。葉たばこを東海道に運ぶ為に、

90Km の馬車鉄道であった。その後、利用者が増え

た事で軽便鉄道に変更かわった。大正 12 年の関東

大震災で大きな被害を受けたが、小田急線が昭和の

始めに開通するまで、市民の足となっていた。 
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御嶽・八坂神社の正面 準備ができた境内 

町内の子供神輿が集まり渡御の儀式 

大人神輿出発 

ソメイヨシノの花吹雪下の神輿 

御嶽道の入口 
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今号では前号までの記事「日本のファブの活性化(1)～

(3)」に対して会員からいただいたご意見を紹介し、本テー

マについてのまとめを述べることにする。なおスペースの

都合上、ご意見の一部を割愛・要約させていただいた。 

 

ご意見 1 

１ 日本の FAB の活性化１ 

FAB そのものの競争力の復権については‘グローバル

化と迅速な新戦略の実施環境’ということで私も異論ありま

せん。さらに真摯に過去の反省をするならば油断、戦略家

不在、木を見て森を見ず（自社の些細な技術差異化に最

後までこだわり大きな戦いに一方的に敗戦）というような事

かと思います。 

今後のFABの生き様はPURE CMOS以外というところも

真っ当な選択と思います。私は１０年くらい前から特に

LOGIC LSI は出版業とか映画産業から勉強すべきだと主

張してきました。 半導体ファウンドリは出版業で言えば製

紙産業と印刷業の部分に相当すると考えます。しかしなが

ら知的資産比の高い出版・映画産業、LOGIC 系半導体に

おいてはマーケティング・商品企画・コンテンツ制作能力こ

そが事業競争力の要と考えます。国内の半導体事業は

IDM 形態への固辞持期間が長すぎたことで、要の部分で

競争力を徐々に失い現在の状態に至ったと考えてられま

す。 

２ 日本の FAB 活性化２ 

この部分のテーマの IDM 機能解体と標準化の重要性に

ついても異論ありません。 

ただし特許の活用については技術記載の中身が虚しい

（中身がわからなにように権利保持だけするのが企業戦略）

部分もありむしろアジア新興国から日本の会社が過去にア

イデアをここから得られてしまったという部分だけが私は印

象にあります。将来の特許の活用については実務から見る

とあまり期待できないというのが私の印象（やるなら人の専

門家のリストを作りそれを業界で活用するほうが実利がある

ような・・・）。 

また戦略的先行標準化は英語がネックで多くの日本人

が前に出られるとは思えません。従ってどこかの領域で集

中した開発を行い、デファクト化を考えるべきと思います。

このひとつの候補が IoT(Internet of Things)のマイクロアセ

ンブリ領域のようなところではないかと

考えています（パワーやセンサー領域

の差異化技術と超小型フレキシブル実装）。 

３ 日本の FAB 活性化３ 

将来の処方箋に相当する部分かと思いますがまず先端

ピュア CMOS がほとんどのアプリにおいて最強のパフォ

ーマンスを発揮するという間は何をしてもムダかと思います。

微細化が止まるかもしくは PURECMOS でない魅力的な混

載（例えば不揮発メモリ）などがクローズアップされたときに

もしかしたら新たな日本 FAB の方向があるのかもしれませ

んが、あの IBM でさえあのようになりましたから中規模の技

術差異化ではダメだという事をよく考える必要があると思い

ます。 

冒頭にEDAの事が書かれていますが、私はEDAとかIP

とかの値段が高いと批判するのは何か間違えていると思い

ます。EDA と IP は合算すると２０２０年位に一兆円程度の産

業ですが、まあ売上の 40 分の 1 です。この産業領域で日

本のプレゼンスがまるで無いというのが問題であり、価格が

高いというのはそのバリューを考えるとなんだかおかしな議

論だと思います。（出版業界もコンテンツに近づくほどコスト

は高いのが通例） 

将来の処方箋は２でも書きましたように 

＊ロングテール市場の到来を待つ（IoT が実はこれ） 

＊何かの技術領域で最後のデファクト奪取を狙う 

＊グローバル化への真面目な取り組み 

＊大企業系 IDM 文化の解体 

あたりでは無いかと推測しています。 

ロジック系半導体事業をマーケティング・商品企画、開発

の部分と製造に分けて、それぞれの役割の中でセンスと競

争力有るマネジメントがなされなければ、世界の中での復

権は難しいと考えます。 

 

 ご意見 2 

雇用を最大の問題に据えていることには賛成です。労働

者は同時に消費者ですので、職を失えば収入を失い、消

費できなくなる。低消費は国家としては経済規模の縮小に

繋がる。したがって、「財政を弱め、ひいては社会保障にも

影響を及ぼす」という問題意識は鋭いと思います。 

ではどうするのか。私は製造にこだわるよりも設計やシス

☆ 委員会報告 ☆ 日本のファブの活性化(4) 
論説委員会 委員長  井入正博 
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テムにウエートを移すべきと考えています。つまり半導体の

生産者よりも消費者になるのです。ファンドリーもこれだけ

大きくなると「金を積んでも売ってくれない」という状況は起

こりませんので、半導体の自給にこだわらなくても良いと思

います。大いなる半導体の消費者は TSMC にとって重要な

顧客になるはずです。 

雇用の点では、半導体30兆円の市場よりも電子機器150

兆円の方が労働力を吸収できます。Whatを生み出して、シ

ステムや回路にウエートを置く。ただし、良い物を作れば売

れるという旧来の思想では競争できず、金の回る仕組みを

付帯させることが重要だと思います。 

 

ご意見 3 

直描による少量生産は成功したところがなく、少なくとも

これまではビジネス上ペイしなかったという事かと思います。

多少無駄でも超大量生産しているプロセッサや携帯などの

大量機器用の ASSP を流用していることで何とかできるので

直描のお世話にならなくてもなんとかなるというシステム側

の判断なのだと思います。流用の効かない心臓部を少量

前提で半導体最適開発せねばならないような分野例えば

スパコンとかこれから出てくる Deep Learning がどのような

条件なら直描を使うのかが将来を決めるような気がします。 

 

ご意見 4 

今までの長い EB 直描技術を総括すると、微細パターン

は可能であるがスループットが低く量産に適合しない、と言

うことは変わっていません。その対策としてマルチビーム、

高輝度化、効率良い加速電圧の選択、セルプロジェクショ

ン等の開発がなされました。一方プロセス側では高感度レ

ジスト（特にポジレジスト）の開発等は根強くされています。

結局光リソグラフィーの次世代技術としての EB 直描の歴史

は繰り返しているようです。 

光リソの発展がある中これ以上開発コストを掛けるべきか

ですが、現状の技術を整理して（妥協して）安く実用装置に

仕上げることが必要ではないでしょうか。直描の最大の利

点はやはり少量多品種展開でしょう。微細化もそこそこでき

るわけですから nm オーダーの開発には使えます。 

日本は EB 技術が先行しています。各社に眠っている技

術を開示しファンドリーに適した EB 装置の実用化を計るこ

とが必要と思います。これから新たな EB 技術を開発するよ

りも既に保有している開示されていない技術の利用を如何

に展開するかと思います。技術は開示（安く、または無償で）

することで一層発展する（結果的に利益を売る）ことは過去

にもあると思います。 

 

本テーマのまとめ 

本テーマの目的は、大きな雇用を担うが苦しい状況にあ

る、ロジックデバイスを製造する国内のファブへの応援メ 

ッセージを発することである。 

このところいくつかのファブがファンドリーを開始している

と報じられている。しかしまだ日が浅く、本格的なファンドリ

ービジネスの離陸は今後の課題であると思われる。 

日本のファブは先端 CMOS の分野では、生産規模とプ

ロセス技術で大きな差をつけられているため、既存の大手

ファンドリーに対抗するのは難しいものと思われる。狙うべ

きは、Matured Process、Niche Process であり、また今後の

発展が見込まれるが標準化が遅れている領域でもある

MEMS 分野も含まれるであろう。 

世界には Matured Process、Niche Process を標榜するフ

ァンドリーが多く存在する。今後半導体製品の用途が伸び

る分野として車載や医療が考えられるが、これらの製品は

一般汎用品より高品質の信頼性を要求される。それに対し

て、日本のファブが本来得意としてきた品質の高さや少量

多品種を効率的に生産する生産技術を生かすことにより、

また自動車や医療機器等の市場に近い地の利を生かすこ

とにより差別化を図ることができよう。更に規模の小さい複

数のファブを統合して競争力の強化を図ることも有効であ

ろう。 

一方、経験の浅いファンドリービジネスの学習を急ぐ必

要がある。ファンドリービジネスの文化は、以前の記事で述

べたように、各種顧客サポートや情報開示等で旧来の日本

のファブの文化と大いに異なる部分がある。これらの点に

ついては当事者或いは経験者から直接情報を入手して変

革を急ぐ必要がある。 

  最後に、かつての円高が解消され日本のファブのコスト 

競争力が改善されていることは朗報である。 

 日本のファブが発展し、更に開発・設計との相乗効果を

発揮し、半導体産業全体の発展に繋がることを強く期待し

て本テーマを終了する。 

 

ご意見を論説委員会 

ronsetsu@ssis.or.jp までお寄せください 

論説委員：井入正博（委員長）、川端章夫、 

伏木 薫、馬場久雄、吉澤六朗、渡壁弥一郎、 

市山壽雄（アドバイザー） 
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文化活動 趣味の会 

文化活動委員会の新しい試みとして、【趣味の会】が

今年からスタートしました。5 月には「絵画鑑賞の会」

を行いました。7 月には「落語を聴く会」を実施いたし

ます。 
さらに「ワインの会」、「散策の会」、「歴史探訪」等の

案が検討されています。奮ってご参加ください。 
又、アイデアがございましたら遠慮なく文化活動委員

会にご連絡ください。 
連絡先：bunka@ssis.or.jp 

 
今後の行事予定 
7 月： 13 日 諮問委員会、SSIS フォーラム 
 14 日 （趣味の会）“落語を聴く会” 

16 日 理事会 
23 日 執行会議 

8 月： 20 日 執行会議 
31 日 コミュニティ多摩会 

9 月：   3 日 SSIS-NEDI 共催 
関西シンポジウム 

17 日 執行会議 
18 日 賛助会員連絡会、特別講演会 

 
 
 
ご寄付芳名（敬称略、50 音順） 
前回ご報告(2015 年 3 月 31 日)以降 2015 年 6 月

30 日までに下記の 3 名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。 
遠藤征士、小川洋史、藤江明雄 

新入会員(2015.4.1 から 2015.6.30) 

・個人会員（ご入会順、敬称略） 
左奈田 秀武、増満 工将、佐土原 寛、斎藤ナナ、 

鈴木 光太郎、林 欣宏、彩木 傑、長尾 繁雄、 
長谷川 美文、大友 邦秀 
・賛助会員（ご入会順、敬称略） 
システム・ソリューションズ(株)、(株)ピーエムティー 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

4～6 月実施行事 

4 月：  8 日 SSIS フォーラム 
9 日 理事会 

16 日 執行会議      
21 日、22 日 九州見学会、 

オープンゴルフ大会 
5 月： 14 日、15 日 半導体入門講座 

21 日 執行会議 
27 日、28 日 PC 講座 

6 月： 11 日 理事会 
18 日 執行会議 

会員拡大活動 

会員増強の活動は日頃から行っておりますが、今年

に入って、より一層の増強を図りたいと理事長以下精

力的に活動しております。会員皆様におきましても、知

り合いの方に声をかけて会員増強にご協力いただけま

すよう、お願いいたします。 

委員会活動への参加・協力のお願い 

ご承知の通り当協会は１１の委員会から構成されてお

り、委員の方々の努力で成り立っています。また、委員

を兼務することで何とか運営しているような状況です。

会員の皆様のお力をお借りして活動の充実、質の向

上をと考えております。委員になって活動に参加しま

せんか。事務局へご一報ください。 
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