
1947 年のベル研 BBS トリオによるトランジスタの

発明からあと２年で 70 年、世界は生活・文化・経

済・政治の全ての面で、まさに半導体によって急

速な変貌を遂げ、世界中の人々の生活を変え続

けてきた。現在の世界は、すさまじいまでのコンピ

ューティングパワーと通信インフラ、膨大なデータ

蓄積容量によって形作られていると言っても過言

ではない。 

トランジスタ発明のニュースは翌 1948 年中頃に

は日本にも伝わり、1950 年には当時の電気試験

所において国内で初めての動作確認がなされ、最

初の本格的なゲルマニウムトランジスタの製造販

売が開始されたのは 1954 年であったが、1959 年

には早くも日本のゲルマニウムトランジスタ生産量

は世界トップとなった。 

この日本における急速なトランジスタの工業的

発展の引き金を引いたのが、1955 年にソニーから

発売されたトランジスタラジオ TR-55 の世界的大

成功であったが、その後1960年代にはシャープに

よる世界初の IC 電卓（1966 年）、やはり世界初の

LSI電卓（1969年）によりIC、LSIの発展がけん引さ

れた。同じ 1969 年には日立がオールトランジスタ

カラーTV を発売し、スイッチをポンと入れるとパッ

とつくということでポンパのニックネームで大ヒットを

作り出した。1970 年代はこの電卓の発展と電子式

腕時計、TV、VTR、ビデオ・オーディオ機器の発

展で日本の民生機器は世界を席巻し、それを支え

る半導体が大発展を遂げた。この時代はいわば

“What to” and “How to”により日本の半導体産業

がドライブされた時代ということが出来よう。

1980 年代に入ると世界の電子産業の中心に、コ 

ンピューパソコンが躍り出ていわ

ゆるデジタル化第一波と言われる

時代となり、この流れの中で日本では、1983 年のファ

ミコンの出現、1990 年のスーパーファミコンの大ヒット

が起こるが、この時点から日本の半導体産業に大き

な転機が訪れたと思われる。

第一は、それまで機器と半導体の強力なタッグで

民生機器の市場を創造しながら発展してきた日本の

エレクトロニクス産業が、デジタル化の動きの中で、

アプリケーション創造という点での半導体の取るイニ

シアチブが急速に弱まってきたことである。これは大

きくは、「デジタル化の波」（＊）の持つ意味を十分に

理解し、その波を捉まえることが出来なかったことに

起因すると思われる。

第二は、これとは別の方向で、デジタル化の波に

乗って、日本のすぐれた「物つくりの強み」を生かして

半導体メモリで市場制覇をしたことである。第一の点

と決定的に異なるのは、製品のターゲットが海外市

場を中心に既に設定されていたことであり、第一の

“What to” and “How to”の強みに対して、“How to”

の強みによる発展ということであろう。 

そしてこの“How to”の強みが、1980 年代に急速に

発展した製造装置とその世界的なインフラ化、その

後に続く産業全体の水平分業化の流れの中でその

絶対的な優位性を失ってしまったのが今の姿の一つ

の断面と思われる。こうした環境の中で“How to”の強

みに継続的な優位性を保つためにはいくつかの重

要な条件をクリアする必要があり、我々は残念ながら

こうした点の認識と実行において不十分であったと言
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わざるを得ない。日本の半導体の凋落を嘆き、その原

因が色々と議論されて久しいが、こうしてみてみると、そ

れは基本的にはこの第一の強み、それに続いて第二の

強みをデジタル化の波の中で失ってきた結果とみること

ができよう。 

デジタル化第一波（1980 年代）（＊）： 

Apple、IBMPC のパソコンの市場化、携帯電話に 

おける欧州の第 2 世代方式等 

デジタル化第二波（1990 年代）： 

PC、周辺機器、OA 機器による半導体需要の牽引 

デジタル化第三波（2000 年代）： 

PC, Internet, Digital consumer, Wireless 

terminal 等融合機器の登場 

2010 年代はこうしたデジタル化の波を受け継ぐ必然

的な流れとしてネットワークの時代となり、IoT/IoE、

Cloud 等が重要なキーワードとなっているが、日本の半

導体・エレクトロニクス産業は依然としてこの流れを掴み

きれないままのように見える。 

我々SSIS では「日本半導体歴史館」をウエブ上で展

開し、日本の半導体の歴史を記録に止め、広く関係者

に提供することに努めてきているが、それはこうした過去

の成功、失敗を「温故知新」としてこれからの日本半導

体産業に役立てることができると考えるからである。「温

故知新」とは「過去の事実（成功と失敗）を研究し、そこ

から新しい知見や見解をひらくこと」である。重要な点は

過去の失敗を嘆きあげつらうことではなく、失敗を冷静

に分析することと併せ、成功の要因についても学ぶこと

ではないだろうか？ 

日本の半導体には“What to” and “How to”により市

場を創造してきた輝かしい成功の歴史がある。それは、

前にも述べたように、機器と半導体の強力なタッグにより、

今までなかった新しい市場を創造し、それを世界に広

げ、世界的なリーダーシップを確立したことである。その

後のデジタル化の波を十分に掴みきることが出来ずに

苦難の道を歩むこととなったが、関係者諸氏の血と汗の

努力で今日また新しい体制が整理・構築されつつある。

今まさに、過去の失敗と併せ、成功の歴史を振り返り、

新しい成功を作り出すべきところにあると考える。 

今、日本の自動車産業は世界的な成功をおさめ、日

本の製造業をけん引する最重要産業となっており、日

本の半導体産業も自動車分野を最重要マーケットと位

置付ける動きが広がっている。このこと自体は正しい動

きと考えられるが、考えなければならないのは、これが

単なる“How to”のビジネスではなく、過去の民生分野

における成功のような“What to” and “How to”になって

いるかという点である。 

言い換えれば、日本の自動車産業の成功を半導体

産業が本当の意味でタッグを組んで新しい市場の創造

につなげる動きになっているかという点ではないだろう

か？そうでなければ、自動車分野における日本の半導

体産業の成功は常に海外のコンペティターの脅威に晒

されることとなり、“How to”ビジネスの継続的成功の重

要な条件を注意深く吟味し、実行していかなければなら

ない。 

それでは、デジタル化の波の中で“What to” and 

“How to”の優位性を失い、更に“What to”の優位性も

かなりの部分失ってしまった状況の中で、「デジタル化

の波」の次に日本が捉まえ、創り出すことの出来る新し

い波は何であろうか？その中でかつて日本が民生市場

を創造し制覇したような動きはどうすれば可能かというこ

とがまさに今日の課題と言えよう。 

産業タイムズの泉谷氏をはじめとして多くの識者が

「ロボット及びセンサー」こそが次の日本のイニシアチブ

を発揮できる分野であると述べられているがこれは誠に

当を得た意見であると考える。 

第一にこれからの先進国社会において特に重要とな

る IoT/IoE においてキーとなる要素はセンサーであるこ

と。第二に安全、快適、介護、医療等の分野においてロ

ボット及びセンサーは不可欠な要素であること。第三に

ロボット及びセンサーは不可分な関係にあること。第四

にともに日本は優れた技術及び産業としての優位性を

持っていること。さらにこれが重要な点であるが、第五に

この新規マーケットの創造にはアプリケーションと半導

体が不可分の関係で進む必要があることである。「ペッ

パー」が新しい「TR-55」としてのきっかけを作るというの

は単なる夢であろうか？

「ロボット及びセンサー」のみが唯一の分野であると結

論づけることが本文の趣旨ではないが、「デジタル化の

波」に続く重要分野を狙い定め、正しい国家戦略と開発

戦略、アプリケーション開発と半導体・電子部品の強力

なタッグにより日本は新しい波を作り出すことに真剣に

取り組む必要があり、それはかつての成功の実績から

十分可能であると考える。日本のエレクトロニクス・半導

体の過去の成功と失敗を「温故知新」として新しい波を

作り出したいものである。 

２   半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月)
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9月18日（金）15時30分より、茗荷谷 林野会館604
会議室において、例年通り、半導体産業人協会 賛助

会員連絡会を開催いたしました。

ご出席いただきました賛助会員様は 8 団体（10 名）で次

の通りでした。（50 音順） 
アビリーブ、人財ソリューション、SEMI ジャパン、

東芝、日本システムウエア、日本マイクロニクス、

マイクロンメモリジャパン、リョーサン

今回からの試みとして、開催前に協会紹介のスライド

ショーを上映した。本スライドは各委員会、事務局から材

料を提供し、広報委員会が作成した力作です。従来から

の賛助会員連絡会とはイメージが改善されたものと自負

しています。

定刻に事務局長の司会で連絡会が開始された。

連絡会風景

以下、会議次第項目とそのポイントを記す。

理事長挨拶と上期総括

始めに、橋本理事長から取り巻く環境について総評と

協会の位置付けの確認があり、続いて活動総括が報告さ

れた。

2015 年上期の目標とその進捗状況 
1. 会員サービスの向上

・HP の改善 ・ENCORE の改善

・歴史館の更なる充実 ・STaP 事業の推進

・教育事業の改善 ・講演会事業の改善

・コミュニティ活動の活発化

2. 財政基盤の強化

・会費収入以外の事業収入拡大

・教育事業：大幅予算達成見込み

・人材支援事業、STaP 事業：予算達成見込み

3. 会員の拡大

・個人会員について、委員会にて拡大努力中

4. 広報活動の拡大

・協会 HP の大幅改善 ・メディア活動の推進

5. 協会の基盤強化

・財団法人専門の会計コンサルタントの導入

・ネットワークセキュリティの強化

下期に向けての課題

・会員への更なるサービス向上の推進

・会員拡大の強力推進

・STaP 事業拡大のための新規顧客の獲得

＜会員数の増減＞
2014 年 
12 月末 

2015 年 
8 月 31 日 増減 

個人会員 291 274 △17

賛助会員 63 59 △4

半導体産業人協会 2015 年度 

賛 助 会 員 連 絡 会 

記 内海事務局長 

・巻頭言 「温故知新」、 成功体験に学ぼう 伊藤 達     1 頁 

・賛助会員連絡会 2015 年度 賛助会員連絡会 内海 忠      3 頁 

・特別講演 ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル 湯之上 隆    5 頁 

・講演会 第 2 回 SSIS フォーラム 

大規模データ処理の高電力効率に向けた産総研の取り組み 安田 哲二   10 頁 

デジタルデータの超長期安定保存技術 河村誠一郎  14 頁 

・SSIS-NEDIA シンポジウム in 大阪 開催報告 檜垣 幸夫   19 頁 

・寄稿文 転換期を向けた車載エレクトロニクス 大山  聡 22 頁 

・読者のひろば 「写真を極める ～撮るは易く極めるは難し 」 渡辺 二之   26 頁

・読者のひろば 「人々との出会いに教えられた多様性の意味」 岩口摩理子 29 頁 

・オアシス ～憩いの時空間～ 33 頁 

・委員会報告 文化活動委員会 落語を楽しむ会の報告書  内山 雅博   37 頁 

 第 4 回「多摩会」報告 川本 佳史  39 頁

・委員会報告 論説委員会 半導体産業の産学連携（１）  井入 正博   40 頁 

・協会だより         42 頁 
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上期活動報告

１.各委員会活動報告

重点活動報告対象の教育委員会、講演企画委員会、

歴史館委員会、STaP委員会を除く７委員会の活動につ

いて、伊藤執行会議議長がまとめて報告。

●編集委員会

会員からの投稿記事を「オアシス」として 10 月号より

掲載する。

●文化活動委員会

コミュニティ活動の拡大、活性化（趣味の会）

●関西地区委員会

昨年に引き続き NEDIA との共催でフォーラムとオー

プンゴルフ大会を開催

●九州地区委員会

春季九州工場見学会の開催

●人材支援委員会

「人材支援活動」は３年目に入った。委員会と協力会

社（６社）の連携により、成果を上げている

●広報委員会

協会ホームページの大幅リニューアル

メディア業界の発信力、公共性を積極的に活用

●論説委員会

毎号の会報に半導体産業の応援団としての記事（提

言）を掲載

２.重点活動報告

１）教育委員会から 市山委員長からの報告

１．入門講座

昨年より「春季」と「秋季」の年 2 回開催。 
・受講生の推移と今後の計画

２．アドバンスト講座

1 日単位の受講料となり、1 日のみの受講も可能。 
・受講生の推移と今後の予定訪問実績は下表のとおり。

意見、ご要望は各対応委員会、執行部、事務局にて鋭

意、分析検討中と報告した。

２）HP への動画掲載 有門委員長からの報告

音声付きスライド動画サービスを提供

【手順】

① 半導体産業人協会ホームページに入る。

② 各委員会ボタンをクリックする。

③ 講演企画委員会を選択。

④“見たい / 聞きたい”講演をクリックする。

以上の説明の後、試聴デモが行われた。

３）歴史館委員会から 伊藤委員長からの報告

サイトアクセス数が上昇し、優良サイトの目安である

50 件/日を上回り 50～100 件/日で推移。

2015 年における委員会の注力活動 
・日本半導体歴史館のＰＲ・啓蒙活動の展開

・日本半導体歴史館におけるコンテンツの拡充

1) 本館展示の更新

2) 牧本資料室の拡充

3) 「開発物語」NEC 編の作成、公開

・新規特別展示室の検討(日本版 Oral History)
４）STaP 委員会から 吉澤委員長からの報告

STaP 委員会活動実績（2014 実績・2015 見込

@8/31 時点）受注額の相対推移 

2015 賛助会員 STaP アンケートまとめ 

◎ 早急に対応する課題 〇今後、対応すべき課題

賛助会員訪問結果の報告

訪問実績は下表のとおり。ご意見、ご要望は各対応

委員会、執行部、事務局にて鋭意、分析検討中と報告

した。
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ブームとなった IoT 

PCがスマホに駆逐され、2012年にインテルのポール・オ

ッテリーニ CEO が辞任を発表したころから、インテルが「次

は IoT だ」と騒ぎ始めた。最初は、スマホに乗り遅れて窮地

に陥ったインテルが、苦し紛れに騒いでいるだけかと思って

いた。

ところが、今や世界中で、IoTが大ブームである。シスコシ

ステムズによると、2020 年には 500 億個のデバイスがネット

につながり、7 兆ドルを超える市場が誕生するという。2015
年 1 月にラスベガスで開催された CES（Consumer
Electronics Show）では、IoT 関連の機器として、ウェアラブ

ル端末で溢れかえっていたようだ。

しかし、「IoT の本質とは何か」、「どうしたら IoT で稼げる

のか」ということがきちんと理解されているのだろうか。単に

ブームに踊らされているだけではないのか。もし日本半導体

産業がそういう状態だとしたら、非常に危険であり、SOC の

失敗の二の舞になる可能性が高いように思われる。

ブームに弱い日本

歴史を遡ってみると、日本のエレクトロニクス産業は、殊の

外、ブームに弱いことが分かる。1970 年代後半から DRAM
が大ブームとなり、80 年代半ばには世界シェア 80％を独占

したが、90 年代に入るとシェアを低下させ、2000 年にはエ

ルピーダ 1 社を残して撤退した。そのエルピーダも 2012 年
に経営破綻し、米マイクロンに買収された。

DRAM から舵を切った日本は、日経マイクロデバイスな

どの雑誌に煽られてブームとなった SOC に舵を切り、国家

プロジェクトやコンソーシアムを乱立させたが、SOC の本質

を理解しておらず、的外れであったため、日本の SOC は壊

滅した。

携帯電話では、i-mode の導入など、技術でリードしたもの

の、世界の中で孤立しガラパゴス化していった。それでもガ

ラケーでは国内市場のシェアをある程度取れていたが、ス

マホの時代になると、海外市場はもちろんのこと、国内市場

すらもアップルやサムスン電子に支配され、日本メーカーは

壊滅的になった。

半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月) 

日本のお家芸であったテレビ産業については、液晶やプ

ラズマなど薄型テレビのブームに乗って各社が大投資を敢

行したが、2012 年に、ソニー、シャープ、パナソニックが 3
社合計で 1 兆 6 千億円もの赤字を計上し、各社とも社長が

交代、1 万人規模のリストラを行い、テレビ事業を縮小または

撤退するに至っている。

このように、日本はブームになると一斉に参入し、その結

果、供給過剰に陥って血みどろのコスト競争に陥り、どこも利

益をあげられず撤退していくという歴史を繰り返している。ブ

ームに便乗するのは悪いことではない。しかし、そのブーム

で、どのように利益を上げるかという知恵や戦略が、日本に

は些か足りないのではないだろうか。そこで本稿では、まず、

ブームになったとき、企業としてはどのような行動をとるべき

か、その指針について論じたい。

その際、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授の野

口悠紀雄著『ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル』（新潮

社）が大いに参考になる[1]。本は、19 世紀のサンフランシス

コで「金が出た」エピソードから話が始まる。160 年以上前の

古い話ではあるが、ここには、現代のエレクトロニクスにとっ

ても新鮮な教訓が含まれている。以下にその概略を紹介す

る。その上で、IoT の本質とは何か、IoT で儲けるにはどうし

たら良いかを述べる。

1948 年にサンフランシスコに金が出た！ 

ドイツ人のジョン・サッターは膨大な負債を背負い、妻と 3
人の子供を残したまま、1834 年にアメリカに渡った。艱難辛

苦の末に、荒野だったサンフランシスコを開墾し、農場を拓

いた。そして 1848 年 1 月、アメリカン・リバー沿いに製材所

を建設している時に、川底に金を発見した。

使用人には箝口令を敷いたが、秘密は 1 週間で漏れた。

使用人たちは、仕事をほっぽりだして、篩（ふるい）と小箱を

持って、川底の金に殺到した。周辺の街や、港からも、金を

求めて人が集まってきた。翌1849 年になると、全米どころか、

全世界から黄金を求めて人が押し寄せてきた。この大ブー

ムでサンフランシスコに入植した人々を 49ers（フォーティー

ナイナーズ）と呼び、サンフランシスコをホームとするアメリカ

ンフットボールチームの名前にもなった。

ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル 

－ブームの IoT でどうやって稼ぐのか－

微細加工研究所  所長 湯之上 隆
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決死の思いでやってきた 49ers 

当時のカリフォルニアは、「荒野」であり、「地の果て」だっ

た。多くの人が住んでいるアメリカの東海岸からは、鉄道もな

く、船が航行できる川も無かった。49ersたちは、想像を絶す

る困難に満ちたルートでカリフォルニアを目指した。

ルート①（陸路）

第 1 の方法は、3200km 以上ある陸路を、徒歩または馬

車で踏破することである。徒歩の場合、時速 4km で一日

50km 歩いたとして、優に 2 ヶ月はかかる。馬車の場合も１ヵ

月程度は必要だ。さらに問題なのは、最後の数百 km は水

が一滴も無いことである。アメリカの東海岸の平均賃金が１

日１ドルだったこの頃、一杯の水が 100 ドルになることもあっ

たという。

ルート②（海路）

第 2 の方法は海路であるが、当時パナマ運河は無かった

ため、南米の最南端を回航しなければならならず、東海岸

からは６ヶ月以上かかった。また、船酔いに悩まされるだけ

でなく、食料や水は腐敗し、困窮を極めた。

ルート③（海路＋地峡横断）

そのような中、パナマ地峡横断が可能になった。しかし、

途中の熱帯雨林はマラリアとコレラの巣だった。生きて太平

洋側に抜けられた人々も、サンフランシスコまでの船便を待

って、何ヶ月も満員の汚い宿で過ごさなければならなかった。

このように途轍もない困難を伴ったにも関わらず、続々と、

49ers たちがカリフォルニアに集まってきた。その結果、

1848 年に 1 万4 千人だったカリフォルニアの人口は、1849
年末に 10 万人、1852 年に 25 万人にまで膨張した。 

金発見者のサッターはどうなったか？

1848－49 年当時のカリフォルニアはメキシコ領で、事実

上、政府が存在しない自由の天地だった。見方を変えれば、

暴力が支配する無法の地だったとも言える。ただし、1850年

に米国に編入され、徐々に法と秩序がもたらされるようには

なった。

また、通常の金鉱脈は地下深くにあるが、カリフォルニア

では地表近くに露出していた。だから大規模な金採掘の設

備はいらなかった。したがって、「誰でもできる、規制が無い」

状況だった。そこに、49ers たちが殺到したのである。 
サッターが築き上げた農園は、侵入してきた金採掘者によ

って踏みつぶされた。また、サッターの財産は、暴徒によっ

て、略奪され、破壊された。その結果、サッターは、ドイツか

ら呼び寄せた3人の息子と共にともに避難せざるを得なかっ

た。

1850年にカリフォルニアが米国に編入されたのち、サッタ

ーは、農園で得た利益のすべてをつぎ込んで、次のような

訴訟を起こした。

「サンフランシスコの土地はすべて自分のものである」、

「破壊された財産については損害賠償をせよ」、「採掘された

金には自分に応分の権利がある」などである。

1855 年に判決がおり、サッターは勝訴した。ところが、で

ある。判決を知った人々が暴動を起こし、3 人の息子は殺害

された。サッターは、連邦議会への権利の請願を行おうとし、

その途中で精神に異常をきたし、死亡したという。金発見者

は、悲惨な最期を遂げた。

では、49ers はどうなったか？ 

1948 年の初期の頃には、1 日で 2000 ドルの金を掘り当

てた人も稀ではなかった。アメリカ東海岸の平均賃金が 1 日

1 ドルだったから、普通の人の約 10 年分を稼いだことにな

る。このような人々は、「リッチ・ストライク」と呼ばれた。

ところが、1849 年になると、1 日 10 ドルを得られればまし、

という状態になった。そして、食うや食わずの生活を強いら

れたという。1 日10 ドルなら普通の人の平均賃金の 10 倍で

はないか。それがなぜ、困窮したのか？

それは、インフレが生じたからである。もともと 1 万 4 千人

しか住んでない辺境のカリフォルニアへ、10 万人もの 49ers
たちがやってきた。その結果、衣食住のすべてが不足し、生

活必需品が暴騰したのである。また、49ersたちはテントなど

に住んでいたので、衛生状態も栄養状態も最悪で病人が続

出した。川でおぼれて死んだ者も多いという。サッターと同

様、49ers たちも悲惨だったのだ。 
しかし、ゴールドラッシュで、大富豪になった者たちがいる。

それはどのような人たちなのか？

最初の成功者、ブラナン

サンフランシスコの商人だったブラナンは、初期の段階

（1848 年 2 月）に、金発見のニュースを知った。しかし、ブラ

ナンは金を掘りに行かなかった。そのかわり、西海岸にある

シャベル、金桶、テント、その他の生活必需品を買いあさっ

たのである。

そして買占めが完了した所で、「金だ、金だ、金が出た」と

叫びながら、サンフランシスコ中を走り回ったという（1848 年

5 月）。これを聞いた人々は、大挙してサッターのところへ金

を目指して殺到した。実質的にゴールドラッュの引き金をひ

いたのは、ブラナンのこの行為だったと言われている。  

ブラナンは、金に殺到した人たちを相手に 20 セントで仕

入れた金桶を 15 ドルで売るというようにして、僅か 9 週間で

3 万 6 千ドルを稼ぎ、大富豪になった。 
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二人目の成功者、ストラウス

ドイツから米国に移住し、ニューヨークで衣料品業に関わ

っていたストラウスは、1850 年に「金が出た」ことを知った

（21 歳だった）。 
ストラウスは、南米ホーン岬を経由する船便で、苦心惨憺

してサンフランシスコにやってきた。しかし、ストラウスも金を

掘りに行かなかった。

その代り、小さな衣料品店を開いて、商売を始めた。そし

て、金採掘現場で 49er たちから、「ズボンがすぐ破れて困る」

という話を聞き、テントの生地で丈夫なズボンをつくった。こ

のズボンは、大当たりした。

テントの生地が無くなると次は、フランス製のサージ

（serge de Nimes）という生地を輸入して、丈夫で履き心地の

いいズボンを作った。このズボンは、その後、短縮して「デニ

ム」（denim）と呼ばれるようになった。

ストラウスのファーストネームは、「リーバイ」というそうなの

だ、このようにして、デニムのリーバイズ・ジーンズは誕生し、

大富豪となった。

三人目の成功者、ウエルズとファーゴ

ウエルズとファーゴは、1852 年に、郵便と電信の会社「ウ

エルズ・ファーゴ社」をサンフランシスコに設立した。その後、

駅馬車会社を買収し、大陸横断の馬車便を開始した。そして、 

1857 年に、1ヶ月2 回だった馬車便を、週2回に増便した。

さらに、1860 年には、当初 25 日かかっていた横断時間を

10 日に短縮した。

金を採掘して所得を得た人は、それを故郷に伝えたり、送

金したいが、なかなか信頼できるサービスが無かった。ウエ

ルズ・ファーゴ社は、そのような郵便と電信を独占し、大富豪

となった。

金発見者サッターの失敗の分析

なぜ金発見者のサッターや、49ers は富豪になれなかっ

たのか？ 一方、ブラナン、リーバイ、ウエルズ・ファーゴは、

なぜ、成功したのか？ 以下ではその分析を試みたい。

まず、サッターである。サッターは苦労して農園を築き、そ

して金を発見した。ところが、驚くことにその後も、農園経営

を粛々と行い、日曜日に金を掘りに行くだけだった。一方、

金採掘者が襲来することへの対策は、何ら行わなかったとい

う。これは一体どうしたことなのか？

著者の野口悠紀雄氏の推理は次の通りである。人は、あ

まりにスケールの大きな問題に直面したとき、思考が停止す

る場合がある。これを「日常性への執着」という。

また、サッターには、長い年月に渡って投下してきた多大

の出費と努力が無に帰するのは、何としても避けたい、という

思いがあった。

半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月) 

過去に投じた投資コストを「サンクコスト（Sunk cost）」とい

う。現在の状況で最適な方法を取るべきなのに、人は、サン

クコストに囚われてしまうのである。サンクコストに囚われて

正しい状況判断ができなくなってしまう半導体や電機メーカ

ーは、現在でも枚挙に暇がないほどだ。

悲惨な 49ers と成功者の違いは？ 

金に殺到した 49ers に対して、成功者たちには共通点が

ある。

第 1 に、情報を有効活用した。 
第 2 に、人と同じ行動をとらなかった。 
第 3 に、独占した。 
ブラナンは、「金が出た」という情報を無料で提供したが、

生活必需品などを買占め、これを独占的に販売して利益を

得た。

リーバイは、「ズボンがすぐ破れる」という 49ers たちの現

場のニーズ（情報）を活かして丈夫では着心地の良いズボン

を作り、これを独占することにより利益を得た。

ウエルズ・ファーゴも、49ers が求めていた「郵便や送金」

というサービスを独占的に提供することにより、利益を得た。

上記 3 者について比較するならば、ブラナンは何も生み

出していないが、リーバイはジーンズという「モノ」を、ウエル

ズ・ファーゴは物流や情報という「サービス」を創出した。これ

らは、イノベーションを起こしたとも言える。

ここまでが、『ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル』の

概要とそこから導き出される教訓である。これを現代のゴー

ルドラッシュの PC やスマホに当てはめてみよう。

ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル、PC 編 

アップルが PC を生み出し、IBM が広めたことにより、金

の鉱脈となった。そして、Dell、HP、日本や台湾メーカーな

ど多数の 49ers が出現した。しかし、PC がモジュール化し

た結果、誰でも簡単につくれるようになったため、PC メーカ

ーはまるで儲からなくなった。

DRAM にも十数社が群がったが、供給過剰となり、やが

て 1 個1 ドルを切り、ほとんどが赤字に陥った。2012 年にエ

ルピーダは倒産し、現在残っている大手は、サムスン電子、

ハイニックス、マイクロンの 3 社となった。

DRAM と同様、液晶パネルにおいても、競争が激化した

結果、すべてのパネルメーカーが赤字に転落した。

このような中で、高収益をあげたのは、OS を支配したマイ

クロソフトと、プロセッサを支配したインテルである。特に、こ

の 2 社が結託したウインテル連合は強力な参入障壁を形成

し、利益を独占し続けた。

その高収益企業も、やがて、検索のグーグル、SNS の

facebook に覇権が移行した。スマホが登場すると、その傾

向はより一層、顕著になった。
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ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル、スマホ編

アップルが 2007 年に iPhone を発売した。それに先立っ

て（恐らく 2004～5 年頃に）、iPhone 用プロセッサの製造委

託をインテルに打診した。ところが、この千載一遇のチャンス

をインテルは断ってしまうのである。その結果、当時のポー

ル・オッテリーニ CEO はクビになった。

つまり、アップルのジョブズは、スマホという金の鉱脈を見

つけ、インテルにそのお裾分けを持ちかけたのだが、インテ

ルはこれを拒否した。これなど、インテルが思考停止に陥り、

PC という「日常性に執着」したと見ることができる。

また、PC 用に開発した世界最高の最先端プロセス技術を、

そんなチンケな携帯電話モドキに使ってやるものか、と思っ

たのかもしれない。これなどサンクコストに囚われた結果と

みることもできる。

その後、スマホメーカーには、49ers が多数現れた。日本

の 49ers たちは、ソニーを除いて壊滅状態となった。そのソ

ニーも赤字から抜け出せない。

スマホという金の鉱脈を見つけたアップルを凌駕したのは

サムスン電子である。インテルが断った iPhone 用プロセッ

サの製造をサムスン電子が請け負い、そこで得た情報を

GALAXY 開発に最大限利用した。そして、シェアでアップ

ルを追い越した。サムスン電子は自他ともに認めるファース

トフォロワーである。そのサムスン電子にスマホの心臓部で

あるプロセッサをつくらせたということは、泥棒に追い銭を渡

したに等しい。アップルは大チョンボを犯し、その結果、泥沼

の訴訟合戦となった。

このサムスン電子を窮地に追いやったのは、台湾のファ

ブレス、メディアアテックである。メディアテックは、世界最大

のスマホ市場となった中国に、相場の半額のプロセッサを販

売した。しかも、スマホの設計図（リファレンス）と推奨部品リ

ストを添付して。その結果、中国では大した技術もなくスマホ

がつくれるようになり、「靴屋でも明日からスマホメーカーに

なれる」と言われるようになった。つまり、メディアテックは、

低価格プロセッサにより、中国のスマホ市場を支配した。

スマホでは 49ers から成長するものもあらわれた。中国の

スマホシェア 1 位、世界でも 3 位に躍進したシャオミである。

シャオミは、販売経路をオンラインに限定し、製品に流通や

販促費が加算されないようにしてコストを削減している。また、

端末は原価に近い価格で売りさばき、利益はアクセサリやオ

ンラインストアで稼いでいる。この結果、驚異的な低価格化

が実現している。

結局、「情報を効果的に活用し、人と同じことをしないで独

占する」ことができたものが高収益を上げ成長している。

IoT の本質とは 

さて、IoT である。筆者も、「IoT の本質とは何か？」、「IoT
で稼ぐにはどうしたら良いか？」がなかなか分からないでい

た。

ところが、松田卓也著『2045 年問題 コンピュータが人類

を超える日』（廣済堂新書）[2]を読み、2015 年1 月3 日に放

送された NHK スペシャル『ネクストワールド 第 1 回 未来

はどこまで予測できるか』[3]を視聴して、やっと IoT の何た

るかが分かってきた。

IoT の本質を示すキーワードは、「センサー」「ビッグデー

タ」「人工知能」の三つである。そして、IoT によって実現され

ることとは、「未来予測」である。

その根底には、「コンピュータが指数関数的に処理能力を

向上させている」ということがある。この原動力となっているの

は「半導体のトランジスタ集積度は 2 年で 2 倍になる」という

ムーアの法則だ。「指数関数的に進歩する」という性質が重

要で、このままいくと、コンピュータは 2045 年には全人類の

能力を遥かに超えてしまうと、米・未来学者のレイ・カーツワ

イルは予測している。これを「2045 年問題」または「特異点

問題」と呼んでいる[2]。
本当にそんなことが起きるかどうかは分からないが、コン

ピュータの進歩は今後も続くであろう。そしてコンピュータが

進歩すれば、莫大なデータをより短時間で、より低コストで処

理することが可能になる。

例えば、現在のスーパー・コンピュータ「京」の処理スピー

ドは、1980 年代のスパコンの 1000 万倍にまでなっている。

そして、今、あなたの手のひらに収まるスマホは、教室の半

分ほどの場所をとっていた 1980 年代スパコンの能力をはる

かに上回る。

さらにコンピュータの処理能力の向上は、人工知能の進

歩も促進した。2005 年には人口知能がチェスで人間に勝利

し、2011 年には、IBM の人工知能ワトソンが、米国のクイズ

番組「ジェパディ!」で人類代表のクイズ王2人に勝利した。こ

のままコンピュータや人工知能が進歩し続けると、どのような

ことが可能になるのか？

すでに始まっている未来予測

NHK スペシャルでは、人工知能による未来予測が既に

実用化されている複数の事例を紹介していた[3]。 
まず、犯罪数が多く警察官の数が不足していた、カリフォ

ルニア州サンタクルーズで人工知能による犯罪予測システ

ムを導入した例である。年間 12 万件ペースで発生している

過去の犯罪記録を全て人工知能に読み込ませた上で、「ど
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この街灯が故障している」「バーの開店時間は何時」など、

センサーを通じて街中のビッグデータを収集する。人工

知能は、過去の犯罪記録をパタン化し、現在のビッグデ

ータと照合して、いつ、どこで、どのような犯罪が起きそう

かを予測する。ただし「なぜ起きるか」という理由は示され

ない。

人工知能が予測した犯罪予測マップに従って、警察官

がパトロールするようになると、予測システム導入前と比べ

て、逮捕者数は 5 割増加し、犯罪率は 2 割低下したとい

う。30 年後は犯罪が起きる前に逮捕が可能になるかもし

れないそうだ。（それは果たして犯罪なのだろうか？）

もう 1 つの例は、ヒット曲の予測システムだ。人工知能に

クラシック、ジャズ、ロックなどありとあらゆるジャンルの

300 万曲をインプットした。全ての楽曲はメロディ、リズム、

オクターブなど、70 の要素に分解し、ヒット曲のパタンを分

析する。すると、ヒット曲は 60 のカテゴリに分類できるという。

ただし、「なぜヒットしたか」は示されない。

この分類に基づいて人工知能は、無名のシンガーソング

ライターのハイディ・メリルさんがネットに投稿した楽曲がヒッ

トすることを予測した。それまで、ニューヨークのバーなどを

中心に活動していたメリルさんは、プロの音楽プロデュサー

のもと、メジャーデビューを果たし、さらには世界中の TV 番

組に出演し、ネットでのダウンロードは2500万回を超えてい

るという。

音楽業界では、こうした動きが広がっており、アーティスト

の 90％は予測システムによって発見されている。2045 年に

は、ヒット曲そのものを人工知能がつくる時代になるかもしれ

ないそうだ。

どうやって IoT で稼ぐか？ 

未来を予測するには、ビッグデータを集め、処理（計算）し

仮説を立ててデータ間の相関関係を見出すことが必要だ。

  ここで「IoT とは何か」を考えてみると、「人を介さずにビッ

グデータを収集するための一手段」と言えるかもしれない。

「スマホの次は何か？」と話題になっているメガネ型や時計

型のウェアラブル端末なども、センサーの一部と見做すこと

ができる。

しかし、未来予測を行うためには、年間出荷数が十数億台

のスマホやウェアラブル端末だけでは足りない。シスコシス

テムズの言う「2020 年に 500 億台」でも十分ではない。

そこで、米国では、産学連携で、毎年1兆個のセンサーを活

用する「Trillion Sensors Universe」を実現しようとしている。 

1 兆個のセンサーで、医療・ヘルスケア、流通・物流、農業、

社会インフラなどを覆い、そこから得られるビッグデータを未

来予測に活用するのである（図 1）。 

半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月) 

この動きが加速すれば、2045年には何と250兆個のセン

サーからビッグデータが集められるという。このような規模の

ビッグデータにおいては、「仮説を立ててデータ間の相関関

係を導き出す」ことも最早、人間には不可能であり、人工知

能の独壇場となる。その結果、「風が吹けば桶屋が儲かる」と

いった、一見すると可能性が低そうな因果関係を発見するこ

とも簡単にできるようになるだろう。

ではどうすれば IoT で稼ぐことができるのか？ コンピュ

ータも人工知能も、「桶屋が儲かるにはどうしたら良いか？」

という問題を設定することはできない。つまり、IoT で稼ぐた

めの第 1 条件は、人工知能に解決させたい問題（つまり「何

で儲けたいか」という問題）を明確にすることである。

シスコシステムズが言う「IoT で７兆 650 億ドルの市場」は、

こうして誕生すると考えられる。そんな時代は、もう、すぐそこ

まで来ているようだ。
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１．データの大規模化とエネルギー制約

インターネットが普及し情報端末が高性能化するに

伴い、データセンターに蓄積されるデータの量・速度・

種類は増加の一途を辿っている。兆のオーダーの個数の

センサーを含む様々なものがインターネットで繋がる

Internet of Things（IoT）の時代においては、このデータ

増加に拍車がかかることは疑いない。このような所謂ビッグ

データの利活用が社会課題解決やビジネス創出の成否の

鍵を握るという認識が広まり、より有益な情報を高速かつ高

効率に抽出する人工知能への期待が高まっている。

データ量は今後どの程度の速度で増加していくのだろう

か。総務省が発表している「我が国のインターネットにおけ

るトラヒックの集計・試算」のデータを片対数グラフにプロット

したものを図１に示す。過去10 年間におよそ 10 倍という正

に指数関数的な速度でトラヒックが増加していることがわか

る。インターネットトラヒックはデータの生成量や蓄積量に比

例していると仮定すれば、例えば、2030 年にデータセンタ

ーが扱うデータ量は現在の 30 倍ということになる。将来の

データ量増加については調査会社などから様々な予測が

発表されているが、上記よりも大きな増加速度の予測が多く、

10 年で 10 倍は控えめな見積もりである。 
このようなデータ量の急増が続くと、データの蓄積や処

理に要するエネルギーはどの程度の大きさになるのだろう

か。IDC Japan がウェブサイトで公開している調査結果に

よれば、2013 年の国内データセンターの総消費電力量は

122 億 kWh と見積もられている。もしデータ蓄積・処理の

エネルギー効率が現在のレベルに留まると仮定すると、

2030 年には国内データセンターの総消費電力量はこの

30 倍、すなわち 3,000 億kWh を超える。日本の総電力使

用量は概ね 1兆kWh 前後で推移しているので、その 30%
以上をデータセンターの電力使用が占めることになる。分

かりやすくするために国民一人当たりに換算すると、1 兆

kWh の電力量は一人当たり約1,000Wの電力を常時使っ

ていることに相当する。2030年にはその内の300W以上を

データセンター稼働のためだけに使うことになるかもしれな

い。これはエネルギー需給の観点から許容できない大きさ

であることが実感いただけるであろう。

以上の大まかな見積もりが示すように、エネルギー制約

を受けずに大規模データを利活用していくためには、デー

タの集中処理におけるエネルギー効率を、今後 10～20 年

の間に 10～100 倍に高めていく技術が強く求められてい

る。

２．IMPULSE プロジェクトが描く超高効率・超高性能な 
データ処理

データセンターを構成するハードウェアは、データを蓄

積する HDD や SSD 等の記憶装置、データを処理するサ

ーバー、データを伝送するルーターやスイッチ等のネットワ

ーク機器に大別される。グリーンIT推進協議会の調査分析

委員会総合報告書（2013 年 5 月）によれば、技術革新を考

慮しない場合、2025 年のデータセンターにおける電力消

費の内訳は、ストレージ 22%、サーバー26%、ネットワーク

7%とされる。残りはこれらの IT 機器が発生する熱を建屋の

外に排出するための空調の電力であり、これは IT 機器を

低消費電力化すれば、それに伴って小さくなる。

データセンターの電力効率を10～100倍に改善すること

は、上記のメモリー、ロジック、スイッチ等の省エネを

incremental に進めるだけでは達成不可能であり、従来技

術の延長ではない非連続的な技術革新が求められる。産

総研では、2030 年のデータセンターでの実用化を想定し

た超省電力で超高性能な革新的データ処理に関する研究

F O R U M
S S I S

産総研の取り組み 

～ＩＭＰＵＬＳＥプロジエクトの紹介～

大規模データ処理の高電力効率に向けた

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

ナノエレクトロニクス研究部門長 安田 哲二 
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開発を先導すべく、「高電力効率大規模データ処理イニシ

アチブ」(Initiative for Most Power-efficient
Ultra-Large-Scale data Exploration、IMPULSE）

と称するプロジェクトを実施している。

IMPULSE が描くデータ処理の将来像を図２に示す。メ

モリーとロジックについて後述の電圧制御型メモリー動作や

フロントエンド三次元化といった革新技術を開発して超低消

費電力化したうえで、これらを積層して実装することにより、

2015 年現在で既に顕在化しているメモリー帯域不足を解

消する。さらに、光I/Oを積層してチップ間のインターコネク

トを波長多重・多値変調の光ネットワークによって実現し、

計算ノード間のデータ伝送の超低消費電力化と超広帯域

化を同時に実現する。これらの開発と並行して設計するデ

ータフロー重視のシステムアーキテクチャにより、新しいハ

ードウェアの性能を十分に発揮させる。

図２のノード当たりの性能としては、メモリー容量 10 TB、

ロジック処理速度 100 TFLOPS、メモリーロジック間および

光 I/O の帯域 10Tbps といったオーダーの性能を、現在の

サーバーブレードと同等の電力で実現することを目指して

いる。

IMPULSE は平成 25 年度から 3 年間のプロジェクトで

あり、上記のような挑戦的な技術開発をこの期間内に完了

することはもちろん想定していない。プロジェクトの目標は、

期間内に各要素技術の可能性を見極めて、データ集中処

理のエネルギー効率を 100倍に改善するためのロードマッ

プを提示し、2030 年の実用化に向けた産学官の連携体制

を整えることである。

以下では、IMPULSE で実施している各テーマの概要

を紹介する。

2015 2030

3D stacked packageCurrent server

Non-volatile memory

Ultra-low-power Logic

Optical I/O

Architecture: 3D stacked packages 
connected through optical network

Progress of packaging
technologies

・・・

・・・

Optical
Network

Memory

Logic I/O

図２ IMPULSE が描くデータセンターの将来像 

３．実施中の研究開発テーマの概要

(1)電圧制御型不揮発メモリー 
図２に示すような各ノードに一定のメモリー容量（例えば 

10TB）を分散させたシステムを構築するためには、メモリ

ーには不揮発性に加えて書き換え耐性、高速性、低消費

電力性が求められる。現在、世界の研究機関で開発が進め

られている様々な方式の不揮発メモリーのうち、これらの要

求を満たす可能性があるのはMRAMとトポロジカルRAM
（相変化 RAM の進化形）である。フラッシュメモリーの大容

量化が進んでビットコストが下がった結果、データセンター

のストレージへ SSD の採用が広がっているが、フラッシュメ

モリーでは上記の要求を満たすことは難しい。

産総研では、スピン RAM に関しては MgO を用いた磁

気トンネル接合素子(MTJ 素子)とその量産技術を開発した

湯浅、トポロジカル RAM に関しては超格子型相変化材料

を発明した富永が中心となって世界をリードする研究開発

を展開している。IMPULSE においては、スピン RAM とト

ポロジカル RAM のそれぞれについて「電圧制御動作」を

実現すべく研究を進めている。（図 3） 
不揮発メモリーの電圧制御動作を目指す理由は以下の

通りである。不揮発メモリーは電源を切ってもデータが保持

されるため、消費電力が小さいと一般的には思われている。

しかし、MRAM や相変化 RAM を含む多くの不揮発メモリ

ーは、データ書き込みのために比較的大きな電流を流すこ

とが必要であり、書き込みに要する電力は現状では SRAM
の 1,000 倍以上となっている。不揮発メモリーの電圧制御と

は、電流をほとんど流さずにデータ書き込みが出来るように

することであり、これは可能になれば超低消費電力のメモリ

ーが実現される。

現時点での研究成果としては、MRAM については、数

原子層オーダーまで超薄膜化させた金属磁石に誘電層を

介して電圧を印可すると、スピンの向きやすい方向（磁気異

方性）が変化する現象を見出している。これを利用した

MTJ 素子において 1 ナノ秒以下の高速パルスで熱による

磁化反転制御に成功し、従来の電流注入型に比べて

1/100 以下の 1fJ/bit クラスの超低電力書き込みにメドをつ

けている。トポロジカルRAMに関しては、GeTe合金薄膜と

SbTe 合金薄膜を結晶配向軸に揃えて積層した超格子構造

において、Ge 原子の結合状態を電圧（電界）印可により変

化させて電気抵抗の異なる二つの状態間をスイッチする技

術を確立している。積層構造の 適化により、ON/OFF 比

を 102程度に保ちつつ動作電圧を 0.2V 以下に低減するこ

とにも成功している。MRAM、トポロジカルRAMのいずれ

においても、第一原理計算による物性予測や材料設計を実

験や試作と並行して行うことにより、デバイス構造や材料の

開発を加速している。
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絶縁層

超薄膜
強磁性層

電圧制御スピンRAM

• スピンの向きを電圧印加により操作
• 書き換え電力1/100以下へ

• Ge原子の変位による抵抗変化を実証
• エントロピーによるロス 1/100以下へ

電圧制御トポロジカルRAM

 

(2)フロントエンド三次元集積ロジック 
前述の不揮発と次で述べるネットワークについては、電

圧制御型の動作や光の波長多重・多値変調といった新原

理の導入によって、従来技術とは桁違いの低消費電力化と

高性能化を達成できる可能性がある。では、ロジックはどう

だろうか？従来、ロジックの低消費電力化と高性能化は、微

細化とそれに伴って必要となった新材料・新構造（High-k

絶縁膜／メタルゲート、Fin 型チャネル等）の導入により達

成してきた。しかし、サブ 10 nm 世代に突入する 2020 年代

後半にはスケーリングは終焉すると予測され、実際のところ、

近年は例えばゲート長の微細化速度は緩やかになり、ロジ

ックの性能向上は動作周波数の向上ではなくマルチコア化

によって実現される状況が続いている。 

このような中で、ロジックの性能／電力を 10 倍以上にす

ることは可能だろうか？おそらく単一の技術で 10 倍以上の

改善を達成することは難しく、i) 微細化をサブ10 nm まで突

き詰める、ii) フロントエンド回路を三次元化する、iii) トンネ

ルトランジスタ等の超低電圧動作トランジスタを導入する、

iv) 設計を 適化する、といった取り組みのそれぞれで性

能／電力を改善し、全体として 10～100 倍を達成する、とい

うのが現実的であろう。上記の中で、ii)のフロントエンド回路

の三次元化は、微細化せずにトランジスタ集積度を高める

ことが可能、グローバル配線長を削減可能、高移動度チャ

ネル材料（Ge、III-V）の導入が容易、回路の物理設計にお

いて Z 方向の自由度が増加、といったメリットがあるが、世

界的にみて研究はまだ端緒についたばかりである。産総研

では、2009-2013 年度に実施した内閣府 FIRST プログラム

「グリーンエレクトロニクスのコア技術開発」において、高移

動度チャネルの SiGe（pMOS）と InGaAs（nMOS）を積層した

三次元 CMOS の動作を世界に先駆けて実証し、この技術

分野をリードしている。IMPULSEでは、このフロントエンド三

次元化をロジックデバイスに関する重要テーマと位置付け

て研究を進める。(図４) 特にフロントエンド三次元化の鍵と

なるデバイスである Ge-on-Insulator (GeOI) FinFET につい

て下地の Si CMOS にダメージを与えない低温プロセス

（<500℃）で Si CMOS に比肩する性能を達成することを目

標として研究を進めている。 

上記のような三次元回路の開発においては、多数のデ

バイスの相互配置や熱の流れを考慮するために大規模

TCAD が必要である。IMPULSE では、産総研のポストペタ

スケール計算技術を適用し、領域分割や自動微分といった

新の計算技法を導入した独自のTCADプログラムの開発

を進めている。この産総研オリジナルの TCAD によれば、

100 個程度のトランジスタを含む領域を丸ごとシミュレーショ

ンできるようになり、三次元回路開発の強力な設計ツールと

なると期待される。

配線層

フロント
エンド

ソース ドレイン ソース ドレイン

nMOS pMOS

絶縁膜

Ge Ge Ge

Ge Fin CMOS技術

• 微細化に頼らずに高集積化
• 配線長の削減による低消費電力化

• 新材料・新構造の導入が容易
• Ｚ方向利用による革新的回路

図４ ロジックのフロントエンド三次元化と 

そのキーデバイス Ge-on-Insulator FinFET 

３）エクサスケール光ネットワーク

図２に示すような情報処理システムにおいて、2030 年に

はノード間のデータ伝送速度は 1Tbps を超え、ネットワーク

の総容量はエクサビット級に近づくと想定される。現在用い

られている Infiniband 等の電気ネットワークでは、このオー

ダーの総容量は速度と電力の両方の点で実現不可能であ

る。IMPULSE では、光のパスを自在に切り替える回線交換

方式「ダイナミック光パスネットワーク」を導入し、さらに波長

バンク方式による波長多重や多値変調といった技術を取り

入れる「エクサスケール光ネットワーク」を提案し（図５）、そ

の原理実証を進めている。 

図３ スピンＲＡＭとトポロジカルＲＡＭの電圧制御動
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産総研スーパークリーンルームの 300mm ライ

ン（45nm プロセス）には、世界最高品質のシリコ

ンフォトニクスデバイス作製プロセスが構築され

ている。我々はこの環境を活用して、光スイッチや

波長合分波器の試作と評価を進めている。現在まで

に、マッハツェンダ型スイッチ部と方向性結合型交

差部を約 2000 個集積した世界最大級の 32 ポート

×32 ポートのシリコン光スイッチ（チップサイズ

11×25 mm2 は世界最小）の作製に成功し、回路基

板に実装した伝送実験により信号劣化がない良好

な特性を実証した。また、Si-WDM フィルタの試

作と基本動作の確認にも成功している。

IMPULSE の成果を実用化していく取り組みと

して、産総研コンソーシアム「光デバイス基盤技術

イノベーション研究会（PHOENICS）」を今年の 4
月に立ち上げた。このコンソーシアムは、光通信用

デバイスの研究機関、サプライヤー企業、ユーザー

企業等の間で情報共有、意見交換、共同研究開発の

提案、事業化推進等を進め、次世代光デバイス技術

に関する新しいエコシステム構築により、我が国の

光通信用デバイスメーカーの国際競争力を強化す

ることを目的としており、現在、企業１０社の参加

を得て活動を開始している。

シリコンフォトニクス・
Exa‐bit/sスイッチシステム

波長多重・多値変調
10Tbps光インターコネクト

DSP

Tx RxComb
source

Memory 
cube

CPU
/GPU

2.5D
計算ノード

波長分波器

波長バンク
（非線形光コム） ・・・

変調器 波長合波器

光ファイバ

シリコンフォトニクス集積

図５ エクサスケール光ネットワークの概要

(4)フローセントリックアーキテクチャ

以上述べてきた、不揮発メモリー、三次元集積ロジッ

ク、光ネットワークといった新しいハードウェアの登場は、

情報の処理と通信のバランスを大きく変化させるため、

これに対応したシステムアーキテクチャの革新が必須

となる。IMPULSE では、電力効率を飛躍的に向上さ

せる「フローセントリックアーキテクチャ」を提案しその研

究開発を進めている。従来は、汎用サーバーを多数並

べたホモジニアスな構成であるところ、フローセントリッ

クな構成では、特徴の異なる情報処理ユニットを複数

用意し、それらを組み合わせることで多様な情報処理

タスクに対応する。現在、そのようなヘテロジニアスな

構成を持つデータセンター全体を一括制御して計算

資源を 適運用するオペレーティングシステム（OS）の

開発に取り組んでいる。

図６ データフローセントリックアーキテクチャの概念

４．おわりに

以上、2030 年のデータセンターに求められる革新

技術の開発を目指す IMPULSE プロジェクトの概要を

紹介した。半導体業界は、シリコンウエハからコンピュ

ーターまでの全てを一社の中で開発していた時代から、

装置・材料メーカー、ファウンドリ、ファブレスの躍進を

経て、現在もオープンイノベーションの大きな潮流の中

で急速に変化し続けている。現在、我が国の半導体関

連企業では中長期的な研究開発への対応が必ずしも

十分でなく、一方、大学ではデバイス開発が求めるク

オリティと規模のプロセス環境を維持することは容易で

ない。そのような中で、公的研究機関である産総研が

長期的な見通しを持った研究開発を主導していくこと

について、産学官の各方面からの期待は大きいと日々

実感している。半導体産業人協会の先輩の皆様から

の引き続きのご指導ご鞭撻をお願いして、本稿の結言

に代えたい。

本稿の執筆にあたり、IMPULSE に参加している産

総研研究者より資料等の提供を受けた。ここに謝意を

表する。
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 科学技術振興機構（JST） 

研究開発戦略センター（CRDS） 

フェロー 河村 誠一郎

本講演は、今後のビッグデータ時代に急激に増加する

と予想されるデジタルデータを長期間安定に保存し、か

つ読み出しと意味理解を保障する「新規メモリ・システム」

の開発に関するものである。 

現在のデジタル情報社会を支えている電子技術開発

は、情報処理を行う技術開発に集中しており、情報の保

存を行う技術に対する認識は不十分である。 

その結果、歴史、文化、科学情報など短期的には経済

的価値を生むことが期待できないが、後世に残す事に意

味のある情報の継承が危ぶまれている。 

本講演では、この状況に対処すべく、信頼性の高い超

長期保存メモリ・システムを開発するための重要課題とそ

の推進方法を提案する。保存期間の目標としては、まず

100 年程度をターゲットとし、その実用化を踏まえて、次の

ステップとして、500 年から 1000 年程度を目標とする。

超長期保存メモリ・システムに要求される機能や性能を

実現するためには、 上位層の商品ビジネス系（アプリソ

フト）から情報系（標準化、基本ソフト）、システム系、回路・

設計、デバイス、製造プロセス、そして下位層の材料まで、

技術レイヤ毎の研究開発課題を全て解決する必要がある。

これらの解決に向けては、それぞれの技術レイヤ内だけ

でなく、技術レイヤ間で連携・協力し、整合の取れた形で

研究開発を進めていく必要がある。 

1、 ビッグデータ時代のデータ量の爆発的増加 

IDCの調査によると、2012年に全世界で作成・複製され

たデータ量は 2.8 ゼタ(10 の 21 乗)バイト、2020 年には 40

ゼタバイトに増加すると予測されているが、すでに 2007 年

時点で、全世界で製造されるストレージ(データ蓄積)

機器の容量を上回っている（上図参照）。 

これにともなって、長期にわたって保存しなければなら

ない価値あるデータも増大している。しかし、データ保存

にはコストがかかるため、多くのデータが消失しているの

が現実である。 

２．ハリウッドが突きつけたデジタルコンテンツ 

保存の問題 

現在では、古い書物、美術品、映像、動画像のほとん

どがデジタル化されているが、現存するストレージ媒体で、

100 年を超える長期にわたって安定にデータを保存でき

るのだろうか？ 

この問題に も早く気づき、警鐘を鳴らしたのが、米国
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のハリウッドであった。ハリウッドでは、ほとんどの映画がデ

ジタル制作され、デジタル配信されるようになったにも関

わらず、フィルムと同等の長い寿命特性をもつデジタルア

ーカイブ・マスターフォーマットあるいは処理方法が存在

していないと結論し、その上で「映画産業はデジタルアー

カイブのテクノロジーとソリューションについて統一見解を

出すようにすべき」と業界の真剣な取り組みを促した。

３．火星探査機バイキングの教訓 

～24 年前のデジタルデータが読めない 

アメリカ航空宇宙局（NASA）は、1975 年火星探査機バ

イキングを火星に送った。そこで得られたデジタルデータ

は、磁気テープに記録され保管庫で保管されていた。そ

の 24 年後、南カリフォルニア大学の J.ミラーがデータをチ

ェックしようとしたところ、磁気テープに保存されたビットデ

ータのフォーマットが失われてしまったため、データを復

元できないという事件が起こった。デジタルデータの意味

解読には、データの構造を記述するためのデータ(メタデ

ータ)が必要であることを思い知らされた事例である。これ

をきっかけに米国では、開放型アーカイブ情報システム

(OAIS)が提唱され、現在 ISO の標準規格となっている。

４．20 年後にデジタルデータが読めるか？ 

デジタルデータ持続性の危機は、決して海の向こうの

話ではなく、身近に起きていることである。20 年前にワー

プロ専用機で作ったフロッピーディスクの文書を読み出そ

うとしても、今やワープロ専用機などどこにも見当たらない

し、フロッピーディスクが読めるパソコンさえ市販していな

い。以前録画したビデオテープも再生する装置がない。

いま私たちは、デジカメやスマホで写真や動画を撮ってメ

モリカードに記録しているが、これから 20 年後にそのメモ

リカードが読める装置はあるのだろうか。

５．国立国会図書館では長期保存は 

ブルーレイディスクで 

国立国会図書館では、平成 13 年以来、所蔵の紙媒体

の出版物のすべてをデジタル化する作業を行っており、

平成 21 年度の補正予算で大きく進展したという。 

デジタル化資料の保存用画像は、一定の温湿度に保

たれた書庫で保存しており、過去には DVD、現在はブル

ーレイディスク(BD)に記録しており、総データ量は 5 ペタ

(10 の 15 乗)バイトに達するという。光ディスクの耐久性に

加え、再生機器や再生技術が長期間担保されるかが課

題とされている。  

６．NHK では画像を磁気テープに記録して定期的に 

マイグレーション

NHK では、アナログビデオ時代の 1 インチテープ全部

を 10 年もかけて LTO 規格(Linear Tape-Open コンピュー

タ用磁気テープ共通規格)のデジタル磁気テープに変換

した。これを長期保存するために、マイグレーションを前

提に 6～7 年かけてファイルベースに変換しようとしている

が、マイグレーションのコストは膨大であり、現在の技術で

は、高品質化に対応できないことや、メタデータ(データに

関連する情報)を付与する手間など多くの問題を抱えてい

る。

1960年代にNHKで放映され人気を博した人形劇「ひょ

っこりひょうたん島」は、当時ビデオテープが非常に高価

であり、収録された映像は放送終了後に消去され他の番

組に使いまわされたため、一部しか現存していないそうで

ある。 

７．マイグレーション（データ移行）に膨大なコスト 

ハードディスクのデータは、放っておくと 10 年程度で消

えてしまう。ほとんどの企業では、マイグレーションといっ

て、サーバーのハードディスクを定期的に更新して、古い

データを新しいシステム上に移行する作業をしている。マ

イグレーションには膨大な時間と費用がかかる。デジタル

化は導入時だけでなく、維持にも相応のコストがかかると

いうことがほとんど認識されていない。

現在主流のマイグレーションが、今後いつまで持続可

能であるかについて、技術を担ってきた産業界からでさえ

疑問や不安の声が上がり始めている。マイグレーションは、

コンピュータの世代が替わるたびに新しい技術体系のシ

ステムに移行していくため、膨大なコストを負担し続けな

ければならない宿命にある。さらに、障害やエラー等が起

きて一度移管が途切れてしまうと、そのデータは永久に失

われてしまいかねない危険性もはらんでいる。
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 表  長期保存の対象となる想定分野と利用ニーズ 

８．なぜ保存系メモリ技術は置き去りにされたのか？

従来の紙媒体と異なり、デジタルデータは国や産業界

が意志をもって残さなければ、確実に残すことが難しい。

それに対する社会的認識はまだ不十分であり、学術・産

業界の認識も乏しい。

これまで半導体技術が急速な進歩と成長を遂げたのは、

技術開発の側からでも見通せるだけの十分大きな市場が

存在し、世界中でその市場のために大型の投資が行わ

れたことが要因の一つである。一方で超長期保存メモリに

関しては、投資からその便益を回収するまでの時間的な

差が極めて大きいことに、本質的な難しさがある。現在の

デジタル情報社会を支えている電子技術は、すなわち

“今の仕事”を“処理”する技術という形で発達してきたが、

将来のデータ保存技術の必要性に対する認識は不十分、

あるいは無いに等しかった。その背景には、デジタル技

術はまだ生まれて 50 年程度しか経っていないということも

あろう。しかし、半導体を中心とする処理系の技術は大き

な進歩を遂げ、現在では膨大なデータが生成される状況

となった。 

保存系の研究開発が進まないもう一つの理由は、デジ

タルデータの長期保存のニーズ側と、材料・デバイスなど

シーズ側の見ている階層に乖離があり、上位、下位の層

の間に認識を共有する仕組みがないからである。さらに、

メモリ自体が長期保存に耐えても、それを解釈するための

理論保存に耐えても、それを解釈するための理論保存が

なければ内容を理解することができない。ある言語で記述

しても、千年先にその言語が伝わっている保証はない。そ

のためには、言語学、記号論、など幅広い学問の結集も

必要であろう。 

９．デジタルデータを長期に安定保存することの意義

現在、文化的・科学的には価値があると認知されながら

も、短期的には経済的価値を生み出すことが難しい情報

やデータは、保存やメンテナンスのコストを負担できずに

消失する危機に瀕している。戦争や自然災害等の人類の

経験や歴史認識、地域独自の伝統芸能や少数民族に伝

わる文化等は、後世にまで残し、伝承しなければならない

ものだが、このような情報が電子的に記録された場合、将

来に亘って保管する仕組みは存在していない。長期の保

存メモリ・システムが実現すれば、データを保存する上で

の信頼性向上と保存コストの低減を同時に実現することが

出来るようになる。また、経済的な恩恵だけでなく、人類の

歴史・文化資産、科学的知識の継承にも大きな恩恵をも

たらすことになる。

１０．新規市場・産業創出による経済的効果の予測

超長期保存メモリ・システムが広く普及するための価格

を、現状のメモリ価格を考慮して 16 ギガバイト＝400 円程

度とし、保存のための媒体市場とその 1～2 倍程度のアダ

プタ（メモリと読み取りデバイスをつなぐシステム：ドライブ

に相当）市場が存在すると仮定すると、2020 年 40 ゼタバ

イトに達すると見込まれるデジタルデータのうち長期保存

の対象となるものが、もし仮に「1%」とした場合、その保存
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には媒体で10兆円、アダプタを加えると20～30兆円の市

場規模が想定される。このようなメモリ・システムの開発は、

アプリソフト、基本ソフト、システム、回路・設計、デバイス、

製造プロセス、材料等、電子技術の様々な階層が連携す

る必要がある。それぞれの階層における開発が進展する

ことで、関連製品・サービスへの波及効果による経済効果

が生まれる。

それではもし商品としての超長期保存メモリが実現した

場合、それらのメモリを全て半導体チップで作るとしたら、

世界中で必要とされる 450mm の LSI 生産工場数はどれく

らいになるだろうか？ いくつかの仮定が必要であるが、

IDC の報告を基に予測した全世界でのデジタルデータ生

成量は 2020 年に 40 ゼダバイトであるので、仮にその 1%

のデータが保存されたとした場合には、媒体容量 16GB、

工場規模 450mm ウェハ月産 5 万枚として計算すると、70

棟の 450mm 生産ライン（工場）が必要との結果が得られ

る。 

１１．研究開発の具体的課題における

技術階層構造と開発課題 

超長期保存メモリ・システムを実現するためには、下図

に示すような材料、製造プロセス、デバイス、回路・設計、

システム、情報系、商品ビジネス系といった技術階層毎の

研究開発課題を同時並行的に解決する必要がある。商

品・ビジネス系の研究開発課題は、企業内における具体

的な製品開発・ビジネスモデル策定が中心になるため、こ

こでは情報系以下の研究開発課題について簡単に紹介

する。

材料系に関する研究開発課題としては、長期間安定な

2 つの状態を持つメモリ材料の開発が必要である。使用

する材料は長期的に安定で、かつ 2 値（１と０）のデー

タ記憶に対応する二つの物理的・化学的な状態が超長期

間に亘って、ほとんど変化しないような材料が求められ

る。

デバイス・製造プロセスの課題は、高密度・高集積化

可能なデバイス・媒体技術の開発、高信頼性プロセス技

術の開発、高耐久性パッケージ技術の開発などが考えら

れる。大容量のデジタルデータを長期に保存する必要性

から、超長期保存メモリデバイスとしては、これまでと

は桁違いの高密度化・高集積化が必要であり、これを可

能とする材料、メモリ構造、新原理メモリなどの研究開

発を進めることが重要である。 

回路・設計技術関連の課題としては、高速・低消費電力な

書き込み／読み出し回路の開発、改ざんの防止技術の開発

などがある。大容量のデータを微小な領域に高速に書き込

んだり読み出したりすることが必要なため、安定した書き込み

／読み出しを実現するためには、メモリセル間の干渉を抑制

することや高感度のセンス回路の開発が必要である。

システム関連の課題としては、一般的なデータ保存メモリ

との互換・共存技術の開発、オンラインアクセス可能な超長

期保存メモリを前提としたファイルシステムの構築が重要とな

る。書き込み／読み出しデバイスを長期的に安定して安価に

供給するためには、超長期保存メモリアダプタと外部システ

ムとのインターフェースと、保障が 10 年程度の一般的なメモ

リの外部システムとのインターフェースの互換性、共通化が

重要である。

情報系の開発課題としては、保存したデータの読み出

しと意味理解を保障するためには、超長期保存メモリに、

どのようなデータがどのような形（フォーマット）で書き込ま

れているかなど、意味あるデータとして読み取るための情

報（メタデータ）を事前に決めておく必要がある。フォーマ

ットが後年になっても通常的に使われているかどうかは不

明なため、データの読み取りを永続的に保障するか、ある

いはフォーマットを認識して、オリジナルのアプリケーショ

ンやＯＳの振る舞いを真似るエミュレーション機能（もとの

ソフトウェアからの命令を新たなプラットフォームで実行す

るための技術）により、データを復元して読み出せるように

しておかなければならない。

１2．研究開発の推進方法 

デジタルデータの長期保存については、強いニーズを持

つ国会図書館、放送業界、出版・印刷業界などが個別に取り

組みを行っているのが現状であるが、長期保存のニーズは、

行政組織、企業、医療機関、個人レベルまで幅広く存在する

と考えられ、100 年、1000 年という超長期間は、企業の通常

の存続期間を超えるため、初めは国が積極的に関与すべき

と考える。
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超長期においては我々の文化自体が大きく変容している

可能性もあり、長期に亘って意味理解まで含めた情報の保

存を実現するためには、言語学、記号論、文化人類学など

人文社会系の研究者も含めた幅広い視点からの議論が必

要である。

また、この分野（テーこの分野（テーマ）の重要性の認識が

必ずしも共通になっていない現状に鑑み、まずは、技術関係

のみならず社会・文化さらにビジネス関連など様々な分野の

有識者を集めて研究会などを開催し、この分野のコミュニテ

ィを広げることが重要である。このプロセスを経て、関係者の

共通認識を醸成した上で、政府関係機関が国グローバル化

の観点も考慮した、しかるべきプロジェクトをできるだけ早い

時期に設立することが適当であると考えられる。

１3．おわりに 
映画や文化遺産などの重要なデジタルデータを、長期

に亘って安全に保存し、遠い将来でも確実に読み出した

いという強い要望があるが、現状では担保されておらず、

火星探査機バイキングの例のようにデータ喪失の危機が

迫りつつある。

これまで我々は、微細化技術の進展により保存媒体の

大容量化を進め、マイグレーションによりデータを移し替

えることで、デジタルデータの長期保存問題を先送りして

きたが、そろそろ正面から取り組むべき時期に来ており、そ

こでは半導体集積回路技術が大きな役割を果たすと期待さ

れる。

デジタルデータの超長期保存が過大なコストをかけず

にできれば、人類の歴史・文化資産や科学的知識の継承

に大きな恩恵をもたらすだけでなく、20～30 兆円規模の

大きな経済的効果も望めるであろう。

なお、超長期保存メモリに関する詳細な調査結果につ

いては、JST 研究開発戦略センターが公表した戦略プロ

ポーザル「デジタルデータの長期安定保存のための新規

メモリ・システムの開発／12SP07」を参照されたい。

（http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2012/SP/CRDS-FY2
012-SP-07.pdf）

１８  半導体産業人協会  会報No.90(‘15年10月)
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「SSIS－NEDIA シンポジウム in 大阪」開催報告

株式会社 SCREEN ビジネスサポートソリューションズ 

9 月 3 日、大阪大学中之島センターにて第 2 回

SSIS-NEDIA 関西シンポジウムを開催いたしました。

一昨年まで 13 回にわたり単独で開催して参りました

が、昨年から日本電子デバイス産業協会 NEDIA との共

催で関西におけるシンポジウムとしてスタートしておりま

す。今回 第 2 回シンポジウムのテーマは「新アプリを実

現する次世代インテグレーション」とし、堀場製作所の巌

正知氏、オムロン株式会社の黒瀬泉氏、村田製作所の

宮崎信氏の 3 名の講師をお招きして、これからの日本の

電子デバイスの進むべき方向について熱心な議論を行

いました。以下にその概要について報告します。  

１.開会挨拶

SSIS 理事長 橋本浩一氏

今回のシンポジウムで

は参加者のうち非会員が

1/3 と近年になく多いこと

に感謝の意を表したい。

いまや半導体業界は国際

的なM&A が進み IoT を

目的に戦略を練っている状態である。世界の 55% を占

めていた日本の半導体業界はデバイスにはまだまだ強

いところもあるが IoT にどう対応するかは不明だ。

SSIS は人と人とのネットワークを強化したいと考えてお

り、交流会等も活用していただきたいとの挨拶がありまし

た。 

2.来賓挨拶

近畿経済産業局地域経済部 次長 玉野直毅氏 

企業収益、雇用は緩やか

な回復基調にあり、日本の戦

略として 6 月改訂版の柱であ

る IoT、BigData、人工知

能で産業構造を変革するべ

く 28 年度予算に反映してい

る。次世代エレクトロニクス、エネルギー産業支援により

中核企業の発掘に努めたい。SSIS, NEDIA 両団体の

発展を祈念するとの挨拶をいただきました。 

3.「 IoT に根ざしたシステム構築から、新たな

製品づくりとグローバル開発への展開 」

㈱堀場製作所 開発本部設計センター 

ソフトウエア設計部  部長 巌 正知 氏

当社は研究開発費に年

間 120 億円。中小企業で

あるので生産拠点が変わ

らない、カスタム設計に容

易に対応できるメリットがあ

る。売り上げは、欧/日/米/

亜で 4 分割される割合。従

業員に占める日本人の割合は 4 割。役員全員が反対し

た社是が「おもしろおかしく」、”Joy and Fun” としてグ

ローバル展開している。

又、Blackjack Project 活動と称して全員が同じこと

環境安全健康部 部付  檜垣 幸雄
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に価値観を共有しボトムアップを活かせるマネジメントシ

ステムを構築した。そのほかに「いやならやめろ」「成功

するまでやる」といったキャッチフレーズもある。

近年の問題点として、製品が特化され独自技術を競う

ようになってきたためセカンドソースは少なくなっており、

又、期待できなくなってきたことが挙げられる。デバイス、

パーツの信頼性、寿命を設定し安心して付き合っていた

だくメーカにならなければならない。アナログ処理であっ

たものがデジタル化してきており、設計屋のオーバーラッ

プ（受け持ち範囲の拡大）が進んでいる。電気屋ソフト屋

のオーバーラップも進んでいる。つまり中小企業では何

でも屋が必要ということである。この点で、海外では仕事

の区切りが明確になっている傾向があり、やりにくいとい

う問題点がある。 

IoT によって繋がっていないものが繋がる、物と物と

が繋がると云うことであるが、利益が良く見えない。日本

では効率が上がると云うが、IoT は課題が多いと認識し

ている。 

BigData は興味深いが製品のコストに反映させられ

ないという問題がある。解析技術力を向上させなければ

ならない。 

実例として自動車産業との関わりについて述べると、

排ガス計測分野では M&A を繰り返して拡張してきた。

計 測 器 単 体 か ら 計 測 シ ス テ ム に 展 開 し て  Total 

System を提供しようとしている。しかし本当に得たい情

報は何なのかということを顧客ユーザと共有することが大

事で、ユーザコンフィデンシャルとのせめぎ合いとなって

しまう。 

又、電子カルテ向け医用システム機器もやっているが、

入力フォーマットの統一やセキュリティの確保が重要とい

う無視できない問題があって苦労している。 

4.「生体計測方法のヘルスケア機器とモバイルヘルス

ケアへの展開」

オムロン㈱マイクロデバイス事業推進部

技術開発部開発２課長 黒瀬 泉 氏

高齢化、生活習慣病、生

体計測、これらをキーワード

にヘルスケア IoT サービス

の創生を行っているのがオ

ムロンの戦略である。「セン

シング技術で安心をカタチ

に」がキャッチフレーズ。 

社員のうち日本人は 29% であり、中華圏が 41% と

最大を占めている。しかし今後は低下する傾向にある。 

電子デバイス関係で言えば野洲事業所が主力工場で、

8インチ  0.35ミクロンCMOSライン、5インチBipolar、

5, 8 インチ MEMS ラインを有し、モジュール開発、ソフ

ト 開 発 を 行 う 一 貫 生 産 ラ イ ン で あ る 。 Beyond the

Semiconductor をかかげ、平均年率 11% の拡大市場

に対応している。一部のフロアではアプリケーションシス

テムの実験的評価も行っている。

主な開発製品を挙げると、16 X 16 IR センサ、地震検

知、ビル長周期振動センサ、絶対圧（気圧）センサ、家

庭用燃料電池フローセンサなどに今後期待している。面

白いのは絶対圧センサで、スマホに取り付けてビルの何

階にいるかといった 3D 情報が得られるようになる。

MEMS の未来は第五次ウェーブと云われ、IoT / ク

ラウドコンピューティングがキーワードとなる。例えば血圧

計用センサは、静電容量型からピエゾタイプに、さらに

CMOS とインテグレーションされ、Monolithic となる。こ

れにより 24 時間計測が可能となり、新しい知見が

Wireless 通信を使ってデータ蓄積される。 2020 年に

は 500 億台がインターネットに繋がるといわれており、特

に増加が見込まれるのはアジアとインドである。 

モビリティの高まりは小型化、ウェアラブル化によって

実現され、されには計測項目の多様化、例えば生体情

報＋環境情報が同時にクラウドに蓄積されるようになる。

具体的には高齢化が進んだ場合、自分では気づかない

で熱中症で倒れるといった事故の予防に有効であろう。 

インテグレーションが進めば環境複合センサとしてあ

らゆる環境データが収集されることになるが、多様な

Wireless 通信規格への対応など問題も多い。 

5.「電子部品の小型化が開く医療・ヘルスケア市場」

株式会社村田製作所 技術・事業開発本部

宮崎 信 氏 

最近社風が変わってきたよう

に感じている。従来の地味な製

品群からかなりアグレッシブな

製品開発が進んでいるようだ。

それは、やはり自社製品の世界的な展開の拡大にあると

思われる。例えばチップセラミックコンデンサの世界シェ

アは 35%、EMI 除去フィルタも 35%、SAW フィルタは

45%を占めている。生産量で云えばスマートフォンには

700～1000 個のチップコンデンサが使われており、それ

が年間 14 億台も生産されている。これが当社の売り上
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げの 1/2 を占めている。ただし国内での生産が 7 割でこ

れを今後海外展開することが課題である。 

電子部品は顧客からの値下げ圧力の大きい製品であ

り、このためには新製品を継続的に開発し続けることが

重要で、これが当社の好調な一因となっている。研究開

発投資は売り上げの 6～7%を維持し続けている。

新市場への取り組みとしては自動車、ヘルスケア、環

境を三本柱とし、M&A とアライアンスを積極的に進めエ

レクトロニクスの可能性をさらに押し広げている。MEMS

センサ事業としてはジャイロセンサなど自動車向け市場

が 3/4 以上であり、将来は自動運転への応用が期待さ

れている。医療向けでは心拍に代わって心弾動を測定

する、さらにはデバイスだけではなくモジュール化して通

信機能を付加してワイアレスベッドセンサとして患者スト

レス度・リラックス度等の全身状態のモニタシステムも構

築できるようになる。 

データ通信に関しては RFID デバイスが注目を集め

ている。従来の WiFi に比べて無電力で近接通信が可

能となるもので、個別の医療検体チューブや手術器具

備品の管理が簡単に詳細にできるなど、まず医療系用

から応用拡大を狙っている。バーコードラベルに比べ、

書き換え可能、微小な個所にも取り付けられる等の利点

があるので、機器レンタルやロジスティックスにも応用が

期待できる。 

チップコンデンサの微細化の歴史をたどると、ほぼ 3 年

周期で小型化が進んでおり、かつて 3.2mm ×1.6mm

サイズであったものが 2016 年以降は 0.6mm ×0.3mm

に、その先では 0.2mm ×0.1mm まで小型化される見込

みである。

6.NEDIA 閉会挨拶

最後に、SSIS 理事 井上関西地区委員長から、コン

シューマエレクトロニクスの新たな展開として医療、ヘル

スケアについて関西地区、特に京都の独自技術と戦略

を学びたいという当初の企画が十分達成できた。また、

グローバル展開が非常に盛んであることも認識できた。

お礼申し上げますとの閉会挨拶があり、引き続いて交流

会が行われました。 

7.ゴルフコンペ

シンポジウムの翌日、9 月 4 日、名匠井上誠一の設計

による瀬田ゴルフコース 東コースでオープンゴルフ大

会を開催しました。当日は前日までの雨も上がり、好天

に恵まれて、絶好のゴルフ日和の中 SSIS、NEDIA 双

方から 4 名ずつの参加でチーム対抗戦と個人ベストグロ

スを和気あいあいと争いました。

対抗戦は昨年に続き今年も SSIS の勝利、個人ベスト

グロスも SSIS のメンバーが獲得し、NEDIA は早くも来

年の雪辱を誓って無事終了しました。
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私事で恐縮だが先日自家用車を買い替えた。子供

が小さかった頃は、家族で旅行やドライブに出かけ

る頻度もそれなりに高く、クルマは我が家の必需品

だったが、今ではそんな頻度も低くなり、本当に必

要があるかな、と悩みながらの買い替えではあった。 

ディーラーに相談しながら車種を決めたわけだ

が、今どきの新車に搭載されている機能の多彩さに

驚かされた。半導体やエレクトロニクスを担当する

アナリストとして、車載機器が進化していることは

頭では理解していたのだが、実際に説明を聞いて操

作して「これはすごい」と思ったのが正直なところ

である。手持ちのスマホにダウンロード済の音楽を

車載スピーカから聞けたときには、何故自動車メー

カー各社がスマホとの連動を必死に追求しているの

かが実感できた。「スマホと連動できないと新車は売

れないんですよ」というディーラーの説明にも十分

納得できたものである。

快適な車内環境を求めて、自動車メーカー各社は

Infotainment 機能の充実に注力している。カーナビ

の高機能化はもとより、センターコンソールやダッ

シュボードでの画面操作など、いわゆる HMI（ヒュ

ーマン・マシン・インターフェイス）システムの開

発に各社がしのぎを削っている訳だが、個別の自動

車メーカーが開発する HMI は独自性が強く、汎用

性に乏しい。開発サイクルも汎用性の高いシステム

に比べて長くなりがちで、市場に普及しているクラ

ウドサービスの進化に追随するのは困難だろう。こ

の問題を解決する手段として、HMI がスマホと連動

することが求められる訳だ。

スマホの世界出荷台数は、2013 年に 10 億台を突

破し、2014 年は 13 億台を超えた。これは携帯電話

出荷全体の 77%にあたり、2015 年の出荷は 15 億台    

(同 84%）を超えることが予測される。早い段階で

スマホに切り替えた方々から見れば、「ガラケーも、

まだそんなに出荷されているのか」くらいに思われ

るかも知れないが、世界の携帯電話出荷でスマホが

過半に達したのは2013年、つい 近のことである。 

国内の某インタビュー調査では、1 日のスマホ平

均使用時間は 2 時間を超えており、特に女子高生の

場合では平均が 7 時間、中には 15 時間以上という

回答も少なからずあったらしい。こうなると「日常

生活に影響を及ぼす」などというレベルではなく、

「日常生活そのもの」と言える。さすがにここまで

来ると極端に感じるが、LINE とかネット検索に限

らず、ゲームで遊んだり、新聞や本・マンガを読ん

だり、音楽を聴いたり、テレビや映画を観たり、と

いった娯楽もスマホで楽しめるわけで、スマホで活

用できるソフトやサービスがどんどん増えているこ

とを考えれば、平均使用時間は今後も増え続けるこ

とが予想される。

因みに筆者は「新聞も読書も紙媒体」という古典

的な姿勢を保っており、ゲームをはじめとする娯楽

アプリもほとんど使わないので、1 日の使用時間は

前述の平均値を大きく下回っている。しかしスマホ

のお蔭で外出時にパソコンを何処へ持ち出してもネ

ットに接続できる、という恩恵に与っており、娯楽

にも仕事にも活用できる守備範囲の広さに改めて敬

服している次第である。

この守備範囲の広さは、様々な電子機器市場にも

影響を与えてきた。デジカメ、音楽プレーヤー、ゲ

ーム機、ポータブルナビといった機器市場は、スマ

ホの台頭とともに減少の一途を辿っている。こうい

った小型で高性能な機器は日系メーカーが得意とす

る分野なのだが、その活躍の場が侵食されているこ

とになる。スマホの登場によってそれまでの成長路

線から衰退路線に追いやられたハードウェア市場は

存在するわけだが、ユーザーからの視点で考えれば、

消滅してしまった機能やサービスがあるわけではな

く、逆に今までできなかったことを可能にする機能

やサービスがどんどん増えているのが現状だろう。

スマホと車載 HMI の連携などは、その代表的な例

と言えそうだ。

具体的な事例を挙げると、Apple 社が開発した

転換期を迎えた車載エレクトロニクス 

IHS Technology 主席アナリスト 大山 聡
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「Car Play」は、iPhone とダッシュボードを接続

することによって、ドライバーが運転に専念しなが

ら iPhone の機能を実現するための OS で、自動車

メーカー約 10 社がこれを採用している。Google の

「Android Auto」も同様のコンセプトを持った OS

で、同社が中心となって結成された業界団体「Open

Automotive Alliance (OAA)」には多くの自動車メ

ーカーや関連メーカーが参加している。

ここで注目されるのが、インターネットに接続さ

れるクルマ、いわゆる「Connected Car」というコ

ンセプトである。Car Play や Android Auto などの

OS を搭載することで、車内でスマホの機能を活用

することは勿論、クルマを巨大なネットワークの端

末という位置付けにして、走行支援、車両診断、渋

滞緩和や交通管理、危険予知や交通事故削減、さら

には保険サービスへの活用など、極めて広範囲な応

用が可能になるとされている。このような構想にな

ると、自動車メーカーよりも Apple や Google とい

った IT 企業が中心となって具体化が進められるの

が必然的な流れだ。スマホと連動すれば新しい機能

やサービスを実現できる、だからクルマもスマホと

連動させよう、というのが彼らの IoT 戦略と言えよ

う。

この両社に対して、世界中の自動車メーカーが対

話を求めている。Apple も Google も、これから本

格参入しようとしている自動車業界で大手各社が連

携を求めて歩み寄ってくるわけだから、様々な選択

肢を立案することが可能となるだろう。大手各社と

の連携を Infotainment 市場だけに限定するのか、

それとも車体全体を制御することまで視野に入れる

のか、これだけでも今後の展開は大きく変わってく

る。Google は自動運転の実証実験を繰り返している 

し、Apple も自動運転の開発を始めたことを考える

と、両社の狙いは明らかに後者であろう。「Apple

が Tesla を買収するのではないか」などという噂が

時々浮上しているが、同社が自動車業界への参入を

真剣に考えていると思われているからこそ、そうい

う噂が絶えることなく聞こえてくる。

近は、EV 市場に対する期待感が三菱自動車の

i-MiEV や日産自動車の LEAF がリリースされた当

時に比べてトーンダウンしているが、Apple や
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Google が自動車業界に本格参入するとなると、見通

しも変わってくる。両社は自動運転の実証実験をす

べて EV で行っているし、EV 普及に必要なインフ

ラ整備についても、両社の IT 技術や資金力を駆使

することで実現性が高まることは間違いない。両社

にとって、100 年以上の歴史があるガソリン自動車

業界で多くの老舗企業と勝負するより、実質的に横

一線状態の EV 市場で勝負した方が、遥かに勝算が

あるだろう。

こんなことを考えていると、Apple や Google は

自動車メーカーにとって「敵」なのか「味方」なの

か、その関係が怪しくなってくる。現時点では、自

動車メーカー各社は両社に対して「味方」として対

話を求めているようだが、今後の展開次第ではこの

対話が自動車メーカー自身の首を絞めることにもな

り兼ねない。調査会社のアナリストという中立な立

場の筆者としては、どちらの味方でもないが、自動

車メーカー各社がもう少し危機感を持って対峙しな

いと、今後の自動車業界をこの両社に牛耳られるの

ではないかと懸念している。「スマホと連動できない

と新車が売れない」という状況下では、確かに両社

との対話は避けて通れないだろうが、すでに述べた

ように、Apple も Google も Infotainment への参入

だけでなく、車体制御を含めて自分たちが関与する

領域を広げようとしていることは間違いないのだ。

Infotainment 市場への参入は、両社にとっていわば

「序章」に過ぎない。

実際に、Apple は、日欧米の自動車メーカーから

大勢の技術者を引き抜いており、EV 開発を進めて 

いるもようだ。独自の EV 製品を市場に投入するの

か、Tesla を買収するのか、あるいは自動車メーカ

ー各社とある程度均等な距離を置いたまま業界を牛

耳ることを考えているのか。電話機を作ったことの

なかった同社が iPhone を市場に投入してトップシ

ェアを奪ったことを考えると、従来の自動車メーカ

ーが実現できなかった新しいコンセプトの製品を市

場に投入してくるかも知れない。同社の動向から目

を離せない状況にあることは確かだ。

ここまで紹介してきたのは、車載エレクトロニクス

の「情報系」に関する動向だが、「制御系」について

も注目すべき動きが見て取れる。制御系は「走る」
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「曲る」「止まる」というクルマの基本動作を制御す

る機能で、エンジン制御、ステアリング制御、ブレ

ーキ制御などが含まれる。MCU、アナログ、パワー

デバイスといった半導体が多用され、その供給メー

カーの顔ぶれは 5-10 年前から大きな変化が見られ

ない。言い換えれば、参入障壁が比較的高くて新規

参入メーカーが少ない市場、と見なされてきた。

しかし、 近では ADAS（Advanced Driving 

Assistant System、先進運転支援システム）の需要

が急速に立ち上がりつつあり、制御系にも新規参入

の半導体メーカーが見られるようになった。ADAS

は、他の車両などに追突しそうになる直前に自動ブ

レーキを作動させて停止させる、前を走る車両と一

定の間隔を保ったまま追従する、車線からはみ出さ

ないようにステアリングを制御する、といったシス

テムであり、レーダーや超音波、さらにはカメラな

どで取り込んだ外部情報を制御機能と連動させる必

要がある。

特にカメラ機能を取り込むためには、画像データ

を取り込むイメージセンサー、そのデータを保持す

るためのメモリ、高速画像処理を行うためのプロセ

ッサ、これらを繋ぐための高速車内ネットワークな

ど、新規に必要となるデバイスが目白押しだ。この

結果、イメージセンサーメーカー、GPU メーカー、

通信 IC メーカー、FPGA メーカーなどが車載市場

に続々と参入し始めている。

ADAS の目的は、「事故を起こさない車」を作る

ことだが、 終的な目的は、「自動運転」である。

すでに述べたように、この分野でも Google や Apple

が EV を使って積極的に実証実験を続けている。動

力がエンジンなのか電気モーターなのか、というの

は自動運転にはどうでも良いような気がするが、エ

ンジンは操作と反応にタイムラグが発生するため、

反応が良く制御しやすい電気モーターの方が自動運

転の実証には適しているようだ。ADAS の機能はガ

ソリン車にもすでに搭載され始めているが、 終目

的である自動運転が現実のものになれば、ガソリン

車よりも EV のメリットの方が強調されることにな

るだろう。因みに筆者が先日購入した新車にも

ADAS 機能が搭載されていて、衝突防止のための自

動ブレーキ機能などが装備されているらしい。幸か

不幸かまだその機能を実践する場面に遭遇していな

いので、その有効性については実感していないが。

情報系、制御系、それぞれの分野で注目すべき動向

が見て取れる車載エレクトロニクス市場だが、2014

年の車載エレクトロニクス機器市場は 1,227 億ド

ル、車載半導体市場は 307 億ドルであった。5 年前

の 2009 年にはそれぞれ 815 億ドル、176 億ドルだ

ったので、5 年間で機器市場は 51%、半導体市場は

75%成長したことになる。これが 2019 年にはそれ

ぞれ 1,471 億ドル（20%成長）、412 億ドル（34%成

長）になると IHS では予測している。

車載分野は機器市場も半導体市場も他の分野に

比べて高い伸び率が期待されてはいるが、パソコン

やスマホのように製品寿命が短い訳ではなく、品質

や信頼性に対する要求レベルも高いので、爆発的な

成長が期待できる訳ではない。Infotainment にして

も ADAS にしても、徐々に浸透しながら普及して行

くことが予想される。それに伴って、今まではあま

り搭載実績のなかったイメージセンサー、GPU、

FPGAといった半導体の需要も緩やかに増加するこ

とになるだろう。

今まで半導体供給メーカーの顔ぶれが変わらな

かった車載市場にも変化が見られそうなこと、

Apple や Google といった IT 企業が自動車業界にも

大きな影響を及ぼしそうなこと、急激ではなくても

徐々に、これらの変化が進むことで、自動車業界の

構造そのものが変化する可能性があるだろう。特に

Apple と Google はトヨタなど大手自動車メーカー

の数倍の時価総額を誇る企業なので、技術力だけで

なく政治的にも資金的にも強い力を発揮し得る。

例えば両社が EV 普及に積極的になり、インフラ

整備や自動運転の法規制にまで言及を始めたら、自

動車業界はどのように動くのだろうか。今まで提供

されなかったような機能やサービスが実現するので

あれば、需要は確実に両社の思惑のほうへシフトす

る。現時点では、スマホとの連動性、利便性などが

表面化している程度だが、自動車そのものが IoT の

端末とネットワークに接続されることで、近い将来、

交通インフラなどの新しいサービスが実現されるか

も知れない。恐らく自動車業界はこの流れに抗うこ

とは困難であり、むしろこの流れを前提に企業とし

ての方針や戦略を立案する必要があるだろう。

本稿のタイトルに示したように、車載エレクトロ
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ニクスは転換期を迎えている、という事実は表面化

しているが、実体として車載エレクトロニクス業界

に起こっていることは「IoT 化が進む自動車業界の 

序章」ではないだろうか。Apple や Google だけで

なく、来るべき IoT 市場を睨んで具体的な戦略を

掲げている企業が欧米系に見られる。Broadcom
を買収した Avago、Altera を買収した Intel など

は、IoT 市場に不可欠なクラウドインフラにおけ

る自社のソリューションを強化するために今回

の買収を実現している。Avago に至っては、自社

の売上が 43 億ドルの規模であるにも関わらず、

今回の買収に 370億ドルという巨額を投じている

のだ。この買収のリスクは高いし、常識的には考

えられない行動だが、背景には Avago の IoT 市場

にかける意気込み、決意が垣間見える。

筆者としては、日系企業にこのような買収劇を

けしかけるつもりはないが、自社にとっての IoT
とは何か、来るべき IoT 市場に対してどのような

戦略で臨むのか、社内での議論を怠らないで頂き

たいと願っている。

かつて DRAM 市場からの撤退を余儀なくされ

た日系半導体メーカー各社は、「これからの戦略

商品はシステム LSI、ターゲット市場はユビキタ

ス」などと連呼していたが、この戦略の具体化に

成功した企業は 1 社もなかった。システム LSI と
は何だったのか、ユビキタスとは何だったのか、

具体的な議論が不足していたとしか思えない。

ユビキタス、あるいはユビキタス・コンピュー

ティングとは、いつでもどこでもネットに接続で

きる、という概念を総称する単語として多用され

ていたが、あくまでも概念であって、具体的な商

品をイメージできる単語ではなかった。スマホと

いう具体的な商品が登場したことで、この概念語

は死語になった訳だが、スマホにシステム LSI を
売り込めた日系企業は 1 社も存在しない。

昨今では「IoT」があちこちで連呼されているが、

この「概念」を「具体的なビジネス」にできるか

どうか、その競争はすでに始まっているのだ。今

度こそ、日系各社には IoT の概念だけで終わるこ

となく、具体的なビジネスへの発展を実現して頂

きたい、と切に願っている。

実績 2009 年～2014 年 

予測 2015 年～2019 年
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写真を極める 

～撮るは易く、極めるは難し～   歴史館委員会 元日立製作所  渡辺二之

写真との出会い

私が写真と出会ったのは、もはや半世紀以上前のこ

とである。小学校高学年頃だったと思うがはっきりした記

憶はない。隣家のお兄さんに写真の撮り方を教えてもら

い、楽しくて仕方なかったことを記憶している。

しかし、当時は戦後そんなに経っておらず、カメラな

どは買えないし、家にあるわけでも無い。そこで、そのお

兄さんからカメラを借りて本格的な撮影に挑戦した。当

時のカメラは二眼レフカメラで、小学生の私にはすごく

重かった記憶がある。

最初に撮りに行った場所は上野動物園であった。当

時の動物園は檻の展示が中心であり、動物よりも檻が

目立ってしまい、実につまらない写真となったが、大変

満足した記憶がある。この記憶が今でも残っており、動

物の写真は大好きで、今でも動物園には頻繁に撮影に

行く。そのため、上野動物園の展示位置はほとんど記

憶している。

しかし、しょっちゅうカメラを借りることはできないため、

父に頼み込んで小さな“おもちゃ”のカメラを手に入れ、

子供なりに撮影を楽しんでいた。

時は経ち、だんだんおもちゃのカメラでは満足できず、

本物のカメラで写したくなった。だが、まだ自分で買える

段階にはないので、何か家にないかと、家の中を物色し

ていると、戦前の日本で作られた名もないカメラを見つ

けた。当時のフィルムは現在主に使われているライカ版

（35mm フィルム）ではなく、ロールフィルムである（今で

もプロかハイアマチュアは使っている）。

しかし、そのサイズが一般的ではなく、ちょっと小さい

サイズのものであり入手が結構困難であったが、なんと

か入手して撮影してみると、結構写っていたので使うこと

にした。そこで、中学校の遠足で写真を撮り、友人のお

兄さんに教わりながら、友人宅でプリント現像してから写

真に完全にはまってしまったのだった。

仕事の写真へ

社会人となって携わった仕事が半導体であった。入

社当時は生産設備の設計であったが、途中から国内で

開発が進められようとしていた IC 設計に携わった。当時 

は、今のようにコンピュータ化された設備で開発・生産

するのではなく、人の経験と人の手で行う設計で、作っ

てみなければ良品か不良品かは全く分からない状況だ

った。そのため、チップ写真を撮ることも実に大事な仕

事であった。顕微鏡を使い、写真を撮影するのであるが、

すぐ見なければならず、インスタントフィルムである「ポラ

ロイド」を主として用いていた。一方で、ちゃんとした記

録としての撮影にはライカ版のカメラを用いて撮影する

のだが露出が極めて難しい。当時は TTL(Through the 

Lens）露出計を内蔵しているカメラなどはなく（世の中に

はあったかもしれないが少なくとも仕事場にはなかった）、

失敗を重ね以後の撮影の参考にするという方法である。

フィルム写真の現像焼き付けはもちろん外部の業者

に依頼するのであるが、別のグループの人がカラープリ

ントを試すと言うので協力してもらった。しかし、結果とし

てとんでもない写真ができた。色が全く違っていた。赤

が青になる感じであり、どうしてそんなことが起きたのか

今でも不思議である。この経験からカラープリントは大変

難しいものだと実感したのであった。

以後、自分でカラープリントをするのは避けていたが、

後年自宅でカラープリントの自家現像に挑戦してみた。

しかし、二度と同じ色の再現ができない。現像液の温度

管理が難しく、±0.5℃の精度が必要とされる。10 回程度

自家現像したが、ついにあきらめてその後はカラーの自

家プリントは止めたのである。

話を戻すが、当時会社のカレンダーに IC の写真を使

うから、カメラマンを派遣するのでサポートしてくれと宣

伝部から依頼されたことがあった。カメラマンは対象物を

見るなり実に困った顔をした。それもそのはずである。普

通のカメラマンはこんなものを撮ることはまずないであろ
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う。結局、私が撮影した当時の最新 IC チップの写真を

渡し、それがカレンダーの 1 頁を飾ることになった。この

時代の経験から微少なものの撮影が得意になり、今でも

小さい虫や花、あるいは模型の撮影が大好きである。

時は幾年か過ぎ、半導体の広報・宣伝を行うこととな

った。いずれも写真を自分で撮るのではないが、撮る眼

を持っていないと業者と対峙できない。当時、半導体は

事業の中心に位置しており、製品広告だけでなく企業

広告の範疇にも及んでいた。そのため会社幹部が登場

する広告を手がけることも多く、写真を“みる眼”が求めら

れた。スタジオ撮影の立ち会いもしばしばあった。これ

が人物の撮り方の大いなる経験となり、後年、雑誌発行

の仕事に転職してから、被取材者の撮影に大いに役立

ったのである。今でも、ポートレート写真の撮影を依頼さ

れることがある。何事も経験が大いに役に立つと言うこと

であろう。

趣味の写真を極めるには

仕事の写真では、「忠実かつ力強く」が求められるが、

一般的な趣味の写真では、むしろ独自性や美術的価

値を追求する傾向が高い。別に美術的価値など無くとも

本人が良ければそれで良いとは思うが、どうもコンテスト

などで競うのが好きな方々にとっては、特選とか推薦と

かになることが目標になっているようである。

コンテストは選者の感性や思考によって善し悪しが決

まるので、選者の思考にすり寄ってしまう可能性が高く、

私はあまり好きになれない。しかし、プロの写真家は、基

礎を写真学校などで学んできており、将棋や碁の定石

のような決まり事を習得している。例えば、風景写真に

おける構図の定石などである。一例を挙げると、写真の

四隅に特に注意を払うことが極めて大事であると、写真

クラブの指導プロに教わった。

一般的に、ファインダーを見ているときは、ほとんどの

人が中心しか見ていないであろう。しかし、隅に目をこら

すと、ゴミ箱があったり、洗濯物がちょっと入っていたりし

て、せっかくの良い写真が台無しになることが結構ある

のだ。デジタル写真になって、画像処理でこれらを取り

除くことも可能ではあるが、あくまでもそれは非常手段で

あるはずで、本来は撮るときに気をつけていればそのよ

うな写真にはならなかったはずなのだ。気をつけた写真

を撮るには、三脚を用いて撮影位置を動かさないことで

ある。重たい三脚を持ち歩き、且ついちいちセットしてフ 

ァインダーをのぞいて構図を決めるのは実に面倒なこと

ではあるが、じっくり隅まで観察できるため、確実な構図

を撮ることが可能となる。面倒でも 1 年くらいたくさん撮

半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月) 

影すれば手持ちでも隅に気を向ける習慣が付くのだ。

そのほかの上手になる撮影の仕方は、市販の書籍が

たくさん出ているので、それを読むのが一番手っ取り早

いのだが、見ているだけでは頭に入っているようで入っ

ていない。とにかく、定石を頭に描き、たくさん写真を撮

ることである。幸に、デジタルカメラになってからは、いく

ら撮影してもパソコンの画面で見ている限りでは、お金

は掛からないので、たくさん写真を撮ることが望ましい。

写真は構図と光の見方である。構図は有名な絵を参

考にしても良いであろう。風景写真は、朝夕の斜光時が

一番良い。理由は斜めからの光によって陰が生じ、全

体に立体感がでるからである。また、風景写真を目指す

人は早起きでなければならない。日の出前に目的地に

到着して、三脚を立て構図を決めて光が出てくるのを待

つ。日が出たら終わりで、出るまでの色調の変化が重要

なのである。また、夕日の場合は日が山際に沈んでから

が本番である。暗くなった山々の上空があかね色に染ま

るのを写すのが、最高なのだ。一方、人物ならばその人

の表情だし、花ならば色と背景であろう。鳥や虫などは

シャッターチャンスがキーとなるであろう。スナップはもち

ろん情景とチャンスだ。このように、対象物によって写し

方は変わってくるが、人の心に訴える写真は撮ろうとす

る強い気持ちが最も重要なのではないだろうか。

撮る分野を決めて写真を極める

最近のデジカメは高性能かつ小型化されてきたため、

誰でもきれいに写真を撮影できる。そのため、ただ漫然

とカメラを持って写していると、よほど強い気持ちを持っ

ていないと継続しなくなる。

そこでいくつかの目標を立ててそれを目指すのが良

いであろう。例えば、花の写真を撮るとする。桜の花を撮

ることとした場合、桜前線とともに日本全国を移動して撮

影するとか、野草を撮るとしたら、たくさんの種類の花を

撮影して自分なりのライブラリにするのも良いであろう。

私は、花の写真のライブラリとしてすでに数十種類以上

のストックがある。鳥の写真ならば種類を多く撮るか、決

定的瞬間を撮るかであろう。たくさん撮影していれば、

傑作写真もいくつか得ることができる。目標を立てなけ

ればいずれ飽きてしまう可能性が高いのだ。

もう一つ、写真クラブに入るのも腕を上げる手である。

問題は先生の専門だ。どのプロ写真家でも一通りのこと

は教えられるが、どうしても個性が出てくるのはやむを得

ない。そこで、先生がどの分野を得意としているかを聞

いて、自分のやりたいことと合致しているかを確認してか
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ら入るのがよろしいかと思う。女性写真が専門の先生か

らは、風景写真についての指導は必ずしも適切で無い

かもしれない。指導プロの専門を認識しておくのがクラ

ブに入るときの必須事項であろう。

実際の写真例

最後に撮影例として、私の撮影した事例をいくつか紹

介したい。

最初の写真は、初冬の裏磐梯檜原湖の早朝の風景

である。光と影の典型的な写真で、日の出前から湖畔に

長靴を履き、冷たさに耐えながら撮影した作品だ。

図１ 光と影の例 日の出の風景

次は接写写真の例である。30～50ｃｍ位の距離にあ

る花に止まっているシジミチョウの一種である「ウラナミシ

ジミ」の写真だ。蝶は蜜を吸い始めると動かなくなるので

撮影チャンスである。近接撮影ができる機材が必要にな

る。

図２ 接写撮影の例 蝶（ウラナミシジミ）

3 例目は動きものの例である。このように飛んでいる鳥

の撮影は最も難しく、撮影技術と適した機材が要求され

る。まずは、機材が問題。超望遠レンズが必要であり、

かつカメラも高精度のオートフォーカス性能を持ちかつ

連写ができなければならない。機材も重くかつ高価

なるのでよほど好きで無いとやり遂げるのは難しいだろう。

ただ、この写真のようにそんなに遠くないところを飛翔し

ている場合は、ちょっとした望遠レンズと高速連写がで

きるカメラがあれば可能となるので挑戦してみるのも良

いかもしれない。こつはライフル銃の照準器のようなアダ

プタを取り付けておき、ファインダーを見ずに照準器で

鳥をねらうのである。そうすれば対象物を外さずに撮れ

る。この鳥はコアジサシで、すごい早さで飛びながら水

面下の魚を見つけて一気に飛び込み捕捉する。

図３ シャッターチャンスの例：鳥（コアジサシ）

最後の例は、色の取り合わせの例だ。紅葉が池の水

面に映り込んだ写真。赤い葉っぱ、黄色い葉っぱ、緑の

葉っぱ、それに真っ青な空、水面に浮かぶ落ち葉など

が、水面の揺らぎで趣を増している。

図４ 色合いの例：映り込み

写真を趣味とすると覚悟を決めたならば、とことん探求

していくことをお勧めしたい。結果は必ず付いてくるもの

である。私もまだまだ「極めたと」は言えない。恐らく最後

までいろいろなことに挑戦し続けることになるであろう。



29 

人々との出会いに教えられたダイバーシティ(多様性)の意味

SEMI ジャパン 岩口 摩理子

◆はじめに

私は SEMI という団体で展示会やプログラムを担当し

て約 20 年になります。SSIS の会員の皆さまとは SEMI の

様々な活動を通じで知り合い、沢山の事を教えて頂きま

した。今回は貴重な紙面を頂きましたので、私の人生の

中で知り合った様々な人々をふり返りながら、安倍首相

が目玉の政策の一つとして掲げているダイバーシティに

ついて考えてみたいと思います。 

◆均等法第一世代としての戸惑い

私は、所謂「均等法第一世代」です。「男女雇用機会

均等法」とは、1)労働者が性別により差別されない。2)母

性を尊重されつつ、職業生活を営める、その 2 点が大き

な特長でした。大学卒業後、総合電機メーカーの日本

電気に入社。男性上司は、均等法下で若い女子社員を

どう扱っていいか戸惑っていたような時代でした。 

中学から大学まで女子校で育ち、性の違いによる役

割分担の経験がほとんどない私は、得手不得手で役割

を決めることが普通だと思っていましたので、会社に入り、

女子だけの当番制お茶入れや、朝一番の机拭きに、驚

きや反発を覚えながら、社会とはこういうものか…と仕方

なく受入れる努力をしていたことを覚えています。 

◆ネイティブアメリカン宅のホームステイ

中学 3 年生の夏休み、米国ニューメキシコ州にあるネ

イティブアメリカンの居住区内に 1 カ月間のホームステイ

を経験しました。それが私とダイバーシティの出会いと

言えるものでした。初めての海外、しかも滞在先がネイ

ティブアメリカンの家であることを現地に行って知り、最

初は驚きましたが、同じ年のホストシスターと、家族の温

かさに包まれとても貴重で楽しい時間を過ごしました。 

ホストシスターの家族は定められた居住区に住まわさ

れ、お母さんは白人宅のお手伝い、お父さんは大学の

警備員と職はあるものの、中学生の私でも差別があるの

かなと感じていました。でも、部族ごとに毎週行われるお

祭りに出かけ、部族ごとの独自の言葉や料理、民族衣
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装に触れる中で、自分たちの持つ文化に誇りを持つ姿

に、暖かな尊敬の気持ちが目覚めたことを鮮明に覚え

ています。西部劇の中で描かれるインディアンとは全く

違う、穏やかで誇り高き人々。私の視点が変わると、こん

なにも印象が変わるんだと、考えさせられました。 

◆大学時代の実習経験

大学の専攻は社会福祉で、その性質上いくつかの実

習に参加をしました。印象的だったのが、当時東京の中

15 歳の夏、浴⾐を着たホストシスターのジャッキー(右)と、 
プエブロ部族の⺠族⾐装を着る筆者(左) 

94 年にホストファミリーを再訪。ネイティブアメリカン居住区をバックに 
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で貧困問題があるとされていた地域の学童保育実習で

す。貧困由、母親に子育て放棄状態に置かれた小学校

低学年の女の子。一人でいる時に自宅で何度かマッチ

をつけて遊び、少し前にボヤ騒ぎを起こしたとのことでし

た。まだあどけない澄んだ目をした小さな女の子に、ひ

とりでマッチをつけるどんな動機があったのでしょうか。

自分の身の回りにも深刻な貧困問題があり、それが子

供たちに深い影響を及ぼしていることを目の当たりにし

て、自分の見てきた世界がいかに狭いものであったかと

いうことにショックを受けました。 

◆国際的な大学街での沢山の出会い

1990 年代半ばの 2 年間、米国ミシガン州にあるアナ

ーバーという街で過ごしました。アナーバーは人口10万

人強の小さな市ですが、約 3 万人がミシガン大学の学

生、約 3 万人が大学関係職員という典型的な大学街で、

世界中から留学生が集まっていました。そこでは地域の

インターナショナル・ウィメンズ・アソシエーションに所属

し英会話の勉強や文化交流などの活動に参加しました。

アナーバーで出会った印象的な方々をご紹介します。

- 中国の重慶市出身の女性。北京の超エリート中国

人と結婚し米国に来るも、度重なる浮気に耐えられ

ず離婚。旅費がなく中国に戻れないので、アルバイ

トで生計を立てていたところ、アメリカ人と知り合い

再婚。私達夫婦と互いに夫婦同志として家に招き

合い、食事を度々共にしました。中国における男尊

女卑、中央と地方との難しい関係について、生々し

く語ってくれました。 

- 湾岸戦争で夫を亡くした日本人未亡人。日本で軍

人だった夫と知り合い親の反対を押し切って結婚、

渡米。湾岸戦争で出兵し、突然死亡通知を受け取

ったとのこと。補償金はあっても、日本には戻れない、

悲しみから立ち直れないと話してくれました。当時、

私にとっても湾岸戦争は多額の支援金や人的貢献

など日本で大きな議論が巻き起こり、関心を持って

いたつもりでした。しかし、”戦争で死ぬ”事が、平和

な大国アメリカで、身近に起こっていることを知り、

震えました。 

- エジプトの超富裕層の 20 代女性。幼い時から毎朝

お手伝いさんにベッドまで朝食を運んでもらってい

た彼女は、家族と離れアメリカで独りきりで学生生活

を送っていました。お金では買えない幸せが母国に

あったとつぶやきながらホームシックと戦う姿が印象

的で、私にとっては初めてのイスラム教徒の友達で

した。

- ミシガン大学教授のアメリカ人夫人。ボランティアと

して毎月自宅でアジアの学生にアメリカ料理を教え

てくれました。2 年間、材料費すら一切受け取らず、

素晴らしい料理の数々。アメリカ人の懐の深さと広さ

を実感する経験でした。

- 早口な台湾からの 3 人組女性留学生。文化的にも

食の好みも近いので、韓国、台湾、東南アジアなど

アジアからの留学生と仲良くなることが多かったの

ですが、特に台湾の女性はにぎやかで賢く、会話

に困る私をよく助けてくれました。 

- 米国ケンタッキー州の大家族。夫の友人が実家の

サンクス・ギビング・ディナーに招待してくれました。

家に入るとまず大量の銃コレクションを披露され、広

大な敷地で実弾体験をさせてくれました。自慢げ

に”武器である”銃を見せられ、正直戸惑いましたが、

温かく私たちをもてなしてくれる、典型的な南部の

大家族でした。私の世代にとっては映画「風と共に

去りぬ」やドラマ「ルーツ」で見た空気を感じました。  

◆米国からの旅での経験

米国滞在中は、休みを利用してよく旅行に出かけました。

アナーバー市インターナショナル・ウィメンズ協会のイベントに
参加。⺠族⾐装のファッションショーで振袖を着る筆者(中央)

広⼤な⾃宅の敷地には銃を撃つ場所があり、マトが常設。⽣ま
れて初めてのライフル実弾体験。このあと拳銃も撃ちました。 
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その中で、初めて“ダイバーシティ”という言葉に出会っ

た場所と、自らの文化や伝統への誇りを失いかけていた

場所についてご紹介します。 

- ダーウィン進化論の島、ガラパゴス諸島。南米エク

アドル本土から約 900 キロ沖合に浮かぶ島々で世

界遺産に指定されています。空港がある島以外に

は宿泊施設や港がなく、船に宿泊しながら小さなボ

ートで各島に上陸します。島ごとに隔離された環境

と、そこだけに生きる独自の動物たちを厳重な自然

保護の元、ネーチャーガイドと共に探索しました。圧

倒的な自然と生命の神秘に感動しました。ガイドさ

んの説明の中で”ダイバーシティ”という言葉の意味

を初めて知った場所でもあります。 

 

 

- 共産党政権崩壊からまもなくのプラハ

プラハがチェコ共和国の首都になったのが 1993 年、

私達がプラハを訪問したのは翌年の 94 年でした。

中世の繁栄を彷彿とさせる華やかで荘厳な歴史的

建造物や美しい街並みと、これまでの価値観が崩

壊し、荒廃した表情で街にたむろする多くの若者た

ちが対照的で印象に残りました。

1994 年夏。チェコ共和国プラハにて筆者(中央)。現在、世界
中から観光客をひきつける美しい街並み。 

◆SEMI での仕事と子育て。時間との戦い

米国から帰国した 1995 年、縁あって SEMI に入社、イ

ベントの企画・運営業務を担当してきました。入社 2 年

目には、娘を出産し、仕事と子育ての両立という時間と

の戦いの日々が始まりました。当時の上司は、現在のセ

ミコンポータル谷さん。ワーキングマザーの先輩であり、

私の置かれている状況や困難への深い理解があり、と

ても恵まれた環境だったと思います。それでも、保育園

や学童保育のお迎え時間に間に合うため、担当する業

務をこなすため、”常に走り”、”常に睡眠不足”だった気

がします。今は娘が高校 3 年生になり子育ての負担が

ほとんどなくなりましたが、これからの子育てと仕事を両

立する方々が、余裕を持ち楽しんで子育てできるよう、

支援したいと願っています。 

私は SEMI での仕事を通じて、世界を飛び回る多くの

ビジネス人、技術を極め新たなイノベーションを追求す

る沢山のエンジニアの皆様と出会い、多くを学ぶ機会を

得ました。また各国の SEMI 同僚と共に働く難しさと喜び

を知りました。 

◆初めてのイスラム世界

昨年の夏休みは家族でイスラムの世界、UAE を訪れ

ました。そこで出会った陽気なガイドの方は、アフガニス

タン出身、すぐ近くに迫った内戦から UAE に逃れて来

たそうで、今はアルカイーダの支配地域にある故郷に戻

ることは難しい。でも家族と平和に暮らせる住まいと仕事

があることに感謝していると話してくれました。娘にとって

も世界で起こる出来事について、直接話が聞けた貴重

な機会だったと思います。 

また観光で訪れた寺院は、オープンマインドの考え方

に沿って異教徒に開放されていました。IS(イスラム国)の

問題などから誤解されているが、一般的なイスラム教徒

は攻撃的でなく平和的ですと丁寧な説明。海外の方々

への誤解を解くのが大切な役割とのことでした。 

UAE のイスラム寺院にて、娘と筆者(左)。寺院に⼊る際
に頭を覆う布を貸してもらえる。 

ガラパゴスでは⾃然に⽣きる動物たちのすぐそばに近づけますが、 
⽣態系への影響を避けるため、決して触ることが出来ません。 
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◆半導体業界とダイバーシティ

私が SEMI に入社して間もない頃、異様に感じる光景

に出合いました。1996 年、半導体先端テクノロジーズ

（SELETE）の発足にあたっての説明会に約 600 名の業

界関係者が集まっていたのですが、そこにいた女性は、

私を含めて、たったの 3 名。なぜこんなにも女性が少な

いのかと、そのときには強い違和感を覚えました。 

そこから 18 年の時間が経った 2014 年初、日本半導

体製造装置協会(SEAJ)賀詞交歓会に参加していた時、

ふと女性の参加者が少ないと感じ、何気なく数えてみる

と、200-300 名の参加者のうち、女性は私を含めてやは

り、たった 3 名。“3 名の偶然”に本当に驚きました。 

(SEMI イベントでは常に走り回り、客観的に眺める余裕

がないため他団体の例となりますことはご容赦下さい。) 

そこで、昨年の SEMICON Japan では「Women in 

Business」というセッションを初開催し、女性トップエグゼ

クティブにダイバーシティ戦略を語っていただきました。

◆まとめ

ダイバーシティという言葉を聞くと、またか…と感じる

方もいらっしゃることと思います。ダイバーシティは「女性

活躍の推進」と同義語ではないと、多くの方がご存じで

す。ダイバーシティのポイントは、1) 「違い」を尊重し受

け入れ、 2) 「違い」に価値を見つける事、だと言います。

そのために私達は何をしたら良いのでしょうか? 

私は 15 歳の夏、ネイティブアメリカンの人々の自らの

文化に対する誇りに出会いました。その後出会った素

晴らしい方々には、それぞれの文化の上にそれぞれの

人生があり、その上で、一人ひとりから語られる言葉や

行動があるのだと、教えられました。 

しかし私は自分と違う言動や対立する考え方に出会う

と、「何を考えているの!!」と、つい腹を立ててしまいます。

大切なのは、お互いにものの見方や考え方はそもそも 

違うのだというスタートに、自分を置ける訓練をすること

だと思います。そのために、知らない場所に出かけたり、

普段の自分の延長上にない事をやってみたり、沢山の

人と話してみたり、異質と感じる本を読んだり・・・、自分

自身のダイバーシティ活動を実践していこうと思ってい

ます。 

ビジネスにおけるダイバーシティ・マネジメントは、企

業戦略や業績にもプラスに働いているということは広く

知られてきていますが、もっと身近なところで、私は、ダ

イバーシティは楽しみを増し、人生を豊かにする効用が

あると感じています。   

私はこの 10 年程、夢中になっている趣味がありま

す。”イケメンタレントの舞台やライブに行く系”の趣味で

すが、同じ趣味を持つ人々は SNS の世界でつながって

いて、”オタク”の世界 (^_^;) を形成しています。 

その情報共有に私は主に Twitter を使っていますが、

SNS での交流を飛び越えて、一緒にライブに行って食

事をしたりしています。今までの学校や仕事を通じてで

は知り合うことのなかった地域や職業の方々と、共通の

趣味を通じて、語り合い、時間を共有することは、本当

に楽しいものです。沢山の発見、驚き、喜びがあります 

(^.^)/~~~。 

最後に好きな写真を１枚。1994 年米国滞在中に、ワ

ールドカップ・アメリカ大会が開催されました。出場国が

決まる前に、日本の初出場を信じてチケットを購入しま

したが、「ドーハの悲劇」で敗れ日本戦を見る事は出来

ませんでした。仕方なくブラジルの応援団に混ざって楽

しく観戦した写真です。 

ワールドカップの中で感じた高揚感はなんだったので

しょうか。それは、世界中から集まる様々な人々、つまり

ダイバーシティによって形創られているものでした。2020

年のTokyoは、日本人も来訪者も多くの人がダイバーシ

ティの楽しみを感じる場所になってほしいと思います。

私に「ダイバーシティの意味」を教えてくれた、今まで

出会った素敵な方々に、この場を借りて御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 

SEMICON Japan 2014 のセッション⾵景。Intel、IBM、 
東芝(元)の⼥性エクゼクティブが経験を披露し、将来を語った。 



                         

私の趣味は野菜作り 

川西 剛 

海岸に近い所に住みながら、私の昔からの趣味は、

マリーンスポーツではなくガーデニングである。

自宅の庭を工夫して、居間の前に小さな畑、北側の

山の崖下には崖の壁から熱を吸い取れる様に木造の大

きなプランター、1 階と 2 階のベランダには簡易温室の

中でポット植えのレタスを育てている。  

得意の作物は、一年中欠かさないサラダ用のレタス、

酵素で大きく育てたじゃが芋、赤玉葱、そして夏には茄

子、トマト、キュウリ等である。出来るだけ種から育ててい

るが、土には堆肥と牛糞をたっぷり入れ肥料は有機肥

料中心それに最近はやりのニーム粉をまぜ殺虫剤は殆

ど使わない。 

野菜の出来栄えは、日ごろの努力に大変正直である。

水遣り、雑草取り、土かけ、肥料やり等をまめにやると良

くできる。 野菜作りの効用は、太陽や草木や、土の自

然に触れるので健康的である。 年とともに土を掘り起こ

したり、苗植えにかがんだりするのが苦になりつつあるが、

出来ればあと 10 年ぐらい続けたいものである。 

 

 

神田賛歌

増原 利明

5 月まで超低電圧半導体デバイスの開発に携わり、

神田司町に勤務しました。朝夕、御茶ノ水から神田を歩

くことも多かったので神田の街をご紹介します。

『江戸に多いもの、火事、喧嘩、伊勢屋、稲荷に犬

の糞』といいます。御茶ノ水駅 聖橋改札を出たところ

の欅に太田姫元宮という札が懸っています。今は、その

西、池田坂の下に移転しました。道灌の姫が疱瘡を患

った時、山城の一口稲荷に祈ったところ全快したので勧

請したとのことです。江戸時代に武家屋敷と三河商工

人が移ったためか、100 米も歩けば多くの稲荷を見つけ

ることができます。また、朱子学の湯島聖堂や東方正教

会のニコライ聖堂まであります。家康が三河の一向一揆

に懲りたためか、寺はあまりありません。

淡路町交差点近くに、「神田青果市場発祥の地」の

碑があります。そのためか、神田は家族経営、古い建物

を利用した、固定費節約型食堂、レストラン、飲み屋が

多く、夜はともかく、昼食は庶民的価格です。アジア料

理は大抵、本国人シェフが居ます。神田駅ガード下のワ

ンコイン丼、鍛冶町、多町、須田町、神保町のアジア料

理やカレー店など世界のB 級食文化が楽しめます。『神

田に多いもの、坂、稲荷、飲み屋、食堂、サラリーマン』

でしょうか。歩いて血糖値を減らし、胃も満足させるには

もってこいの街です。

「箱根駅伝」を 2 倍楽しむ方法 

深津 英雄

私のお正月の楽しみは、「箱根駅伝応援」です。

息子 2 人が箱根駅伝出場を目指したこともあり（出場

できませんでした）、大ファンです。ファンの方も多いと

思いますが、私なりの楽しみ方を、お伝えしたいと

思います。

ＴＶ観戦は、情報量も多く非常に楽しませてくれま

すが、更に、２倍楽しむためには、「実際に観る」こ

オアシス OASIS  ～憩いの時空間～
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と 

です。私は、1 月 2 日に早起きし、大手町駅近辺で 

1 区のスタートを観て応援、ランナーの緊張感が伝っ

てきます。その後、横浜へ電車で移動し、2 区の高速 

ランナーを応援、アッと言う間に目の前を通り過ぎま

す。次は、4 区の大磯へ電車で移動し、往路優勝校

を占います。その後は、半導体をふんだんに使った

携帯電話のワンセグＴＶを観ながら、横浜の妻の実家

へ向かいます。編集委員会の大森委員も、3 区の遊

行寺で応援されているそうです。目の前を、真剣な眼

差しで走るランナーを目の当たりにすると、すがすが

しい気持ちで一年をスタートできます。

更に３倍楽しむ方法は、・・（ここで字数制限がありま

すので、今回は終了します。次の機会をお楽しみに）

旅のつれづれ 

濱田 初美

齢を重ねても、せっかちは相変わらずの小生です。リ

ラックスしようと出かけた旅先でも、ついつい好奇心の趣

くままに駆け回る事となります。 

今年は、久しぶりにドイツを訪れました。紀元前のロ

ーマ時代の遺跡が残るドイツ最古の街、フランクフルト

近郊のトリアー（Trier）市にも足を伸ばしました。Julius 

Caesar の『ガリア戦記』にも登場、長岡市と姉妹都市関

係にあり、市内西部にモーゼル川が流れルクセンブル

グと国境を接しドイツワイン発祥の地です。2 世紀後半

に造られた城門は、ポルタ・ニグラ（黒い門）と呼ばれ、

旧市街のシンボルになっていました。 

その門の近くに小さなユーロショップ（百円均一と同

様、1 ユーロで買える商品の店）があります。かつてマル

クス（Karl Heinrich Marx, 1818-1883）が住んでいた家

でした。彼の思想はソビエト連邦等の共産主義勃興の

バックボーンになったことはご承知の通りです。資本を

国家の共有財産にし、階級のない社会を目指していま

した。 

学生時代、マルクスの『資本論』が流行りました。 

ひとつの通過儀礼といえますが、社会人になってすっか

り忘れていました。市内にマルクスの生家（現在、博物

館）もあるとの由、せっかくの機会、帰りの時間を気にし

ながら見学してきました。彼の父はユダヤ人弁護士で比

較的裕福だったようです。パティオのある二階建て（三

階は屋根裏部屋）、裏庭にはマルクスの巨大なブロンズ

の頭部の像がありました。 

最近、ピケティの『21 世紀の資本』がブームになりまし

た。経済社会の発展には、結果平等ではなく、機会均

等が必要ではないでしょうか。有為な人材を輩出するこ

とを使命に、京都で頑張っています。 

趣味：神社仏閣・博物館・美術館・歴史遺産めぐり 

ソニーを退職した 2006 年より京都市岡崎に在住
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私の座右の銘 「一期幾会」（いちごいくえ）

合同会社 はづきプラニング  

中川 洋一

昭和 48 年に社会人となってから、昨年 6 月に、セミ・

ジャパン代表を退任する迄の約 40 年の間、多くの方々

と出会い、お世話になり、今でも交友を続けさせていた

だいていることは大変有難く、その幸運に心から感謝し

ております。 

その間の転職の折にはそれぞれの背景がありました

が、以前のご縁が偶然にも影響したことが何度かあり、こ

こではそのひとつをご紹介させていただきます。 

ある米国企業がその日本法人の責任者を探している

時、最終面接の為にマサチューセッツ州にある本社を

訪れました。そこでは上級幹部らとの面接が用意されて

いましたが、その中のひとりが開口一番「我々には共通

の友人がいる」と笑顔を浮かべながら話し出したのです。

勿論、その「共通の友人」が誰であるか見当もつかず当

惑顔を浮かべていると、彼の奥さんの弟が小生の前職

時の上司であったと種明かしをしてくれました。 

千利休が残したと言われる「一期一会」は有名ですが、

小生は敢えて「一期幾会（いちごいくえ）」という造語を

座右の銘にしています。千利休が活躍した 16 世紀は日

本が「戦国時代」と呼ばれていた時代で、幼年期死亡を

除いた平均寿命が 30 歳代であったと言われる当時、

偶々会うひととの再会を期待することは現実的でなく、

「一会」が正しかったのかも知れませんが。 

件（くだん）の上司は、実は正規の上司が決まるまで

の短期間の「仮の上司」であったのですが、彼が本業の

任務遂行の一環として来日した折、客先同行を命じら

れました。それは小生の業務成績に直接影響しないの

で正直面倒であったのですが、ぞんざいな扱いをしなく

て良かったと後日しみじみと感じた次第です。 

「霧島の田舎暮らし」

九州地区委員 荒巻 和之

  霧島連山は鹿児島県と宮崎県境付近に広がり、その

西端部に標高 1100ｍの栗野岳がある。我が家はその麓

（標高 200ｍ）にあり、九州自動車道の栗野ＩＣへ 3 分、

霧島温泉鄕へ約 30 分である。近くには湧水を堰止めた

名水百選の丸池があり、上水道の水源になっている。川

内川が盆地状の町内を流れ、冬場は寒冷で氷点下にも

なり、よく川霧（雲海）が発生する。 

今夏の庭仕事を二つ紹介しよう。玄関アプローチのタ

イル補修と高木になった庭木の剪定作業である。玄関

アプローチのタイル剥がれの補修失敗を長年繰り返しス

テップ部分で数十枚にも、理由は、接着面の不十分な

清掃にある。手順は、高圧水洗浄＋ブラシ→タイル接

着→マスキングテープ→目地コーキング→テープ剥が

し→仕上げ。猛暑で涼しい午前中しか作業が出来ず約

10 日間かかった。5 年位は持ってくれるだろうか？ 

 庭には、高木になった、ケヤキ、クロガネモチ、コブシ2

本がある。家庭用梯子でも剪定作業が可能な 3ｍ程度

に強剪定した。高木の剪定作業は、業者に頼むことが

一般的である。今回は近隣で森林組合にお勤めの方に

お願いした。チェーンソーで切った大枝の落下被害（事

故）が起きないように 3 人でロープを使い引っ張り落下さ

せた。既にケヤキでは 2 週間ほどから芽吹き、その強い

生命力には驚かされる。 

ケヤキの高木
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趣味はテニスと山スキー

  菅原 修

6 年前 75 歳で車の免許を返納した為テニスクラブへ

出向けなくなり近所のテニス同好の士の誘いで再度ラケ

ットを握り、その日に転倒。アキレス腱断裂。

樺太生まれで小学校時代冬はスキーで通学。戦後、

仙台に引き上げてからは仲間と年末はもっぱら山形蔵

王から宮城蔵王へ山越えをして峩々温泉で除夜の鐘を

聞く。冬季オリンピック競技に参加できなかったのが残

念（これは冗談）。

時計製造会社を定年・半年残し第 2 の職場、技術者

派遣の企業ＭＥに再就職。その折ＳＳＩＳの前身半導体

シニア協会設立準備の会合に参加。爾来今日まで

ＳＳＩＳの会員となる。

  大学では空間歯車の研究をしたので第二精工舎

（現在セイコー電子工業）に就職。研究部・時計設計

部・製品企画・電子機器部・大阪営業所・時計技術本

部・人材開発部等を転々。研究部時代日本でオリンピッ

クが開催された。私はストップウォッチの耐久試験を担

当。残念ながら競技場へは出かけられず。

設計部での唯一記憶に残る仕事は、スイスが 80 余年

毎年実施していた天文台精度コンクール用時計を設

計。スイス以外で初めて参加して数年でセイコーが上位

を占めることが明らかになってコンクールは中止となる。

 最も楽しく有り難い体験は、上司の命令で参加した日

本規格協会主催の『新製品開発教室』であった。南極

第１次越冬隊長の西堀栄三郎博士が越冬中に考えた

“今後の日本に最も大切なことは新製品開発である”と

のご決心で創められた研究で、先生がなくなられるまで

24 年間毎月 1 回土曜日全日継続された。 

この教室に 10 年間は会社から費用を出していただき、

後の 14 年間は事務局の手伝いで継続参加出来たこ

と。

西堀博士のお弟子の一人に近藤良夫博士がおられ

る。京都大学名誉教授・ＭＩＴ研究員・日本品質管理学

会会長・国際品質アカデミープレジデント・日本工学

アカデミー理事・日本品質アカデミーチェアマン等の略

歴である。西堀博士は、東京で“信頼による管理友の

会”を発足させたが思うようにいかなかった。 そこで関

西の近藤良夫先生と相談され『モチベーション研究会』

を発足された。スタートは関西を中心に技術士・品質管

理にメンバー30 名であった。成果はドキュメントの形で 

きっちり残されてある。

その一つに『モチベーション研修』がある。これは西堀

博士の思想と行動を体験的に学習できる優れた研修で

ある。日本規格協会関西支部で数回公開講座を実施し

たが、ボリュームと日程で企業向けには普及せず。 

研究会メンバーの企業の教育担当者が上手に工夫し

て、一般組織向けに改善した。

相棒の伊藤典男氏は、上記教育担当者（住友建設

機械）とは同一企業人。研修を体験してほれ込んだ。

第二の職場で一緒に仕事をした小生も伊藤氏とは意気

投合。彼はその職場（ＭＥ）で約 500 名のＴＯＰから社員 

を研修して、その研修の内容のスバラシサにすっかり感

動。退職後、近藤良夫博士に『モチベーション研修』の

更なる普及活動の承認を戴き、以後二人三脚で小生は

主に顧客開拓を。伊藤氏が研修の実施推進役で活動

中です。

 憩いの時空間・趣味の話が、まるで仕事の延長のよう

な様相になり申し訳ございません。しかしながら、西堀

栄三郎博士の生き方を垣間見た我々にとって、この思

想行動を少しでも後輩に伝えたいと言う気持ちに変わり

はありません。 時々お声をかけて頂き“西堀栄三郎博

士の生き方”も講演させていただいております。これが

昭和一桁生まれの性でございましょう。

３６ 半導体産業人協会 会報 No.90(‘15 年 10 月)
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落語を楽しむ会の活動報告書 

私の母校(山口県立防府高校)の後輩、落語家・春風亭正

朝が新宿末広亭で 7 月前半の主任を務める事を知り、この

機会に「落語を楽しむ会」を開催する事にし、会員に 7 月14

日(火)の開催を案内した。 

◎参加者は、牧本次生、伊藤達、青木昭明ご夫妻、栗原岩

男、中尾誠男、森脇健、山崎敏行、真鍋研司、島亨、野

沢滋為ご夫妻、以上 10 名、ご夫人 2 名の計 12 名 

  ＜末広亭前で正朝師と一緒に＞ 

◇漫才、奇術、落語の若手、ベテランの演目を楽しみ、林

家正蔵、三遊亭金馬といった大御所も出演し、トリは主任

の正朝が「三方一両損」の落語で締めくくった。閉会後、

近くの中華店で正朝師も交え、中華料理と紹興酒を楽 

しんだ。

  ＜正朝師との懇親会＞ 

― 余談 ― 

8 月に浅草演芸ホール(末広亭、上野鈴木と並び称される

東京の三大演芸場)での初代林家三平の第 34 回追善興行

に誘われ参加した。一門のこん平、正蔵、二代目三平、た

い平とベテラン、売れっ子が出演し賑やかな舞台だった。 

演芸ホールの前の“ロック通り”を歩くと街灯に写真のように

昭和喜劇の大スターの看板が並んでいる。その中に予約済

と表示したものがあり目を引く、北野たけしが予約したもの

で彼の洒落心がうかがえる。 

  ＜渥美 清＞      ＜榎本 健一＞ 

寅さん    エノケン

☆ 委員会報告 ☆
SSIS コミュニティ活動・趣味の会

文化活動委員会  内山 雅博 
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 ＜伴 淳三郎＞    ＜北野 たけし＞ 

  バンジュン     予約済 

◇春風亭正朝独演会の開催 

7 月の末広亭公演に参加された会員の方から「独演会で

じっくり楽しみたい。」とのご希望があり、正朝の予定を確認

したところ、9 月 12 日に予定をしているとのことで実施する

事にした。 

《春風亭正朝独演会》 

9 月 12 日(土) 19：00～ 於ティアラこうとう(江東公会堂) 

演目は以下の二題。 

① 巌流島…乗合船に乗った若い侍と年配の侍とのトラブ

ルの決着が思いもよらない結末に。

② 小田原相撲…谷風、雷電の時代、小田原の田舎大関

は江戸相撲より強いのではないかと言われ、雷電が小

田原まで出かけ本場の面目を保った。

以上、二題をじっくりと熱演してくれた。 

出席の金原和夫、三宅信弘、中尾誠男、野沢滋為、真鍋研

司、島亨、南村安信(㈱フジキン)の会員7名の諸氏もご満足

の様子であった。 

    ＜開演前のホール＞ 

  ＜熱演する正朝＞ 

  ＜ティアラこうとう＞ 

 ＜独演会のホール入口で＞ 

次回は少し時間をおき、来春早々に開催したいと思います。

お楽しみに！(ご意見お寄せください。) 
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 本年 3 月の第 3 回に続いて、今回も講演会と懇親会との 

2 部構成で以下のように実施しました。 

1. 日時：2015 年 8 月 31 日(月) 15：00～19：30

2. 場所：八王子東急スクエアビル（八王子駅前）

〒192-0083 八王子市旭町 9 番 1 号 

(1)講演会‐八王子学園都市センター第 2 セミナー室 

 八王子東急スクエアビル 12F Tel: 042-646-5611 

(2)懇親会‐スカイラウンジ・クレア  

八王子東急スクエアビル 11F Tel: 042-643-2333 

3. 出席者：多摩会会員だけでなく、関東全域の会員の

方々にも参加を呼び掛け、下記の方々のご出席をいた

だきました。多摩会 9 名、他の地域 10 名です。

    喜田 祐三、金原 和夫、栗原 岩雄、志村 幸雄、 

高橋 令幸、溝上 裕夫、向 喜一郎、村田 純、 

川本 佳史、島 亨、八幡 惠介、相原 孝、 

高畑 幸一郎、高垣 孝、藤井 嘉徳、渡壁 弥一郎、 

藤江 明雄、野澤 滋為、中尾 誠男  

 （敬称略、順不同で記載） 

4. 講演会 (15:00〜17:00)

(1)講演テーマ：「ニュートン祭 誕生秘話 」

  科学技術創造立国へのマイルストン 

(2)講師：堀江洋之氏 

堀江氏は、1938 年横浜市磯子区生まれ、1961 年横浜

国立大学物理科卒業後、三洋電機、東京エレクトロンを

経て、現在は、著述家として活躍されており、全国歴史研

究会本部運営委員、水戸の会会長、横浜歴史研究会副

会長、半導体産業人協会会員です。 

(3)講演の概要 

  「ニュートン祭」の起源について調査の結果、東京大学

物理学科１期生の田中舘愛橘博士が「ニュートン祭」の元

祖であり、その師は東京帝大総長の山川健次郎博士で

あることに辿りつきました。   

明治 12 年（1879）12 月、当時学生の 

田中舘の発案で、1 年に 1 度ぐらいは研究分野や年齢を問

わず、いろいろな人々が一堂に会し、飲んだり食ったり歌っ

たりの大騒ぎをして、仲間との絆を深め、コミュニケーション

力を強化し、新たな知見を得ることが、物理学の発展には

必要であるとの考えで始まったものです。 

山川博士は会津藩士の子孫で、戊辰戦争に敗れた会津

藩が厳寒の地、下北半島の斗南藩に移封されるのに同行し

ています。田中舘博士は、南部藩士の子孫で、明治 11 年

（1878）に東京大学理学部に入学しています。「ニュートン

祭」の発案が幕末から明治初期の動乱の中を生きぬいてき

た東北地方の出身者であり、彼らが日本における物理学創

生に大きな功績を残したことは、誠に感慨深いものがありま

す。 

講演では、手作りの貴重な掛け図を用いて、幕末から明

治にかけての歴史上や地理上の様々な人間関係や出来事

を縦横無尽に展開され、活発な質疑応答、意見交換が行わ

れました。  

5. 懇親会 (17:00〜19:30)

懇親会では、堀江洋之氏にもご参加いただき、ビールで

乾杯した後、各自それぞれ食事と日本酒や焼酎やワインな

どを楽しみながら談笑いただきました。途中、自己紹介や近

況報告を行っていただき、和気あいあいのうちに多くの情

報交換ができ、親睦を深めることができました。皆様それぞ

れの方面で活躍されており、有意義で参考になるお話も

多々ありました。まさに SSIS 版の「ニュートン祭」でした。 

6. 今後の予定 

多摩会では、文化活動の一環として今後も会員相互の親

睦と情報交換の機会を計画します。次回は来年 3 月初旬で

す。是非ご参加、宜しくお願いいたします。 

☆ 委員会報告 ☆
SSIS 第 4 回 「多摩会｣ 

文化活動委員会 多摩会幹事 川本佳史
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はじめに 

始めに産学連携をとり上げる理由を述べることにする。 

2015年も終盤近くに至って、今年の世界の半導体業界の

動向が概ね定まってきた。世界の半導体産業は、年率数パ

ーセントでの伸びを継続しているが、全体としての日本メー

カーの地位は低下し続けていると見られる。2014 年は上位

10 社のうち日本メーカーは 2 社がランクインしていたが、

2015 年は 1 社になる見通しである。 

そのような日本の半導体産業の現状に照らして、発展の

ための一助として産学連携を促進することが有効なのでは

ないかとの意見が委員より出された。委員からは、「米国に

比べ日本の産学連携は遅れている」、「企業から大学へ移

籍する人は多くいるが逆は皆無に近い」、「この分野に切り

込みを入れて、大学と産業界の相互交流につなげるような

提言ができれば提言の付加価値が高まるのではないか」等

の意見が出された。 

公的に規模（金額）が大きい産学連携は、科学技術振興

機構（JST）で行われているので、当委員会ではまずＪＳＴに

おける産学連携の実情について調査した。「JST 研究成果

最適展開支援プログラム（A-STEP）ステージⅡ」は、「研究

者と企業が共同で申請し」、「顕在化したシーズの実用化検

証から、中核技術の構築を目指した本格的な産学共同研究

開発までを支援」を目的とし、最大 5 億円（期間 2～6 年）の

研究開発費を支給するものである。ただし、企業が同額を

負担（マッチングファンド）する必要がある。 

しかし半導体産業の分野からは応募がなく従って採択案

件が無いとのことである。一方医療、バイオ、食品業界が増

え、特に医療バイオが全体の 30～40%を占めている。また

自動車業界では日本の大手メーカーが積極的に大学との

コラボレーションを進めている様子がうかがえる。

このプログラムの性格は、まず大学の先生がビジョンと情

熱を持ち基本的マーケティングのうえ企業に持ちかけること

（大学側の工業化の熱意が必須）だが、企業にはマッチン

グファンドの負担があるため乗りにくい要素がある。大学の

先生は「国内企業は大学の研究活動へのアンテナが低い」、

「大企業が大学の研究を評価しない風潮もある」との見方を

持つ人が多いとのことである。つまり大学と企業のブリッジン

グが必要との印象を受けた。 

過去何年か、当委員会は半導体産業の応援団として応

援メッセージを発することを目的として活動してきたが、今

回の新たな「半導体産業の産学連携」とのテーマについて

は、付加価値のある提言とともに、SSIS として何らかのブリッ

ジングの役割を果たせる可能性があると考えるようになった。

これには SSIS の会員参加型受託事業（STaP）が軌道に乗り

始め、その果たせる役割が拡大していることが念頭にある。 

米国における産学連携と中国の動向 

米国において産学連携の促進をもたらす転機となったの

は、1970 年代後半の米国経済の国際競争力低下を背景と

して、1980年に成立したバイ・ドール法であるとされている。

同法では、政府資金による研究開発から生じた発明につい

て、その事業化の促進を図るため、特許権等を民間企業・

大学等に帰属させることを骨子としている。これにより大学

における特許取得とその技術移転や企業の技術開発が加

速され、新たなベンチャーが生まれるなど、米国産業が競

争力を取り戻す原動力になったと言われている。米国にお

いて、この分野で先駆的であり他から参考にされるのは、マ

サチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、カリフォルニ

ア大学バークレイ校である。

これらの大学では、リエゾン組織（企業に対する窓口）、

研究契約事務組織（共同研究・委託研究の契約手続きを行

う）、および技術移転組織が整備されている。技術移転組織

は、研究者の発明を特許化、特許を希望する企業にランセ

ンスしロイヤルティを徴収、ロイヤルティを発明者、学部、大

学に配分する等の機能を有している。 

米国の大学の研究費に関する考え方は、研究費の一部

（教授の人件費の一部）は大学の経費でまかなうものの、そ

れ以外の研究費は通常外部資金でまかなわれ、教授が外

部資金を調達できないと研究者の給与支払いができない等、

事実上研究が遂行できないとのことである。 

教授の名声は研究成果もさることながら、その研究室から

どれだけの学生（研究者）が起業し成功したかということであ

り、教授は Chief Scientist のような資格で起業に参加し、報

酬や株式を取得するインセンティブもある。 

一方、中国においては、政府が半導体産業を重要視し、

産学連携の政策も変化してきている。以前から大学の先生

が学生を使って研究から事業化を進めることは認められて

☆ 委員会報告 ☆

半導体産業の産学連携(1) 

論説委員会 
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いて、税制の優遇や環境の整備に注力していたが、最近は

ファンド作りに進み企業買収も手掛け始めている。本年7 月

には、大手半導体企業「清華紫光集団（旧名は清華大学科

技開発総公司、清華大学に所属している企業）」が米国大

手のマイクロン・テクノロジーに対して買収提案をしたことが

報じられた。 

中国ではアメリカのキャンパスベンチャーを学び、大学か

らの起業をサポートしているようである。アメリカの大学では

多くの中国人教授が活躍していて、これらの動きに関与し

ているあるいは影響を及ぼしていることが考えられる。 

日本における産学連携の課題と促進 

日本では 1999 年に日本版バイ・ドールを含む産業活力

再生措置法が施行された。その結果、企業と大学の共同研

究等の動きが見られるものの、我が国における産学連携は

米国ほどには活発でないとみなされている。日本の大学に

おける産学連携の課題と促進策について、大学教員を経験

された方々を含む有識者にインタビューし、そこで得た情報

を参考にさせて頂いた。 

日本においても産学連携を促進するための法整備はな

され、大学においても米国と同様の産学連携の制度と組織

は整備されている。 

米国と日本での大きな違いの一つは、よく言われるように、

人材の流動性である。米国では、研究所→大学→企業とよ

く移る例があり、時には起業する。この人の移動度の高いこ

とが大学と産業界の壁を低くしている。アメリカで人が移る

際には「お金」で判断する傾向があると言われ、学会も売り

込みとスカウトの場になる。日本では、現状では大学の先生

が企業に移るのは難しいし、企業も採用したがらない。更に

近年大学ではドクターが増え、彼らは大学の先生になりた

い一方、企業はドクターの採用を控える傾向がある。そのた

め大学での人材の流動性は低下し、より硬直化する方向に

あるとのことである。 

また退職金（企業年金）制度の差が人材の流動性の差の

要因との意見もある。米国では 401K（確定拠出年金、大学・

会社間ポータビリティ有り）が主流であるが日本ではまだ発

展途上であり、現状では退職金（退職時の一時金）のウエイ

トが高くそれを重要視する考えが根強く、それが流動性の

向上を抑制していると思える。 

次に、現状では産学連携への大学研究者へのインセン

ティブが少ないように感じられる。まず大学にとっても教員

にとっても、米国の例で述べたような産学でお金を調達す

る必要性がそれほど高くは設定されていないようだ。産学連

携を活発にするためには、米国式でなくても何かの形でより

大きなインセンティブを用意する必要があるだろう。 

もうひとつの要因は、大学の教員・研究者と企業の間の

意識のずれかも知れない。大学教員・研究者の評価は一般

に論文件数や特許件数、および研究者の育成をもとに行わ

れる。そのため研究の狙いは「新規性」重視になりがちであ

る（例えば半導体では Si を選ばず化合物を選ぶ等）。一方

企業側は、大学に対する期待感を明確な形で示し、研究開

発・事業の戦略的方向性を十分共有することが必須である

が、そうでないケースもあると見られている。論文と育成を重

要視する大学と、事業化を重要視する企業の間にギャップ

が生じることはごく自然なことで、両者間のコミュニケーショ

ン改善の方策が重要なのではないかと感じさせる。

大学の教員・研究者には、技術を実用化して広く使って

もらうことに評価と名誉を感じている（強いモチベーションが

ある）方も多くいる。近年大学教員の兼業（顧問、コンサルテ

ィング等）がし易くなっているので、その制度を活用すること

が有効かも知れない。人材の流動性が低い日本において

も、実用化に熱意のある大学教員・研究者と、同じく熱意の

ある企業との接点を多くしコミュニケーションを強化すること

ができれば大変意味があるものと思われる。 

今後の検討 

半導体産業が今後も発展を続けることは疑う余地がない。

今まで以上に人々の暮らしに役立つアプリケーションが考

えられている。一例としては「ロボット」があり、FA（自動車産

業）、ヒューマノイド（人間との会話ができ感情を理解するロ

ボット、医療・介護分野、教育のサポート）、パワースーツ

（介護）に分類される。DNA コンピューティングあるいは

DNA メモリーのように、半導体と生命化学分野の融合が重

要になる。生体中の電気信号を接続した義手のエレクトロニ

クスに伝えて義手を制御するような応用も考えられている。

今後は大学における半導体に関する研究を調査し、工業

化のための課題と対策を検討するとともにSSISとしての貢献

の道を検討していくことにする。 

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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◆新入会員（2015.7.1 から 2015.9.30）
個人会員（ご入会順、敬称略）

  山本 義継、佐藤 暁、岩本 崇、加藤 修央、

山崎 舜平、佐々木 聡

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願い致します。

◆７～９月実施行事

7月：  9日 監査役会

13 日 諮問委員会、SSISフォーラム 

14 日 趣味の会・落語鑑賞会 

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-NEDIA共催シンポジウム（大阪） 

17 日 執行会議 

18 日 賛助会員連絡会、特別講演会 

25 日～29日 秋季見学会（中国） 

◆賛助会員訪問

例年通り 6月から 7月にかけて賛助会員各社・各団体

を訪問させて頂きました。貴重なお時間を頂き、又、沢

山のご意見を頂きました。あらためて、御礼申し上げま

す。

◆諮問委員会を開催

今年度第 1回の諮問委員会を 7月 13日（月）13時 30

分より、大井町きゅりあん６F 大会議室で開催致しまし

た。今回は、諮問委員、理事・監事、理事長（会長）経

験者、諮問委員長経験者による拡大諮問委員会として、

会員拡大、協会の発展について意見交換を行いました。

ご出席頂いた方は次の通りです（敬称略）。

諮問委員長:竹下晋平、副諮問委員長：羽田祐一、諮問委

員：内田雅人、内山雅博、佐々木元、高橋令幸、長谷川

義榮、堀内豊太郎、理事長：橋本浩一、副理事長：伊藤 

達、理事：青木昭明、野澤滋為、吉澤六朗、監事：井入

正博、特別顧問：牧本次生、顧問：志村幸雄、事務局長：

内海忠

川西初代会長は、残念ながら都合により欠席でしたが、

協会による思いを文書で頂きましたので、皆様に紹介し、

これをトリガーとして皆様から活発なご意見を頂きまし

た。執行部としては、頂いたご意見を真摯に受け止め、

協会活動の改善に努めてまいります。

◆事務所ネットワークセキュリティの強化

協会事務所のネットワークにファイアーウォールと

セキュリティ機能付きHUBを8月に設置いたしました。

これにより外部からの侵入、事務所内 LAN による感染

の拡大を防止する対策を実施致しました。持ち込んだ

PC、USB 等がウイルスに感染していた場合にはネット

ワークに接続が拒否されますのでご注意ください。

◆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。又、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。

◆今後の行事予定

10 月：  8日 理事会

15 日 執行会議 

11月：  5日、6日 教育講座（アドバンスト講座） 

10 日 SSISフォーラム 

19 日 執行会議 

26 日、27日 教育講座（入門講座） 

12 月： 10日 予算審議委員会 

17 日 執行会議 

◆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9月30日

までに下記の1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。（敬称略）

井上 誠
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