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Japan as No1 と言われた 1980 年代後半より、失

われた25年、日本の半導体は53%あったマーケット

シェアーが 2015 年一桁台に成りつつある。一方半

導体ユーザーの売り上げは数百兆円あり、半導体を

失っては日本の将来は無い。一方世界の半導体市場

は順調に拡大を続けている。本稿ではなるべく過去

の話でなく再興の為に何をすべきかを論じてみた

い。

１）強固な国家戦略

既に 1994 年から順次 SIRIJ、STARC、SELETE、あ

すか、ASPLA、ファンダリー企画と色々試みてきた

が残念ながらシェアーアップにつながっていない。 

 現在の新市場はIoTと言われているが、扱う範囲

が広く、一つの会社だけでは対応が難しい。半導体

のみならず、電子コンポーネント、システム等各社

がアプリ中心にまとめて行かねばならぬ。一つの例

は経産省が旗を振る”IoT 推進ラボ“である。過去

の色々な経験に学び是非成功させてもらいたい。 

 更に内閣府の第5期（2016－2021）科学技術基本

計画の中で経産省が推進するCPSがある。方向を決

めるマーケティングの強化が最大の成功の秘訣で

ある。 

２）アプリの絞りこみ

2014年の半導体の売り上げは340B$であり、アプ

リごとの売り上げは PC 関連 90.7B$（27%）、セルラ

ー関連 80.1B$(23.6%)であったが今後成長は鈍化し

て行く。これ等に変わり IoT のアプリが 2014 年

3.3B$、2020年36.5B$の伸びを見込んでいる。

アップル/グーグル連合が参入を狙っている自動

車もマイコン、センサー、パワー半導体、ADAS 用

2014年28.1B$、2020年40.6B$の伸びが見込まれる。 

その次に成長するのがイメージセンサー、慣性セ

ンサーのアプリである。

また日本の強みであるロボットも物つくり、介護医療、

インフラ災害対応、各種省力化の分野で伸びが期待され

ている。

 これ等の新分野は前記CPSで強力なサポート計画を立

案し、シェアー拡大を遂行していかねばならぬ。 

３）グローバル化

かつて NEC は 1975 年からボストンにマーケティング

組織、ヨーロッパに後工程工場、カリフォルニア州のエ

レクトリック アレイ社の買収、カリフォルニア州のロー

ズビルに工場を作りそこからDRAMを出荷、結果1986年

より半導体の売り上げが世界一となった。

 IoT にしても自動車にしてもお客様の要求は多様であ

り、一社で全てをカバーすることは出来ない。既にイン

テルがアルテラを、アバゴがブロードコムを、NXP がフ

リースケ―ルを、インフィニオンがIRを、メデアテック

が数社を買収し、着々と準備している。日本もこの競争

に打って出るにはマーケティングを強化し、国内外での

グローバルコラボレーションが不可欠である。

４）日本の強みを生かす

日本の半導体が世界一になった 1980 年代後半の主力

製品はムーアの法則に沿ったDRAMで少品種大量生産で、

プロセス、製造、工場が主体であった。原価的にもまず

DRAMで設備投資をし償却後ASIC、マイコンを投入し、利

益を出していた。この意味でDRAM撤退は大きな痛手であ

った。 

 これからの IoT、自動車用半導体は多品種少量生産で

ある。幸い1998年から数年NECELのASICは多品種少量

生産でも売り上げ世界一になったし、現在マイコン売上

世界一のルネサスも多品種少量生産をこなしている。此

の解決策は設計の工夫（拡散工程共通、配線工程で品種

化）等プラットフォーム化である。 
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５）マーケティングの強化

かつて Docomo が i‐mode を提案し Internet は HTML

方式にすべきと提案した。しかし経営陣はこれをサポー

トせず、これを理解したAppleがiPhoneを発売し、モバ

イル革命の主導権はシリコンバレーのアップル、グーグ

ルに移ってしまい、日本はチャンスを逃してしまった。

日本人の特性として Hard には強いがマーケティング

が弱い。日本の半導体産業の復権にはこれの強化が不可

欠である。IoT推進ラボ、CPSを成功させるのも、アプリ

を絞り込むのも、グローバル化を図るのも、日本の強み

を生かすのも、投資を実行するのも、少なくとも2年先

の市場を見据え、方向を打ち出せるマーケティングが不

可欠である。 

６）ファンダリーの活用とタイムリーな投資

かつて韓国の DRAM の成功は自らの迅速な工場投資の

決断と、日米半導体協定にあった。これからのアプリIoT、

Auto、Robot、Sensor 用の半導体は必ずしも最先端のプ

ロセスだけを必要とせず償却後の工場を使うことも可能

である。リストラ後の現在どれだけ生産余力があるのか

わからないのでファンダリーを使わざるを得ないが、将

来設計と製造の強みを生かすIoTなどの製造には、自前

のFabも必要になると思われ、基本的な事業計画を検討

する必要がある。

７）先見性と会社文化の改革

私がかつて所属していたNECは当時の小林社長が

C&C&C(computer、communication and component)のコン

セプトを唱えられ、半導体を大変大切にされた。

当時の半導体グループの文化は1)自由な発想、2)上意

下達でなく上司に物が言える文化、3)技術と名誉を重ん

じ、お金はその結果ついてくるというものであり、この

先見性が1986年から半導体売り上げ世界一を達成する

原動力になった。ギスギスしたアメリカ的なマーケティ

ングだけがマーケティングではない。

８）教育の重要性

1980年代アップル社がパソコンを学校に寄付し、プロ

グラミングを小学校で教えていた。日本では大学でプロ

グラミングを教えるが、これでは全く競争にならず.日本

から良質なソフトウエアーは生まれにくい。 

９）まとめ

ここまで落ち込んだ半導体産業はオーバーナイトでは

復権しない。しかし半導体産業なしでは日本の経済は活

性化して行かない。 

 日本半導体のマーケットシェアー反転拡大を目指し、

強固な国家戦略のもと、マーケティングを強化し、グロ

ーバル化を図り、アプリを絞り、日本の強みを生かし、

タイムリーな投資を図りこれを実現していかねばならぬ。 

これからの若い人たちの半導体に対するマインドセッ

トも大きな課題である。

我々半導体産業人協会も業界の各団体 NEDIA、SEAJ、

SEMI、DAFS様と連携しシェアー回復の為にサポートして

行きたいと考えている。
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●新たな時代を見据えて世界規模の業界再編へ

いよいよ本格的な IoT（Internet of Things; モノの
インターネット）を迎えようとしており、その先には IoE
(Internet of Everything: すべてのモノのインターネッ
ト)時代が控えている。

IoT の利益の源泉は、それによってどのような付加価
値を生み出すかに掛っている。どのように産業を効率化

し、人々の生活を安全快適にし、持続可能な社会を構

築できるかが問われている。モノを物理的にインターネ

ットにつなげることやそのための半導体部品自体が大き

な利益を生むわけではない。端末は熾烈な競争でなか

なか儲けが出ない状況に陥っている。このため、半導体

メーカーは、顧客のビジネス領域にまで飛び込んで、顧

客の期待以上のトータルソリューションを提供する方向

だ。車載ビジネスも同様で、御用聞きから脱皮して提案

型でなければ生き残れない。

ソリューション・ビジネスでは、製品ポートフォリオの欠

けている部分を埋めて、バラエティーに富んだポートフ

ォリオを構築することが重要になる。自社の弱い分野を

補い、強い分野はシナジー効果を高めるためにも、成

長の鈍った分野から今後成長の見込める分野へビジネ

スを迅速にシフトするためにも企業買収は即効性のある

有効手段である。買収でマーケットシェアも増え価格競

争力も増す上に、高騰する一方の製品開発費や先端

技術開発費にも対処しやすくなる。

このため、昨年は、半導体＆ストレージ分野で数兆円

規模の M&Aが相次ぎ、その買収総額は手続き中の案
件も含め 20兆円を超えた。本稿著者はこれらの買収は、
本格化する IoT時代を見据えた、生き残りをかけた戦略
に基づいていると捉えている。その辺の事情を読み解い

てみよう。

●ストレージ業界は相次ぐ巨額買収で再編へ

Dell ブランドのパソコンで知られる米国 IT 大手の
Dell 社は昨年 10 月 12 日、ストレージ（外部記憶装置）
大手の米 EMC 社を 670 億ドル（約 8 兆円）で買収する
ことで合意したと発表したが、買収の事実よりはむしろそ

の額の大きさに驚かされた。IT 業界では、ダントツの過
去最大の買収である。Dell は、生き残りをかけて、凋落
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一途のPCビジネスから成長率の高いデータセンターや
クラウドといった IoTインフラビジネスに軸足をシフトする
ために 8兆円も投資したということだろう。
それから 10日もたたない 10月 21日、ハードディスク

ドライブ（HDD）最王手の米国 Western Digital（以下、
WD と略記）はメモリーカード大手の米 SanDiskを 190
億米ドル（約 2 兆 3 千億円）で買収すると発表した。半
導体を使った新しい外部記憶装置（SSD）の台頭で
HDD 市場が縮小気味であることが背景にある。WD は
SanDisk を取り込むことで、現状打破を狙っている。
2016年後半に買収手続き完了の見込みである。
ストレージ業界のいずれの大型買収も本格的 IoT 時

代を見据え、メガトレンドを先取りしたものだ。

ところで、HDD分野でWD と東芝は競合関係にある。
一方で、WDが買収した SanDiskはNANDフラッシュ
メモリーで東芝と開発から量産まで協業し、東芝四日市

工場の設備投資も折半している。しかも、WD の筆頭株
主は中国国営投資ファンド（紫光集団）であり、東芝の

半導体技術を狙う中国勢の陰が見え隠れする１)。

図１ 数兆円規模の巨額半導体買収を伝える新聞記事見出し

（2015 年 3～6 月の日本経済新聞より）

●半導体業界でも IoT 見据えた巨額買収の連鎖

昨年、半導体業界でも数兆円規模の買収が相次いだ2）。
買収総額は 10兆円をはるかに超える。まず 3月に、世
界半導体業界再編の口火ともいえるような巨大な買収

の発表があった。オランダ NXP Semiconductors(元

IoT/IoE 時代を見据えて激動する世界半導体産業 
― 巨額 M&A の連鎖を読み解く ― 

第５回 SSIS フォーラム １.講演 
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Royal Philips の半導体部門 )が米国 Freescale 
Semiconductor(元 Motorola の通信用 LSI 部門)を
118 億ドル(約 1.4兆円)で買収することを発表したのだ。
日経新聞は「NXP 車載半導体世界首位に」「相乗効果、
ルネサスに脅威」と伝え（図１）、東洋経済誌は「病み上

がりルネサス、車載半導体で首位転落」と伝えた。日本

国内では、この買収により、車載半導体分野で NXP は
ルネサス エレクトロニクスを蹴落とし、世界No.1企業に
躍り出ることばかりに目が行きがちだが、むしろ、IoT 分
野でのポートフォリオを充実し、顧客にトータルソリュー

ションを提供できるようになる点に注目すべきだろう。両

社の製品群は、マイコンなどで重複がみられるものの、

他はうまくすみ分けされており、多くの分野で補完関係

が望める。米国市場調査会社 Gartner によれば、いま
まで IoT対応が十分な半導体メーカーは世界中に 1社
もなかったが, 今回の買収で、業界の中で IoT 対応が
最も進んだ企業が誕生したことになる（表１）。

表１ 世界有力半導体企業の IoT 対応能力評価 

（2014 年時点での Gartner 調査資料を基に著者作成） 

NXPのFreescale買収で IoTに必要な半導体はすべて揃う

上に、NXP のセキュリティ技術は多数の国のパスポートに

セキュリティ IC チップとして採用されているほど秀逸なので

新生 NXP の IoT 対応は万全。

NXP の Freescake 買収手続きはスムーズに進み、
昨年 12月には新生 NXPが誕生したが、新たに「よりス
マートな世界を実現するためのセキュアなコネクション

（Secure Connections for a Smarter World）」と言う
企業スローガンを掲げた。上述したように、NXP はセキ
ュリティ対策が万全な本格的な IoT時代を見据えている
ことは明白だ。

●Avago が史上最高額で Broadcom を買収し改名

昨年 5 月末には、米国とシンガポールに本拠を置く
Avago Technologies (元米国 Hewlett Packard の
半導体部門が分離独立し、後に米 AT&T の半導体子
会社と合併し、さらに米 LSI（旧 LSI Logic）を買収して
成長を続けてきた企業)が売上高ではるかに格上の米
国 Broadcomを 370億ドル(4.6兆円)で買収することを
決めた。Avagoの CEOの Hock Tan氏は、「この買収
によって有線・無線の半導体で世界最強の半導体企業

になる」と宣言した。つまり、両社の技術や製品を持ちよ

れば、IoT 時代に必須のセンサ端末からコンピュータ・
通信ネットワークまで広範な品ぞろえでトータルソリュー

ションを提供できるようになるということだ。Broadcom も

いままで以上に IoTに力をいれている 3)。
なお、Avagoの買収費用 370億ドルは、半導体産業

の歴史上、とびぬけた額であり、Avago が、なにがなん
でも Broadcom を買収したがっていたことを示唆してい
る。背後に、世界規模の有力投資家集団が付いて指揮

していると言われている。

年間売上規模 56 億ドル Avago Technologies が、
同約 85 億米ドルの Broadcom を買収するという“小が
大をのむ”買収は驚きであるが、更には、新社名を

Avago ではなく,買収される側の Broadcom にするとい
うのも驚きだ。意味不明でなじみにくい Avago よりは広
帯域通信を示唆するなじみやすいBroadcomを社名に
選択したということのようだ。

●Intel がデータセンターを死守するためにAltera 買収

Avagoの Broadcom買収発表の 4日後の 6月 1日
には 、 米国 Intel が FPGA ベン ダーの米国

Altera(FPGA業界で Xilinxに次いで 2位)を 167億
ドル(約 2 兆円)で買収することで最終合意したと発表し
た。売上高 5兆円規模の Intelが年商 2千億円規模の
企業を買収したところで企業規模はほとんど拡大せぬ

にもかかわらず、2兆円も投資するのは部外者には不可
解に映ったようだが、今回の買収劇は、変貌するデータ

センターや Intel社の事情を知る者にとっては事前に予
測できた必然の結果である 4）。その辺の事情を考察し
よう。

パソコン全盛時代に、わが世の春を謳歌してきた半

導体ジャイアントの Intel 社でさえ、モバイル時代には、
散々な思いをしている。PC ビジネスが衰退する上に、
ARM陣営に押さえ込まれてスマホ・ビジネスに入り込め
ず苦戦する Intelが、最後に死守しようとしているデータ
センター向けビジネスを Alteraの FPGAが侵食し始め
たので、防衛に出て、敵を味方にせざるを得なくなって

 ４



しまった。Altera の拒否で買収交渉は何度も暗礁に乗
り上げたようだ。もしも Altera が最終的に買収に応じな
ければ、Intel は敵対的買収も辞さなかったと関係者は
漏らす。Intel は、本格的 IoT 時代に、データセンター
だけは最強のマイクロプロセッサーと FPGA をそろえて、
更には隠し玉 3D Xpoint メモリーを加えて鬼に金棒と
ばかりの体制を構築しようとしている。

●爆買いの中国勢が Micron 買収を提案

昨年７月、中国・清華大学傘下の国営ファンド紫光集

団が米国Micron Technology（エルピーダメモリを買収
して手中に収めた半導体メモリーメーカー）に 230 億円
で買収提案を行ったが、米国政府の許可が下りそうに

なく、その後の進展に関しては闇の中だ。紫光集団の

買収候補リストには、このほか米 Globalfoundries、台
湾MediaTek、韓国Dongbu HiTekや SK Hynixなど、
錚々たる企業が挙がっているらしい。中国が、外国企業

からの半導体の輸入を減少させて半導体自給率を挙げ

基幹産業に育てるという新たな国策のもとで数兆円規

模の国家集積回路産業投資ファンドの支援もあり、中国

資本の海外半導体企業買収（いわば爆買い）は今後、

さらに活発になるだろう。

●ON Semi に買収され名門 Fairchild の名が消える

買収額は小さい ものの 、伝統ある Fairchild
Semiconductor(ショックレー研究所から飛び出した「裏
切りの 8人」が 1957年に創立した集積回路の老舗)が、
独 Infineon と競った ON Ｓｅｍｉ- conductorに買収さ
れ、Fairchild の名が半導体業界から消えてしまうのは
ちょっとさびしい。それにしても、米国 Motorola から
Freescale と ON Semiconductorが分離独立した際、
本流の通信用LSIを引き継いだFreescaleがいずれ消
え、傍流のディスクリートやアナログ素子を引き継いだ

ON Semiconductor が、三洋半導体や Fairchild を
次々買収して発展しようとは誰が想像できただろうか。

●15 億ドルも支払って半導体工場を処分した IBM

これまで、数兆円規模の資金で企業を買収した例を

いくつか見てきたが、最後に只どころか 15億ドル（1800
億円）受け取って買収（むしろ譲り受けというべきか）した

ケースを考察しよう 5）。
米 IBM は、知的財産(パテント)やテクノロジーやエン

ジニアを含む半導体事業を Globalfoundries（以下 GF
と略記）に譲渡することで、両社が合意したと2014年10
月に発表し、翌 15 年 7 月に手続きを完了した。IBM は
米国ニューヨーク州  East Fishkill とバーモント州
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Essex Junction にある自社半導体工場や、他社に対
するファウンドリー事業も譲渡し、すべての半導体製造

から撤退してしまった。両社共同発表のタイトルは「IBM
の半導体事業を GF が買収へ」となっているが、15億ド
ル支払うのは事業を譲り受ける GF 側ではなく譲り主の
IBM 側である。常識的には売り手に相当の対価を払う

のは買い手であるが、いまや、不要の半導体工場を処

分するには、家庭内の不用品の回収同様、金を払わね

ば処分できなくなったということだろう。

HDD、PC、x86 サーバーなどのハードウエアを次々
売却してきた IBMが、今度は世界中の主要半導体メー
カーへの売却交渉に失敗し,買い手を見いだせなかっ
た半導体製造工場を特許や技術や人材などたくさんの

お土産をつけてまでして譲渡し、処分してしまった。同

社はこの事業譲渡により、半導体については基礎研究

に特化するとともに、次世代のクラウド、モバイル、ビッグ

データ解析、安全な取引システムの開発などに専念す

るという。

ところで、IBMはすでに2014年7月に、次世代コンピ
ューティングの基盤を成す半導体プロセス・デバイス技

術の研究に今後5年間で30億米ドルを投じると発表して
いた。半導体事業譲渡後もこの計画に変更はなく、１年

後の昨年7月には業界初の7nmテストチップの試作に
成功したこと発表し、微細化研究で世界トップを走る姿

を印象付けた。半導体事業から決して全面撤退したわ

けではなく、スケールメリットのなくなった不採算の製造

だけを下請けに移管し、研究に注力することにしたとい

うことだ。グローバルなメガトレンドを掴み、社会の新たな

ニーズをしっかり捉え、これから成長する分野の中核エ

ンジンとしての高性能半導体デバイス（脳からヒントを得

た非ノイマン型コンピューター・アーキテクチャーを持つ、

超微細加工技術を用いた超大規模半導体チップ）を真

っ先に実現するためには、世界最先端のプロセス・デバ

イス技術が必要なので、研究まで他人任せにはできな

いということだろう。超微細プロセス・デバイスの研究は

同社が注力する「サービス事業」の一環でもある。自社

の研究開発費削減のためにも今後さらに半導体メーカ

ーに対するサービス（研究の売り込み）強化を図るだろ

●日本半導体業界はそんな受け止め方で良いのか？

日経新聞（2014.10.21）によれば、日本国内では
IBMが半導体工場をGFへ譲渡し、サーバー半導体を
生産委託するニュースを、IDMからファブレス・ファンド
リー分離への移行という半導体業界の大きな流れに沿

った動きと捉えられており、今後さらに、水平分業が増

える可能性があるとしている。

しかし、本稿著者は、日本の半導体業界にはびこるこ
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のような考え方に以前より違和感をもち、「『ファブレス・

ファンドリーに水平分業すれば成功する』と考えるのは

早計だ」と主張してきた6,7)。つまり、ファブレス・ファンド
リー水平分業と言うのは、TSMC発足時の、20年以上
前の原始的なビジネスモデルであって、いまは、先進半

導体設計・製造にとってはIDMこそが、複雑な設計と製
造技術のすり合わせができる理想な形態であって、

TSMCのようなファンドリーとして成功する先進ファンドリ
ーは“仮想IDM”としての新たなビジネスモデルを構築
している。しかるに、IBMはもはやスケールメリットを享
受できぬ製造を下請けにゆだねただけであって、半導

体基礎研究も先端プロセス開発も放棄してはいない。

むしろ今まで以上に注力する。IBM/GFは、一体となっ
て、基礎研究・微細化プロセス開発・回路設計から半導

体製造に至る“仮想IDM”を構築すると見ることもできよ
う。

日本の多くの半導体メーカーが移行しつつある、単な

る製造委託の水平分業とは似て非なるものである。先端

プロセス開発に3000億円も投資して強化し、その技術
を使ってGFに自社独自の半導体デバイスを製造委託
する、その1点を採っただけでも大違いであろう。 
ファブレスは卓越した製品企画・設計力、グローバル

なマーケッティング力なくして生き残れないだろう。ライ

ンに空きができたからとの理由でノウハウもなくファンドリ

ーをはじめても成功はおぼつかない。

●1800億円受け取ったＧＦにまさかの身売り話

IBM/GF買収劇の後日談だが、IBMからスケールメリ
ットのない赤字事業をひきついだGFは、15億ドルもらっ
ても割に合わなかったようで、その後苦戦している。

2015年半ばには早期中途退職者を募集しはじめ、身
売りの噂まで立つ始末だ。GFのオーナーであるアラブ
首長国連邦アブダビ首長国傘下の投資ファンドが売却

先を探しているらしいと欧米メディアは伝えている。背後

には、原油価格の暴落によるアブダビ政府の財政難と

いう面もあるだろう。将来、アブダビに先端半導体工場

を建設すると言う長期国家計画5)は霧散してしまうのだ
ろうか。

GFの買収候補としては、先端14nmプロセス技術を
供与して、GFのFab８(ニューヨーク州)を韓国器興（キフ
ン）、華城（ファソン）、米国オ―スチンに次ぐ第４のシス

テムLSIファブ化しているSamsungや、中国を世界有
数の半導体大国にしようという中国政府の意向を汲む

国営投資ファンドの名前が見え隠れしている。

●いよいよ日本にも押し寄せてくるM&Aの津波

昨年、日本では、ソニーが東芝大分工場内のイメー

ジセンサー用ラインをわずか190億円で購入したことが
大きなニュースとなり、一部の新聞では１面トップ記事と

して伝えられたが、欧米で吹き荒れる数兆円規模の

M&Aに比べれば、桁違いな少額であり、グローバルに
は波風も立たない。しかし、今年は日本にも国際的な

M&Aが津波のように押し寄せてくる可能性が高い２）。
特に、不正会計問題で揺れ財務体質が悪化している東

芝半導体＆ストレージ社や筆頭株主（産業革新機構）

のロックアップが解除されたルネサスエレクトロニクス社

が狙われそうだ。

主導権がはっきりしている欧米流の買収ではなく、主

導権がどこにあるのか不明確な対等合併による“オール

ジャパン”という弱者連合ではもはや生き残れまい。リス

トラに終始し、選択と集中と称してポートフォリオを貧弱

にしていては、ソリューション・ビジネスで勝ち目はない。

「未だ負けてはいない」と叫んで竹やりで応戦する前に、

冷静に世界情勢やメガトレンドを分析し、来るべき本格

的IoT/IoE時代を見据えた生き残り戦略を練りなおす必
要があろう。
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＜モデレータとパネリストによるコメント＞

（泉谷氏）

IoTを超える CPS という新概念が世界を変える！！ 
～モバイル、自動車、ロボットなどに一大インパクト～

日本のデバイス産業が何処に向かっていくかを検証す

るにあたり、過去を振り返って、日本の強さや弱さを討論

していきたい。いつも述べていることですが、世界人口 72
億人の中で、電気が通っている環境で生活している人は、

50 億人。その中で電子機器を買える人は、約 25 億人し
かいません。さらに ITをベースに考える限り、半導体産業
が永遠に伸びるという話は、違うのではないでしょうか。

パソコン出荷は4億台で横ばい、タブレットも2億台いく
かどうかというところで、もうマイナス成長の話が出ていま

す。スマホは 13 億台で今後も成長すると言われますが、
来年はほぼ横ばい状態になるのが正しい予測だろうと思

います。IT の終焉とは言いませんが、飽和状態に入った
と考え、この横ばい市場にいつまでも投資するという方向

を変えねばならない時期だと言えます。世界はすっかり変

わってしまうと考えるべきです。

ところで世界の半導体産業は 36 兆円、一般電子部品
が25兆円、ディスプレイが15兆円です。各産業での日本
シェアは、半導体が 8～9%で 3 兆円、液晶は 6~7%であ
るのに対して、一般電子部品産業は 40%で半導体産業
の 3 倍の 9 兆円に達しています。一般電子部品の各企業
は、過去最高の売上げと収益を上げています。では何が

半導体産業と違うのかと言えば、IT に依存していないとい
うことです。そしてこれが IoT になればなるほど、センサが
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重要であり、センサやコンデンサ部品、半導体を搭載した

モジュールビジネスになっていきます。確かにファブレス

ビジネスは、IT ベースの上で大きくなっていきましたが、
これからの IoTでは、モジュール化に方向を変える動きが
でており、既に中国のEMS企業は、徐々にモジュールビ
ジネスに方向を変えています。

スマホについてもう少し話すと、アップル iPhone の圧
勝でサムスンの GALAXY は苦戦しています。しかしサム
スンは、アップルにプロセッサとメモリを供給しています。

またサムスンが 1年間に購入する日本製の一般電子部品
の購入額は、1兆6千億円であり、日本企業との関係は切
ってもきれないものになっているのです。

一方、中国のファンドリーへの投資の動きは、活発で

DRAM については、中国独自で自国内に工場を建設す

るとの話もあり、中国の動向に注意すべきです。

今年の半導体の設備投資に話を移すと、当初見込み

から 5～7%下がること、そして来年は上がるという予想も、
実際は飽和してくるというのが正しいようです。そんな中で

過去最高の設備投資を計画しているのが、一般電子部品

の企業上位 3社であり、そして狙う市場は車載です。パワ
ー半導体はもちろんですが、各社が強気である背景には、

自動車向けの切り札となるセンサを持っているからであり、

そのセンサとマイコン、メモリをモジュールとして載せ、自

動車のエンジン制御部を制したいという思いがあります。

自動車向け部品を製造する企業が、半導体を買うとい

うことから自社で製造する動きが強まっており、これも全て

モジュールが仕切るという流れです。

題目 『日本再興戦略をけん引する半導体！ 

～ロボット・センサーで世界制覇

第５回 SSIS フォーラム パネルディスカッション 

FORUM 
SSIS
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さて最後に CPS（サイバーフィジカルシステムズ）社会
について話します。安倍政権の新しい産業戦略の中心に

なるのが、CPS 社会だということです。これは IoT が半分
で、センサ to センサの技術が半分を占めており、インタ
ーネットを全く使わないで、センサ同士によるコミュニケー

ションを行うものです。情報をクラウドにデータとして上げ

るかどうか、センサ同士でデータの転送を瞬時に判断す

る自己診断機能を持ったチップも必要になります。この分

野で一番進んでいるのは IBMであり、残念ながら日本勢
は大きく遅れています。

それでもセンサで戦う、勝負する日本の姿として、セン

サをベースにしたロボット開発があります。2020 年までに
「ロボット大国ニッポン」を目指すというのが新成長戦略で

す。それを裏付けるように、日本のロボット産業の世界シェ

アはナンバーワンで、既に 60%に達しているのです。そ
の内53%は国内での製造であり、これが行える背景として、
日本にはケミカル、物理、機械工学、メカニック、バイオ、

半導体、一般電子部品、システム、鉄鋼、非鉄金属、メデ

ィカルと 20 以上もの分野で、超一流の技術を持っている
ことが上げられます。

（橋本氏）

日本半導体の再挑戦

半導体産業人協会の立場で、これまでの歴史を振り返

り、これからどうするのかについて話します。

1985 年、日本の半導体産業に対して、米国 SIA は、
米通商代表部に日本製 DRAM をダンピング違反で提訴
しました。これにより日米半導体協定が生まれ、メモリの価

格コントロールや、日本が米国製半導体の 20%購入が課
せられました。これに付随した大きな動きとして、インテル

はメモリから撤退し、リソースのすべてをマイコンに集中さ

せ、同時に競合する NEC のマイコンを提訴したのでした。
この提訴に NEC は勝利しましたが、マイコンの売上げで
は、インテルに大きく水をあけられる結果となったのです。

こうした経緯を経て、1993 年に米国は再び半導体でトッ
プの座を取り戻しました。

その後の日本の歴史として、1994 年に SIRIJ（半導体
産業研究所）設立、1995年には STARC設立で LSI設
計手法の開発、さらに 1996 年には Selete を設立し、
300mm ラインでの最先端プロセス開発を進めてきました。

そして 1999年には、国内メモリ企業（日立、三菱、NEC）
の連合という形でエルピーダメモリを設立し、さらにシステ

ム LSI 開発に着目した ASPLA を 2002 年に設立して
90nmの試作～量産技術を開発を進めました。
その 4年後の 2006年には先端プロセスファンドリー企
画を設立しましたが、各社の 90nmプロセスを調整できず、
またしっかりした事業計画を作れず、結局日本にファンド

リー企業はできませんでした。

このような歴史を振り返って、さてこれからどうするのか

ということですが、先程の泉谷氏の話にも CPS社会という
話がありました。先ずは強固な国家戦略が必要だというこ

とです。また部分最適でなく、全体最適ということで、各社

のプロセスを持ち寄るという出身母体に囚われた活動で

はなく、全体を見て先端プロセスを開発していく考え方が

必要でした。次にこれからの IoTに向けて、アプリケーショ
ンも検討していくことで、センサによる自動車やロボットの

市場への絞り込みを行い、2年先を予見するマーケティン
グ力を強化し、グローバル化も進める必要があります。一

方で日本の人事評価は減点によるマイナス法であり、

「×」を怖がって挑戦しなくなってしまいました。米国では、

「×」は勲章であり、このような人事制度の改善も考えるべ

きです。
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最後に、まとめとして半導体なくして、国の将来はない

と思います。半導体は国の経済の基盤であり、過去の失

敗に学び、産・官・学の総力を結集して、再度挑戦してい

きましょう。

（伊藤氏）

日本半導体の挑戦～成功と失敗の上にあるもの～

冷静に振り返って、成功があったということをもう一度見

直し、そして成功したのになんで失敗したのかということに

ついて話したいと思います。まず日本は、半導体の立ち

上げ期の 1960 年～1980 年という 20 年間、非常に大き
な成功を収めました。そこには、ソニーの TR-55に代表さ
れる半導体と商品が強力なタッグを組んだ姿があり、その

相乗作用による付加価値の創生という大きな成果を生ん

だのです。このトランジスタラジオの成功に始まり、電卓、

時計、テレビ、VTR と日本は世界の民生市場を席巻して
きました。その当時の市場規模はまだ小さいものでしたが、

民生エレクトロニクスとともに日本の半導体の世界に対す

る影響力は大きなものでした。正に大成功を収め、半導

体が大きく成長し、世界のリーダーシップをとってきまし

た。

さて 1977年にApple-Ⅱ、1981年には IBM PCという
流れで、1980 年からディジタル化第一波が起こりました。
この時期は、メインフレームからワークステーション、そし

てパソコンの動きが本格化し、プロセスやデバイスの技術

で他の追随を許さない優位性を確保できた日本の半導体

は、メモリを中心に 2度目の大成功を収めました。 
1990 年代になると、ディジタル化第二波として、パソコ
ンが市場を牽引する時代に入り、日本はその波に乗って、

世界市場の 50%以上のシェアを取るにいたったのですが、
その後この状況を日本は維持継続できなくなったのです。

それは何故だったのかと考えたとき、装置、材料を中心に

日本が優位性を確立してきた技術がいわば世界にインフ

ラ化され、競争要因が投資や事業の戦略性にシフトし、こ

の大きな転換に十分対応できなかったという大きな反省

があります。

2000年に入ると、ディジタル化第三波として、無線通信、
インターネット、メディア融合端末の時代に入り、日本はエ

レクトロニクス全体として市場から置き去りとなり、その中で

日本の半導体は、マーケッティング力の不足、グローバル

化の遅れにより凋落が一気に進んでしまったのです。

こういう話から日本の半導体の再挑戦として言いたいこ

とは、グローバルな大きな波の中で、日本の強みが何で

あるかの再定義とその先鋭化、それを最大限に生かした

システムとしての一般電子部品と半導体との強力なタッグ

による商品で世界をリードする新規市場を創造していくこ

とです。いわば 60年代、70年代の成功の再現と言っても
良く、これは決して不可能ではないと思って進めていく必

要があります。このようなシナリオの元、IoT の大きな流れ
の中で我々協会は企業を支援していきたいと思います。

（馬場氏）

半導体業界のターニングポイント

長年に渡って、日系企業や北米、ドイツ、台湾、韓国の

各企業で働いてきた経験から、成功と失敗の本質の間に

は何かターニングポイントがあったのではないか？という

視点で話します。

世界の半導体市場は 21 世紀初頭に、ある意味で大き
なパラダイムシフトが起きていたのではないかと思います。

その中で日本企業は繁栄と衰退を経験したと考えていま

す。この 2000年代のディジタル情報化の波において、世
界の七つの壁が崩壊したと言われています。それは、「時

間」、「距離」、「国境」、「会社／系列」、「組織」、「階層」、

「人脈」の壁であり、世界はフラットになったのです。そん

な中でグローバルでの競争原理に変化が現れました。そ
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れはグローバルなスタンダードという大きな波であり、業界

の再編成が行われました。そして差別化された新たなビ

ジネスモデルによる競争となったのです。

このような変化は従来からの延長線のそれではなく、競

争ルールやビジネスルールは突然変異のように出現しま

した。この新たに生まれたビジネスモデルは、従来のコン

セプトとは全く異なっていたのです。片時も安心できない

時代になったということです。こうした中で過去に振り返っ

てみると、1770 年代の第一次産業革命に始まり、その後
第二次革命での蒸気機関車や鉄道の発達を経て、第三

次では電気、鉄鋼、重工業、そして第四次が石油、自動

車、量産技術、そして現在の第五次産業革命は、情報通

信技術が発達しています。

かつてパソコンメーカーは 100 社あり、半導体も同じよ
うなものを製造する会社が何 10社も存在しました。そんな
中で、2000 年初頭に第五次技術革新に変換期が到来し、
かつ ITバブルの崩壊が起こりました。このような流れの中
で、グローバルスタンダード化により、システム製品をグロ

ーバル化し、どの企業も何処の国でも売れる時代というこ

とになったのです。それと同時に水平分業型によるファン

ドリーとファブレスが台頭しました。当然、日本の半導体企

業は垂直統合型であり、この水平分業型を甘く見ていた

のではないかと思います。事実、この水平分業型のビジ

ネスモデルを創出したファンドリー最大手は、2000 年代
初頭には最先端プロセスの開発で業界標準ロードマップ

である ITRSで IBM を追い抜き、業界を先導するものに
なっていったのです。海外の半導体企業は、このような変

化を素早く捉えて、自社の強みによる選択と集中を進め、

デパート型ではない、専業化を進めていきました。それと

日本はハード作りが強みでしたが、システムや全体のネッ

トワークの中でのコンテンツ作り、OS 作りに少し後れを取
ってしまい、海外企業の先導を許してしまいました。

また日本企業の宿命ですが、やはり社内を重視する考

え方がありました。いきなり海外でのビジネスというのでは

なく、社内、それから国内でうまくいったら、海外展開とい

うものです。その間に海外企業は世界を席巻したというこ

ともあったと言えます。ASPLA 設立や日の丸ファンドリー
については、各社 90nm プロセス技術を持ち寄ったが、

既に出来あがった技術でビジネスを考える段階に入って

おり、各社間での調整がうまくいかなかったのも、当然の

結果だったように思います。もし60nmプロセスだったらど
うだっただろうと考えてしまいます。

最後に、市場の変化に対し、日本企業は体力がなくな

った時点で手を打っていますが、海外は勢いのある段階

で改革を進めていくという事業戦略の違いと経営判断スピ

ードの違いを指摘したい。

＜討議＞

（泉谷氏）

ソニーがデバイスとセットの融合を実現してきた経緯と、

CMOS イメージセンサで外販ビジネスを行ってきた点に
ついて、元ソニーの服部氏にお聞きしたい。

（服部氏）

デバイスとセットの融合はソニー創業以来の伝統です。

ソニーは 1955 年に日本で初めてトランジスタラジオを発
売しましたが、それ以来、今日に至るまでアプリが明確な

半導体開発を行っています。当初は、セット部門に納期

通りに必要数を納品することが重要で、利益はセットから

得ればよいという考えが支配的でした。しかし、巨額化す

る設備投資回収のため、1980 年代本格的な外販をはじ
めるにあたり、この考えを改め、歩留まり向上につとめまし

た。DRAM 参入をあきらめ、世界最高速で最高品質の

SRAM を開発し、IBMに納入するという時代もありました。
しかし、2007年、トップ判断で先端半導体製造から撤退し
ましたが、その際、社内顧客のビデオカメラ部門が反対し

てくれたおかげで、CMOS イメージセンサ（以下、CIS と
略す）製造は残りました。ここに一点集中し、リスクを取っ

て取り組んだ裏面照射や TSV 積層などの先進技術の実
用化に次々成功しました。この差異化で外部の有力顧客

を獲得でき、中国市場や車載分野へも参入しつつありま

す。今やポジティブ・スパイラル状態となり、20年先まで見
据えたビジネス計画を描いています。この話の詳細は「マ

イナビニュース」（http://urx3.nu/qjpk）に掲載しましたの
で、ぜひご一読下さい。

（泉谷氏）

ソニーのCISの製造は、ウェハ枚数で 300万枚に匹敵
する計画を組んでいるということになり、それはサムスンや

インテルを凌ぐ勢いです。

ではここで伊藤氏に日立におけるセットと半導体の関

係についてお話し頂きたいと思います。

（伊藤氏）

あの当時は、セット（お客様）と半導体部門が一個一個

の製品開発に命がけで取り組んでいました。そこでエンジ

ニア同士のコンタクトはもちろんですが、それぞれのトップ
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同士ががっちり手を組んで、絶対成功させるという思いで

いました。この関係が強い競争力を生んでいたと思いま

す。

（泉谷氏）

牧本氏にも、当時を思い出してご意見を頂きたいと思

います。

（牧本氏）

日本で最初にLSI化を手掛けたのはシャープでしたが、
日立でも全社を上げて特別な研究体制（「特研」体制）の

もと、電卓向け LSI の開発に集中して取り組んだことがあ
りました。その後にテレビの半導体化で、スイッチを入れ

たら、すぐ画を表示するオールソリッドステートテレビ“ポン

パ”の開発を進めました。さらにビデオへと受け継がれて

いきました。そこにはいつもセットメーカーの幹部との関係

が重要でした。

話は変わりますが、本日の講演はどれも面白い話で良

かったです。自身、1950 年代から半導体開発を行ってき
て思うことは、ずっと勝ち続けたり、負けてばかりではなく、

市場の構造の変化に対応して変わっていきます。水平分

業になり、携帯やスマホで惨敗した日本ですが、それはグ

ローバル化への対応の遅れであり、次の変化をきちんと

捉えられなかったということです。今後の変化とは、広義

のロボティクスが市場を牽引していく中で、さらに高度な

低消費電力の技術がこのロボット開発には重要で、この

流れをうまく掴むべきです。

（泉谷氏）

橋本氏は NEC のご出身として、まずメモリの最先端ラ
インを立上げ、その原価償却を繰り返し、次は ASIC、さら
に MCU という流れで利益を上げてきたことをお話し下さ
い。

（橋本氏）

工場の話として、NECは C&C というコンセプトのもと、
グローバルな面で、システム LSI に注力した半導体ビジ
ネスを行っていったが、その動きが続かなかったのです。

メモリで償却したら、その後 ASIC、さらにマイコンでライン
を使用することで製造プロセスを 3度使いしてきました。し
かし、メモリーから撤退したことが、このサイクルを回せな

いものにしてしまったと思います。

（泉谷氏）

海外企業を経験されてきた馬場氏にお願いします。

（馬場氏）

サムスンは、マーケティングとして韓国国内だけを見ず、

最初からグローバル市場という考え方がありました。

TSMC でも、社員がいろいろな国籍で、会社自体が元々
グローバルな組織だったと思います。

（泉谷氏）

様々な半導体に関するプロジェクトの投資に対して、成

果が出てこなかった点について、柏木氏にご意見を頂き

たいと思います。

（柏木氏）

確かに、プロジェクトの成果を問われると、投資に対す

る結果が見えてこなかった原因の分析ができていないと

言えます。

（泉谷氏）

最後に、各パネリストから一言づつお願いします。

（服部氏）

日本の弱者同士で組んでどうする？という思いです。も

っとグローバルな観点でマーケティングに取り組むべきで

す。設計力もさることながら卓越した製品企画力がなけれ

ば生き残れません。客先に御用聞きに行くのではなく、提

案型で望み、もっとグローバルで成功している海外企業

の戦略を勉強すべきです。

（橋本氏）

一番大切なのは、マーケティングであり、いつまでに

何をやるかを明確にし、総力をあげてやっていくべきで

す。それを実行する知恵や能力は、日本にあるはずで

す。

（伊藤氏）

復活の条件は、いろんな意味で何をマーケティングす

るのか、フォーカスして進めることです。この戦略の絞り

込みは進められていると感じます。グローバル化につい

てもまずマーケットフォーカスの鮮明化がベースとなるべ

きです。

（馬場氏）

日本の再興には、１）ビジネスモデルの差別化、２）グ

ローバル化、３）経営判断のスピードアップ が重要です。

世界のグローバル企業のトップは、彼方此方に足跡を残

すと共に、情報チャンネルを作り、トップ自らがマーケティ

ングを率先して行っています。

（泉谷氏）

皆さん、本日はお疲れ様でした。

以上
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１．はじめに

高齢化の急速な進行、新興国の経済成長に伴う生

活習慣病の拡大など、グローバルで健康に対する関心

やニーズが高まっていることに加え、IoT社会の到来に

よりヘルスケア分野でも革新的な機器、サービスが創出

され始めている。

我々は新たな生体計測方法を実現するセンサ開発と

環境情報を取得して、生体計測と相関付けるための環

境計測のセンサ開発を通した、モバイルヘルスケア、ネ

ットヘルスケアになどへの取組みについてご紹介する。

２．生体計測方法のヘルスケア機器

我々は、血圧計をはじめとするヘルスケア商品の開

発によって、健康な人は、健康維持と疾病予防に、病気

にかかってしまったら、少しでもその症状が進行しない

ように、さまざまな革新的な商品・サービスをつくり続け

てきた。

生体計測を行うヘルスケア機器は様々あるが、例え

ば血圧計について言えば、過去、血圧は医療機関で測

定するのがあたりまえのものであった。しかし、今日では

手軽に操作でき、高精度で安価な血圧計が登場し、血

圧計が一般家庭に普及してきている。

さらに手軽に、どこでも計測できるように、我々は、手

首や指で計測できるMEMS圧力センサ素子を使用した

小型化を進めてきた。

図１．MEMS圧力センサ素子と血圧計・活動量計 

MEMSとは、Micro Electro Mechanical Systems 

の略で、シリコンウエハを微細加工したもので、人の動き、

物体の動き、気流の動き、所在位置管理などが検出で

きるモーション＆センシングデバイスであり、応用分野は

拡大しており、新しい価値、新しい市場創造へのキーテ

クノロジーである。

現在、MEMS市場は、自動車、家電・モバイル機器、

ヘルスケア・医療、環境・省エネ機器と多岐に渡り、年

率11％の成長市場となっている。

今後はIoT／クラウドコンピューティングを支えるネット

ワークセンシングへとさらに拡大していく。

我々のMEMS素子は、PC、タブレット、スマートフォ

ンのマイクとして使用されているアコースティックセンサ

素子、非接触で温度を計測や人体検知の赤外線セン

サ素子、地震や構造物のヘルスモニタリングとして使用

される加速度センサ素子、血圧計・活動量計として使用

される圧力センサ素子、流量計・風速計として使用され

るフローセンサ素子などがある（図２）。

図２．オムロンのMEMS 

生体計測機器の次の課題は常時計測である。血圧

計で言えば、早朝高血圧、夜間高血圧、ストレス下高血

圧、白衣高血圧、慢性高血圧など現在ではまだまだ見

れていないものが多い。この課題解決のために、24時

間常時計測を目指している。そのためには、装着式の

SSIS-NEDIA関西シンポジウム 

生体計測方法のヘルスケア機器とモバイルへルスケアへの展開 

オムロン株式会社 事業開発本部
マイクロデバイス事業推進部 技術開発部 開発２課 黒瀬 泉 
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計測方法が必要となる。実現方法としては、装着時に違

和感が無いように、MEMS圧力センサを用いた小型化

に加えて、装着するためにフレキシビリティがあり、薄い

材料が必要となる。ここで、MEMS圧力センサ素子は

薄膜の構造体であるため、外部応力をMEMS圧力セン

サ素子に伝え無いようにするための実装技術とのすり合

わせも重要になってくる。

その他、MEMS圧力センサ素子は圧力という物理量

を検出するだけのものであるため、血圧値として出力す

るためには、MEMS圧力センサ素子の他、信号処理部

分などの小型化も必要である。

我々は、MEMS圧力センサ素子、A/D変換器、デジ

タル回路部、アナログ回路部、不揮発性メモリを集積し

たモノシリックチップの開発も行っている。

さらに、計測結果をモバイルヘルスケア、ネットヘルス

ケアとして、ゲートウェイ機器やクラウドにつなげるために

は、ワイヤレス化が必要である。そのためには、無線 IC

の搭載とバッテリー駆動のための低消費電力化が必要と

なる。消費電力を極力抑えるために各デバイスを駆動さ

せる独自のソフトウェアアルゴリズムの開発も行ってい

る。また、電池レスで電源供給可能な環境発電技術の

適応も期待される。当社においても環境振動による振動

エネルギーから発電するエレクトレット振動発電デバイス

を開発中である。

３．生体情報と環境情報

生体情報と体調変化に影響を及ぼす、気温・湿度・

気圧・照度・騒音・ニオイなどの環境（状態）パラメータと

の相関に着目している。

社会課題のひとつの事例として、高齢化の急速な進

行があるが、現在、世界で65歳以上の人口は約6億人

であり、2050年には15億人に達するとの予測がある。 

その中で、例えば熱中症に着目してみると、日本に

おいては、2014年夏、熱中症で病院に搬送された人は

5万人であり、そのうち、1,000人の方が亡くなられてい

るが、70％が65歳以上の高齢者であったというデータ

がある。今後、高齢者の人口増加により、熱中症患者や

死者もさらに増加することが予測される。熱中症の原因

は様々あるが、原因のひとつには、エアコンは設置され

ているが使用していなかったという状況がある。高齢に

なるに従って、温度を感じにくくなるということが言われ

ている。

環境情報の提供は、このような場面での気づきを与え

られる他、体調変化が起きる原因のひとつとなる環境状

態を相関付けることで、さらなる予防につながる。

社会課題のまたひとつの事例として、生活習慣病も

大きな問題である。今日では、新興国の経済発展に伴

い、糖尿病患者は現在の約4億人から2035年には約6

億人に達するとみられている。

糖尿病は、運動不足や寝不足に関係していると言わ

れる。運動不足については活動量計により生体情報を

取得し、寝不足については睡眠計・ねむり時間計で状

態把握ができる。さらに、環境情報を取得することで、睡

眠時に快眠ゾーンの温度設定にすることで、寝不足の

気付きや予防につながる。

４．環境情報取得のセンサ

我々が保有する各種MEMSセンサを活用し、かつ、

IoTを視野に入れた大規模展開性が可能な環境パラメ

ータを取得する環境複合センサを開発している（図３）。

環境複合センサは、温度、湿度、気圧、気流、照度、

音、加速度などを取得し、これらの物理量をそのまま出

力することもできるが、各種データを組み合せて、快適

指数、体感温度、熱中症危険指数、天候予測といった

価値ある情報に変えても出力する。

図３．環境複合センサ

例えば、居住空間の各所に設置した場合、リビング

（ダイニング）、寝室では熱中症警告からエアコン推奨

設定を出力したり、不快指数通知から換気推奨の通知、

脱衣所ではヒートショック警告などのアラート出力など、

まずは利用者個人への気付きと自律的な改善促進を促

す。

さらに、ゲートウェイ機器を介してヘルスクラウドとして

機能させる場合、活動・生体計測で得られた情報と環境

複合センサで得られた情報、さらには、医療機関の診断

記録や遺伝子情報とのデータフュージョンにより、利用
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者個人にとっての正確な診断や早期異常発見の他、近

親者遠隔身モニタリングで見守る人への安心感を提供

できるようになる。

図４．環境複合センサの居住空間での使用例

環境複合センサは、IoT を視野に入れた大規模展開

性の面で、次に示す観点での開発をおこなっている。

（１） 自律的動作

センサ同士が繋がり合い、組織化されたセンシングシ

ステムを構成するには、従来型の組込みセンサモジュー

ルと異なり、電源・制御・通信の 3 要素を一体化し、セン

シングした物理量から、価値ある情報を効率よく取り出

すことが重要である。すなわち、センシングデータを加工

し、自律的に判断する機能を複合センサモジュールに

備える事により、センサ利用者の意思決定の支援や上

位のシステムとの親和性向上に寄与する。

（２）設置自由度の高さと大規模な展開性

 環境情報をはじめとするセンシングデータは、「ヒト」や

「モノ」の様々な状態や動きをより深く捉えるため、複数

種の物理量を同一空間上で同時にセンシングすること

が望ましい。また、単一点のみの情報から、それらが多

点に広がることにより面の情報分布を形成し、大規模デ

ータとしての価値を増大させる。従って多くの場合、セン

サモジュールは可能な限り小型であること、また配線レス

でのシステム構築のため無線通信機能を持つことが設

置上の制約を低減し、ユーザから見た使い勝手の向上

を図る手段として望まれている。

開発中のプロトタイプ（図５）の外形は 30mm×30mm

であるが、まだ、MEMS素子使用による小型化を活かし

きれていない。今後は、高密度実装やマルチチップモジ

ュール化、チップインテグレーションなど、実装開発によ

り数年後には 5mm×5mmを目指したい。 

図５．環境複合センサの外観と構造

（３）低いメンテナンスコスト

配線レスシステムにおいて、主な運用上の課題となる

のが電源である。電池交換の必要性を最低限に抑える

ため、低消費電力化は自律型のセンサにおいて極めて

重要な要素である。

環境複合センサ内のサブシステムを低消費電力化す

るためには、各デバイスの動作を制限し、動作不要の場

合にスリープモードと呼ばれる低消費電流で駆動可能

なモードにする事で実現可能である。

センサデバイスにおいては、例えば加速度センサ等

は動作中の分解能を粗くする事や、測定周波数を小さく

する事により、低消費電力駆動の動作が実現できる。一

方で消費電力が高いセンサは、センサの電源供給部に

DC-DC IC を接続し、測定時以外はセンサへの電源供

給を停止する事により、消費電流の削減を目指した。

複合センサモジュールは複数の異なるセンサデバイ

スを内蔵していることから、従来上位機器の介在無しで

は困難であった複雑な動作パターンについても、内蔵し

ている複数のセンサ間の相互関係を利用するセンサフ

ュージョン型の自律動作制御により実現可能である。

例えば、気圧が急激に変化した際は、温度湿度の変

化が大きくなるため、温湿度測定の間隔を短くし、より細

かい間隔でデータ取得を行う．また、加速度センサの振

動が大きい場合は、移動中の状態であるので、環境系

パラメータのデータ取得は行わないといった制御も可能

である。

      センサフュージョンによる自律動作は、必要な場合にの

みセンシングし、不要な場合はセンシングを実施しな
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いという、センサが自ら状況を判断し自律的な動作を行

う高度なアルゴリズムであり、様々なアプリケーションに

合わせて、さらなる低電力動作が可能となる。

以上のような独自の低消費電力アルゴリズムを実装す

ることにより、IoT における大規模展開を可能とするだけ

の低消費電力技術を内蔵した複合センシングモジュー

ルの実現が可能となった。

設置距離が離れる場合も間に中継器を配することによ

り、通信距離の延長が可能であり、一台の中継器を複数

のノードから利用できる構成とした。また、これにより最小

限の機器数でより広い範囲のシステム展開が可能であ

り、かつ、本センサモジュールには複数のセンサデバイ

スを搭載し一括でデータ送信が可能であることから、従

来型の単機能センサを多数配置するよりも機器構成が

簡素化し、ノード間の通信衝突等が発生するリスクも低

減する。

コンセントレータ（親機）に集約されたデータは、インタ

ーネット上のクラウドサーバにアップロードし、スマートフ

ォン等のwebインターフェースにてデータ閲覧を行うこと

が可能となる。

５．まとめ

IoTの拡大により、今日では約180億個のデバイスが

インターネットに接続しており、2020年には500億台に

達すると言われており、先進国だけでなく、新興国での

拡大も予測されている。

その中で、モバイルヘルスケアに関しても、モーション

検知を軸とした活動量計サービスが展開されており、ま

た、IoTを実現するセンサモジュールが急速に加速して

いる。

センサデバイスからの計測データはゲートウェイから

広域・コアネットワーク、M2Mサービスプラットフォーム

で形成されるインフラストラクチャを通じて、行政、医療、

交通、防災、環境、健康、製造、農業、教育、小売など

で予測・予防・行動支援・アドバイスといったM2Mアプリ

ケーションにもつながる。さらに、SNS・パーソナルクラウ

ドと組合せ様々な新サービス、バリューチェーンが出現

すると予測する。

我々は、ヘルスケアにおいて、さらなる小型化や新た

な計測手法の実現と、ウェアラブル化によって意識する

ことなく日常的なデータ取得ができる各種生体計測機

器の開発と、体調変化にも影響を及ぼす環境情報取得

ができる環境複合センサの開発により、クラウドを活用し

た遠隔治療や見守りシステムの発展に貢献していく。
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半導体用フォトマスク 

製糖用フィルター メサ型トランジスタ製造用マスク

半導体関連製品 

ディスプレイ関連製品 

当社は 1900 年の創立以来、証券印刷、商業印刷、

出版印刷、パッケージ関連、エレクトロニクス関連など、

幅広い分野に事業を展開しています。

エレクトロニクス分野への進出は、1959 年に証券製

版技術を応用し製糖用のメタルプレートフィルターを完

成させ、メサ型トランジスタ製造用マスクを開発し、フォト

エッチング製品を手掛けたことに始まります。

現在のトッパンのエレクトロニクス事業は、大きく「ディ

スプレイ関連」と、「半導体関連」の２つから成り立ってい

ます。

ディスプレイ関連では、液晶ディスプレイをカラー化

するための「カラーフィルタ」を中心に、ディスプレイの反

射を抑える「反射防止フィルム」、有機 EL ディスプレイ

の画素を形成するための「超高精細メタルマスク」、高感

度が特徴の「銅タッチパネル」などを開発・製造していま

す。

半導体関連では、「半導体用フォトマスク」のほか、さ

まざまな用途向けの「大型フォトマスク」や、アパーチャ

ーに使用される「ステンシルマスク」、「ナノインプリントモ

ールド」などのマスクビジネスを中心に、「LSI 受託設

計」や「LSI ターンキー」などの設計ビジネスを展開して

います。

このほか、半導体パッケージ部材として「リードフレー

ム」や「FC-BGA サブストレート」、イメージセンサをカラ

ー化するための「オンチップカラーフィルタ（カラーフィル

タアレイ）」や、フォトリソ技術を駆使した各種「エッチング

部材」をお客さまに提供しています。

半導体用フォトマスクにおい

ては、日本、北米（アメリカ）、欧

州（ドイツ、フランス）、アジア

（韓国、台湾、中国）に9か所の

製造拠点を持ち、それぞれの

地域のお客さまのニーズに合

わせた生産・販売体制を構築し

ています。

事業戦略本部長 二ノ宮照雄 

凸版印刷株式会社  エレクトロニクス事業本部 

トッパンの事業分野
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ステンシルマスク ナノインプリントモールド

10nm ノード光マスク EUV マスク 

先端 ArF マスクでは、既に 14nm 世代の量産を開

始、10nm 以細の実用化に向け研究・開発を進めるとと

もに、次世代リ

ソグ ラフ ィの

EUV マスクの

開発にも取り

組 ん で い ま

す。

また、産業用、研究開発用、LCD用などさまざまな分

野で使用される「大型フォトマスク」、ナノスケールの貫

通開口を加工した電子ビームリソグラフィ用の「シリコン

ステンシルマスク」や、「ナノインプリントモールド」などの

生産も行っています。

LSI 受託設計サービスは、1972 年に IC レイアウトの

設計を開始して以来、40 余年にわたりお客さまにサー

ビスを提供しています。アナログ、メモリ、LCD、LED ド

ライバ、マイコンロジックなど幅広い分野の開発実績を

持ち、特に RF、アナログ・ミックスドシグナル開発では、

電源回路、増幅回路、高周波 LSI、システム LSI のデ

ジタル混載マクロなど豊富

な技術と実績を持っていま

す。LSI の試作はもちろ

ん、デザインから量産まで

ワンストップで LSI を提供

するターンキーサービスに

も注力しています。

半導体パッケージサブストレート事業においては、

1970 年に滋賀工場を建設しリードフレームの量産を開

始、現在では熊本

工場にて生産を行

っています。また、

本年には LSIの高

集積化に対応する

ため、新潟工場内

に FC-BGAの新ラ

インを増設し、早期

稼働を目指してい

ます。

オンチップカラーフィルタは、

CCD や CMOS イメージセンサ、

LCOSなどの画像入出力デバイスを

カラー化するためのカラーフィルタ

で、シリコンウエハに形成されたフォ

トダイオードひとつひとつの上に、カ

ラーフィルタアレイとマイクロレンズアレイを形成します。

200mm と 300mm ウエハに対応しています。

会社概要（2015年 3月末現在） 

社 名 凸版印刷株式会社

所在地 東京都千代田区神田和泉町 1番地 
創 業 明治 33年（1900年） 
代表者 代表取締役社長 金子眞吾

資本金 104,986百万円 
売上高 連結 1,526,914百万円 
従業員数 連結 48,999名 
URL http://www.toppan.co.jp/

エレクトロニクス事業本部概要

所在地 東京都台東区台東 1丁目 5番 1号 
TEL 03-3835-6200（大代表）
URL http://www.toppan.co.jp/electronics/
営業所 名古屋／京都／福岡

関係会社（国内）

(株)トッパンエレクトロニクスプロダクツ 
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター 
(株)トッパン TOMOEGAWAオプティカルフィルム 
(株)オルタステクノロジー 

関係会社（海外）

凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司
上海凸版国际贸易有限公司  

Toppan Photomasks, Inc. 
Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai 
Toppan Photomasks Korea Ltd. 
Toppan Semiconductor Singapore Pte. Limited 
Toppan Photomasks France S.A.S. 
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG 
上海凸版光掩模有限公司

台湾凸版電子股份有限公司

中華凸版電子股份有限公司

LCD 用大型マスク 

オリジナル LSI ／ TDS701

リードフレーム／FC-BGA

オンチップカラーフィルタ
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はじめに

2015年の終戦の日はマスコミの戦後 70年の特集記事
が並び、昭和20年8月15日が敗戦とはいうものの、その
後の日本の復興と目覚ましい発展という、我が国の再出

発と呼ぶにふさわしい日であったことを思い出させてくれ

る。

また、日本経済新聞の “私の履歴書” 掲載の方々の
なんと多くの方が満州・朝鮮からの引揚者であることか。

今年の中国東北地方(満州)への旅行は 7 組の夫妻を
含む 19名の参加となり、諸事情で断念された方を含めて
関心の高さがしのばれた。

参加者には満州生まれや、幼少期を過ごされた帰国子

女が実に 6人も含まれていた。 
今回は大連、長春、瀋陽の三都市への訪問となった。

日程の都合でハルビンへ立ち寄れなかったのは残念だ

ったが、皆さんの心がけのお蔭で、行く先々で天候に恵

まれ、見学先、バスの中、会食と楽しい会話と、素晴しい

時間を過ごすことができて、フルアテンドのガイドの劉毅さ

ん、長春ガイド宗さん、運転手の皆さんに  多々謝々！  

皆さんの驚くべきバイタリティには文字通り 感服！ 

専属カメラマンの内山さんにも 感謝！

成田から大連へ

東京成田国際空港 TYO-NRT10:10(NH903)12:15 
大連周水子国際空港

大連

―大連空港で出迎えの劉さんと市内へ―

アルパイン大連 R&Dセンター見学
前夜、大雨の東京から大連へ。大連は快晴である。

最初の訪問先は市内のソフトウエア・パークにあるアルパ

イン大連 R&Dセンターである。
事前に橋本理事長からアルパイン本社へ見学のお願

いをしてあり、会社へ着くと田村孝幸総経理と管理部総経

理助理の韓さんが出迎えてくれた。

“歓迎！半導体産業人協会” のスライドのもと、会議

室で総経理自らのプレゼンテーションに工場見学と 2時 

間もの時間をとっていただき、

Q&Aでは昨今の中国の事情まで 
説明してくれた。

アルパイン大連 R&Dセンターとして、“Vision2020中
期事業方針”を定め、日本語教育、ステージ別マインド教

育、レク活動で離職率の低下、ワンチーム化を図っている。

ゴミ拾いや忘年会ダンスなど迫力満点のイベントが並んで

いた。皆さんの顔が真剣である。

オーディオ／ナビのソフト開発や、ホンダ等自動車産

業の OEM製品が多いが、中国コストアップ、円安につい
ては円換算しない、コスト/価格の低下、等々発想転換を
図って自立している、と心強い発言があった。

－アルパイン大連 R&Dセンターにて－ 

春餅料理の夕食と中国雑技団のショー

少し早目の夕食は、春餅料理である。

19 人が揃って座る大きな円テーブルの中華料理は将に

壮観といっていい。女性たちが多いのもいい。

―大地食府/春餅料理(大連)― 

夕食後、京劇の劇場の一室に案内され暫し待機してい

ると、ドーランを塗って京劇風の化粧をした踊子さんがや

ってきて、伴奏に合わせて踊りだした。  

幾つもの出し物が、なかなかに面白く皆さん夢中になって

みたり共演したりしていた。

2015年秋季工場見学会報告 

中国/大連・旅順・瀋陽・長春訪問記-  島 亨
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―中国雑技団のショーを楽しむ―

旅順の観光

旅順まで 1時間ほどの行程だが、大連の西のソフトウエ
ア・パークから広大なハイテク・ゾーンが延々と続く。

旅順は世界的にも有数の軍港であり、写真撮影や立ち入

りも制約を受けるという。

坂の多い清潔な町である。白玉山に着いたが、生憎ケ

ーブルカーが補修中で運転中止。203高地へ向かう。 
203高地 

―203高地と遠く旅順湾を望む― 

乃木将軍と広瀬中佐の旅順港でのロシア基地攻略の

話は日本近代史を復習するようなものである。日露戦争

の勝利から第一次世界大戦を経て柳條湖事件

(1931.9.18)から満州事変へ、満洲建国宣言(1932.3.1)、
盧溝橋事件(1937.7.7)により日中戦争が始まり、第二次
世界大戦へ。

1920 年代から国民党と共産党の抗争は激化してきて
いた。日本の歴史、日中の歴史をひもとくことに相成って

しまった。戦後 70 年の今、とんだ脱線をしたことをお許し
あれ！

乃木将軍とロシアのステッセル将軍が戦争処理で会見

したのが “水師営”である。

旅順博物館には大谷光瑞がシルク・ロードから収集し

てきた男女のミイラが完全な形で保管されている。

―白玉山を背に/水師営の会見所― 

大連の観光と産業

遼東半島の南端に位置して東に黄海、西に渤海、南に

海を隔てて山東半島を望む大連は、気候温暖で中国でも

住みやすい街の筆頭で、香港と並び称されるという。

日本、韓国、ロシアの外国企業が進出しており英語より

はこれらの言葉が優先されるという。

ロシアによって町の基礎が築かれたので今でもロシア風

の建物が多く残っている。

大連は、造船業、ソフトウエア産業、港湾工業、観光貿

易業の街であるが、大連賓館(大連ヤマトホテル)は中山
広場にいまも居座り、旧満鉄本社や満鉄病院も今なお機

能している。

旧満洲における満鉄や満州軍の役割は、指導力、経

済力の双方で強大な影響力を持っていたことが、今日で

も推測できる。

―大連賓館(旧ヤマトホテル)/喫茶店― 

―天天漁港／海鮮料理(大連)― 

今回の旅行は、毎日、早朝出発である。新幹線は大連

北駅から出るのでホテルからは少し距離がある。

ここで劉さんが、大西さんがいないと青くなっている。

6時にチェックアウトしてホテルを出て行ったという。 
携帯電話で無事が確認はされたが、今朝、大連北駅への

道すがら大連駅へ立寄り、上野駅をモデルに建造された

瀟洒な“大連駅”の記念撮影に及んだらしい。

08:35大連(新幹線G8005) 11:42長春 

長春の印象

長春駅の北口に現地のガイドの宗さんがバスで迎えて

くれた。午前中にかなりの雨が降ったようであちこちに水

溜りができていた。

市の中心である南口に出るまで車が混んで動かない。

土地は国有で、駅の近くは地価が高いため再開発が進ま

ず、最近になってやっと当局が再開発を開始したとか、随

所に日本時代の建物その取り壊しの様子が見て取れた。

人民大街(旧・中央通り)は道路が 2階建てになって、表
通りに面してはスマホや家電量販店らしき喧騒な商店が

続いていて、瀋陽、大連に比して長春は街の風格がない。

少々がっかりである。

―私事、小学 4年で終戦になった。当時の住居や学校
へ行ってみる機会に恵まれたが、ボクの通った旧室町小

学校は、長春第四十九中学校となって同じ場所にあった。

町の中心で地価が高いせいか全く再開発されずに日本

時代の建物が“住まず・壊さずの廃墟”として残っていて、

ボクの家も辛うじて確認できたし、当時の日本人街の記憶
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の中の建物は形を変えてそのままにあった―

長春の特徴

自動車産業、映画産業(満映)、みどりの都市、文化都
市(大学の街)、が 4つの特徴だとの説明である。 
あとの 3つは日本時代の素晴らしい遺産であるとか。 
“自動車産業”は、哈爾賓(はるぴん)の“航空機産業”、
大連の“造船産業”とともに中国でも東北地方の 3大産業
と並び称されているという。

映画産業は“満映”によって興された。ご存じの元・憲兵

大尉甘粕正彦の執念の産物である。 また、往年の満映

花形スター“李香蘭” (山口淑子)を売り出した。 

―偽満洲国政府・吉林医科大学―

長春市内観光をする。人民広場(大同広場)から文化広
場を経て偽満州国務院や官庁街を見物したが、旧・満州

国政府の建造物や官庁の主要な建造物は今も吉林省の

役所、或いは吉林大学、病院として活用されている。

大学や公園が多く緑豊かな文化都市である。

偽満皇宮博物院

清朝最後の皇帝 “愛新覚羅溥儀”が満州国皇帝に即

位したときの仮御所で、建造に着手した新御所は、結局 

未完成だったため、溥儀は、殆んどの日々をここで過ごし

たという。 

―偽満皇宮博物院―

長春料理

南湖公園の散策を予定していたが小雨がぱらつき始め

たのでホテルへ戻り、夕食のレストランへ出かけた。

―向陽屯飯館/長春料理― 
街の中にある“向陽屯飯館”の 2 階で 2 つに分かれて

丸テーブルを囲んだが、なかなかの評判で、今回の旅行

中では一、二の味だとの評価であった。

08:21長春 (新幹線G8006) 09:45瀋陽 
瀋陽と市内観光

遼寧省の省都である瀋陽（沈阳）は東北３省のうち最大

の美しい街である。女真族のヌルハチが清国を治め都と

した。瀋陽は、かつて石炭 (撫順)、鉄 (鞍山)、鍾乳石 
(啓林など)の鉱工業で栄えたが、今は金融やハイテク産
業で賑わっている。

瀋陽北駅へ到着して、広大な北陵公園を散策した。

北陵公園は昭陵といわれ、清太宗と后孝瑞文皇后の陵墓

で方城がその中心で、さらに宝城があって万里の長城の

ように防壁となっている。

―北陵公園―

―遼寧賓館(奉天ヤマトホテル)― 

瀋陽故宮

清朝初期の皇宮が瀋陽故宮で女真族国家の後金が

1625 年瀋陽へ遷都した際に建立した宮殿で、清の太祖
ヌルハチとその子、太宗がここで暮らした。北京遷都後も

康熙帝や乾隆帝などの歴代皇帝がこの地へ行幸している

という。

北京故宮は、ここの 10倍の規模であり、また、価値ある
文化財は臺灣故宮博物院へ持ち去られているのはご存じ

の通りである。

―瀋陽故宮―

瀋陽故宮に程近い張氏帥府博物院になっている張作

霖、張学良旧居を訪ねた後、毛沢東の銅像が建っている

中山広場で旧満州時代の建物を見ながら散策し、ホテル

へ入り夕食へ向かう。
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餃子料理

―興隆軒/海鮮餃子（瀋陽）― 

中国は水餃子が基本だが、揚げ餃子、焼き餃子も出て

くるというので意気込んでいたが、焼き餃子が出てこない。

ガイドに聞くと食べたという。焼け焦げを期待していたので

皆さん拍子抜けしていた。

ホテル到着後、中山広場の近くで三々五々散歩して最

後の夜を過ごした。

翌朝、5時起きで空港に向かい、全員、無事帰国した。 

瀋陽桃仙国際空港 10:45(NH926)14:50NRT 東京成田
国際空港

中国的スケールとは

土地も広く、人口も多いせいではあろうが、駅や道路の

スケールは桁が違う。

新幹線は、麦畑、とうもろこし畑が延々と続く中を、広大

な満州平野を走り抜ける。旧満鉄を踏襲しているので標

準軌であるが、駅舎の規模は広さ、高さともに JR に比し
桁外れである。

瀋陽も長春も日本でいえば県庁所在地であるが、道路

は殆んどが往復 4～6車線、少し広いと往復 10車線で圧
倒される広さだが、なお、渋滞して遅々として進まない。

中国の新幹線で一つ見直したのが、定時発車・到着で

ある。直線を走るので揺れも少なく最高時速 309km(多分、
制限時速 310ｋｍだろう)の安定走行だった。 

三宅さんは地図おたく？

三宅さんの地図をベースにした研究の熱心さは半端な

ものではなく四六時中地図と睨めっこして、当地の産業と

その所在地の確認や、我々が今どこにいるか? 等々の確
認をしていた。

三宅さんは、瀋陽の東南の本渓の出身という。

女性の同行者が７人も！

今回のツアーは女性の同行者が７人もそろった。それ

ぞれ個性的な方ではあったが、亭主とはそこそこ距離を

置いて皆さんと付き合ってくれた。一番の見どころはレスト

ランでの料理に対する識見ぶりである。材料、味付けは勿

論のこと、出汁や包丁の入れ方、皿の使い方、等々、話

題が多く楽しかった。

飲む人も飲まない人も

現地の選択がよく、毎回変わる店ごとの特徴に舌鼓を

打ちながら賑やかに団欒した。日替わりビール、紹興酒、

白酒の痛飲！ 話題豊富！ すばらしかったね！

満鉄病院 3兄弟 
野澤さんは奉天満鉄病院生まれ、川端さんは新京満鉄

病院生まれである。ガイドの劉毅さんも大連満鉄病院生ま

れとか。勿論、年齢は異なるが図らずも 3 人は満鉄病院
生まれの 3兄弟である。 

劉毅さん

瀋陽の空港のチェックインには間があった。

“独身なの？”

“日本の女性と結婚したら? 日本語もうまくなるよ！” 
という女性陣の質問の集中砲火に劉さんはたまらず白状

した。

日本留学した時に千葉の宿舎で、中国人の騒々しい慣

性を改めるよう注意されたことから知り合った日本女性が、

恋人に発展して今も付き合っていると。

千葉出身の彼女は、現在、福岡で仕事をしている。

先方の両親に 2017 年までに結婚すると約束させられて
いる、とのこと。

SSIS文化活動委員会追記 
2013年の極東ロシア研修旅行から女性の参加がはじ 
まり、2014年台湾研修旅行、今回も 7名の方に参加いた
だいた。一行が華やかに彩り豊かで和らいだ雰囲気で名

所見物、食事を楽しめたことは特筆できる。

絵画鑑賞など幾つかのコミュニティ活動でも、女性の参

加が常態化してきたことは喜ばしく、次回以降へも繋げて

いきたい。

ここ数年の日中関係から厳しい場面に遭遇することも懸

念されたが旧満州への旅行であったためか杞憂であっ

た。

国慶節の休暇シーズンにかかっていたが中国の人たち

の行儀は新幹線のなかでも日本人より静かなくらいで、

我々に対しても穏やかな対応で安心できた。

SSISメンバーの平均年齢74.2歳をみて無事に日程消化
できるか心配したと、最終日にガイドの劉さんが本音を明

かしたが、5日間の旅行中、朝から晩まで中華料理だった
が最後まで食欲を落とさず、また、集合時間も毎回定刻ま

でに全員がそろったこと等、参加メンバーの若さとタフネ

スにガイドも感銘していた。

次回研修旅行の訪問希望先として、フィリピン、スリラ

ンカ、マレーシア、ミャンマー、ロシア（一昨年、都合で参

加できなかった方の希望）などがあげられた。

有意義かつ楽しい企画をしますので、ご期待ください。

   （野澤滋為）
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はじめに 

半導体は1947年のトランジスタの発明以来、驚異的な発

展を続け、戦後の世界経済、社会発展の最大のけん引役と

言える重要な役割を担ってきました。その中で我が日本の

果たした役割も極めて大きなものがあり、これを日本半導体

の黎明期から現在に至る重要な歴史的事実、技術・事業成

果等として整理し記録に残していくことは大変意義のあるこ

とであり、あわせてこれからの日本の半導体の新しい発展

のための「温故知新」のための資料としても大変に重要なこ

とと思われます。

SSIS としては 2009年に「日本半導体歴史館」の構築プ

ロジェクトをスタート、2012 年にはこれを「歴史館委員会」と

して活動を展開、足掛け７年を経てWeb上の歴史館を構築

してきましたが、その内容もかなり充実した内容のものとな

ったと考えています。ここではこの歴史館について改めて

紹介させていただきたいと思います。

活動経緯

2009.05   ph-1 プロジェクトスタート。 
Virtual Museumコンセプトの検討 

2009.10 年表形式展示を会員向けに限定公開

2009.12    ph-2プロジェクトスタート 
2010.07    7分野のアブストラクト版を会員向けに 

公開

2010.11    300件の詳細記事を含む展示を一般 
公開、開始

2011.03    ph-3 プロジェクトスタート 
2011.05    トップページ リニューアル
2011.6-10  寄付募金活動．総額 ：￥1，710，000 

（個人：95件、法人：16件） 
2011.10    “志村資料室開設、第 I部、第 II 部 

（11月）、第 III部（12月） 
2011.11   英語版サイト立ち上げ・一般公開開始
2012.02    「半導体歴史館委員会」発足. ウエブ 

サイトのURLを新規設定

2012. 

2013.06   “日本半導体イノベーション 50選” 
英語版一般公開開始

2013. “日本半導体開発物語”一般公開開始 
2013.  歴史館キーワード検索機能新設

2014. “牧本資料室”一般公開開始 
2015.10 本館見直し拡充スタート

半導体歴史館の構成

「日本半導体歴史館」はWeb上の Virtual Museumで

あり、SSIS 会員のみならず、広く一般に公開しています。

本歴史館は、日本の半導体の歴史のみならず、世界の半

導体の過去の動きを網羅する貴重な情報資料集であり、そ

の構成は「本館」と「特別展示室」からなっています。本館は

「業界動向」「応用製品」「集積回路」「プロセス技術」「パッケ

ージング技術」の各項目で、1950 年代より今日までの主と

して技術的、学術的な主要事項を年次形式で記載、展示し

ており、項目毎にその内容の説明と併せ、参考資料、関連リ

ンクを加えて、より詳しい内容に入れるように構成されてい

ます。

一方、特別展示室は別の視点からの展示として、例えば

半導体産業の黎明期に尽力された方々の紹介（「黎明期の

人々」）や業界を牽引してきた個人やジャーナリストからの

視点（「志村資料室」、「牧本資料室」）、多くの企業、団体で

の開発成果文献や開発活動の記録（「開発ものがたり」）、

世界に大きく貢献した日本の半導体技術や応用製品の紹

介（「日本半導体イノベーション５０選」）等の各展示室から

構成されている。またその一部は英語版としても公開されて

おり、海外への情報発信にも努めています。

また、「SHMJ サイト検索」（SHMJ : Semiconductor 

History Museum of Japan）の機能によって、歴史館記載

及びそれにリンクされた全情報にわたってキーワード検索

を可能とし、対象とする情報に簡単に行き着けるような工夫

も、施されています。

☆ 委員会報告 ☆
歴史館委員会 

委員長  伊藤 達 
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活用状況 

歴史館委員会では本歴史館へのウエッブアクセスの状

況を定常的にモニターして、一般の方々の活用を 

拡大できるように、またその内容の改善に資するように努

めてきました。2013年にモニターを開始して以来、年ごとに

アクセス数は拡大の傾向にあります。2015 年度におけるユ

ーザー数は、対前年比で 42％の高い

伸長率を示し、年間で 17642 件の実績を記録しました。

月平均に換算すると、1470件のアクセスレベル。 
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虫の眼になってみる

渡辺 二之

皆さんも子供の頃、昆虫採集をしたことがあると思い

ます。私も小学生のときにはよく近所の林の中に入り、

虫を捕っていました。小学校の高学年では、科学クラブ

と言う部活動に入っていましたが、あるとき研究結果を

提出する羽目になりました。

色々考えた結果、誰もやりそうもないことをやろうと思

い、「蚤の研究」なる変なテーマを手がけることとしまし

た。当時は、まだ蚤が家の中にいる時代でしたので、恐

らく思いついたのだと想像していますが真相は思い出

せません。

そこで、学校の図書室で図鑑などを調べて、原稿は

ある程度できたのですが、肝心の蚤がいません。そこ

で、母の知り合いの農家の方にお願いして蚤を捕まえ

て送ってもらうことを頼み込みました。送ってもらえれば

顕微鏡で観察しようと思っていたのです。後日「蚤」が届

きました。脱脂綿が入った瓶です。よく見ると確かに数

匹入っているようです。恐らくすべて死んでいると思い

込んで蓋を開けると、そのうちの一匹がまだ生存してお

り、部屋の中に脱走したのです。家の中は、てんやわん

やの大騒ぎとなったうえ、結局捕獲できず残りを標本に

して観察したことを覚えております。

研究結果を学校に提出したところ、地区の科学クラブ

の発表会があるので発表しろ、ということになり、えらいこ

とになってしまったと思いましたが後の祭りでした。結局

発表は無事終了したのだと思いますが、どう評価された

かは記憶の外となっております。

別に、このことが切っ掛けとなったわけではありません

が、極々小さいものを扱う半導体を仕事として選択した

のは運命の導く結果かもしれません。

小さいことを見たり、扱ったりすることに、なんの抵抗も

ない日常であったため、現在も虫のような小さい生き物

を観察することが好きになっております。

虫といっても、6 本足の昆虫や、8 本足の蜘蛛、さらに

多足の細長い虫など多種多様です。もちろん、人間に

害を与える虫どもも沢山います。それらは私も大嫌いで

す（もちろん蚤も大嫌いです）。しかし、すべてが害虫で

はありません。例えば、蜘蛛は人々に嫌われますが、

 

 

はありません。例えば、蜘蛛は人々に嫌われますが、蚊

などの害虫を補食してくれる良い面もあります。

私が写真を撮ることは、昨年の記事でお分かりと思い

ます。最近は特に、近所の花壇や公園に行っては、蝶

やバッタ、トンボ、蝉、蟻、その他の甲虫類を観察してお

ります。

人の眼の高さで彼らを見ても、なかなか見つけられな

いことが多いと思います。もちろん、蝶はきらびやかな衣

装を身にまとっていますので、すぐに分かりますが、その

他の虫たちは擬態の名人（虫？）であり、忍者のように

隠れて見つけるのが大変難しいです。虫の眼は動物と

は異なり複眼です。どう見えているかは知るよしもありま

せんが、とにかく眼が良いのです。また、複眼のくせに

眼の真ん中あたりには黒い斑点があり、大きな単眼があ

るように見せています。花をじっと見ると、花びらや葉っ

ぱの中に小さい小さい虫が隠れていることを見つけるこ

とができます。下の写真はマリーゴールドの花の中に隠

れている 1cm にも満たない小さな小さなオンブバッタの

子供です。じっと見ていると、彼らもこちらの方を見てい

るような気がします。

また、蝉も大変眼が良いことがわかります。鳴いている

蝉を見ながら近づくと、静かに後ずさりや横ずれをしな

がら、木の背面に隠れようとします。彼らの考えも我々と

同じなのだなと思わず蝉の気持ちになれた気がします。

皆さんも機会が有れば、「虫の眼」になったつもりで小

さい世界を観察してみることをお勧めします。まったく別

の世界を垣間見ることができること請け合いです。

オアシス OASIS ～憩いの時空間～
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釣りとお酒と

吉崎 寛信

趣味についてよくよく考えてみると、仕事ばかりでなか

なかやる機会が無いことに改めて気付きました。釣りが

好きなのですがここ数年で一回しか釣りをしていない状

況です。これからは時間を作って釣りに出かけたいと思

い直した次第です。

 私は、秋田県の出身ですが、釣りを始めたのは幼稚

園の頃に父親に連れられ、釣り堀でニジマスを釣ったの

が最初でした。次第に行く場所も広範囲にわたり、海で

キスやカレイ、近くの太平川等でヤマメ等を釣っていま

した。高校生の頃からは、仲間たちと共にもっぱら土崎

港でルアーにてスズキ、または投げ釣りでキス、カレイ、

ヒラメ等の大物を狙う釣りに興じていました。

初めは魚を釣ることが目的でしたが、やがて、お酒が

飲める年頃になると、釣りだけでは無く、釣った魚を

“肴”に酒を酌み交わす楽しみも覚え、料理する楽しみ

まで加わりました。学生時代に寿司屋でアルバイトをし

ていたことも魚のさばき方の勉強になりました。寿司ネタ

として利用されるタイ、カンパチ等、岸からの釣りでは

中々お目にかかれない種類の魚をさばくのは貴重な体

験でした。また出張先では、美味しそうな小料理屋を探

し、常にカウンターで板前さんの仕事をつまみに、盃を

傾け勉強しております。

 この数年間の一回だけ釣りは、子供ともに福岡の海釣

り公園でさびき釣りをしました。主に、10cm 未満の小ア

ジ等の小魚しか釣れませんでしたが、子供も喜んでおり

充実したものでした。釣った魚はもちろん調理し、“アジ

のたたき”と骨は素揚げ（写真）して日本酒のつまみにし

ました。（残念ながらたたきの写真は残しておらず、素揚

げの写真を掲載しておきます。） 至福のひとときで酒が

進んで止まりませんでした。

健康には配慮しつつ、これからも勉強していきたいと

思います。

その後の「晴耕雨読」について 

 野澤 滋為 

 過去に 2回、アンコールに寄稿しました。題は 1回目

が「晴耕雨読」、2回目は「晴耕雨読―2」でした。前者は

6，7 年前、現役引退時期がほぼ決まったころ書いたも

ので、引退してからの理想的な日常生活を想像したもの

でした。後者は 3，4 年前、現役を引退し隠居生活がほ

ぼ固まってきたころのもので、内容は引退前に考えてい

た生活がほとんどできていない状況を書き、反省してい

ることを書いたように記憶しています。 

そして今回は現役引退後6年近くたって、考えていた

「晴耕雨読」の生活の現状を振り返り、これからどうした

らよいかを考える為にまたも駄文を寄稿させていただく

ことにしました。 

引退後、「雨読」の環境を整えようとして、まずは独立

して出て行った子供部屋のひとつを書斎として使うため

に、椅子・机、本棚、そして読書用に安楽椅子などをそ

ろえ、また使っていない安物のラジカセでクラシック、ジ

ャズなどの CD も聴くようにしました。しかし、この部屋（２

階）を使ったのは、最初の半年くらいで今はほとんど使

っていません。現在の仕事用の机は居間の掘りこたつ

に取り付けた大きなテーブル（約 150㎝X 80㎝）の約半

分、その上にはいつもノートＰＣがおいてあり，すぐ横の

机にはデスクトップ PC とプリンター、後ろには 10 センチ

ほどの厚みのファイル保管ボックスが 6 ケ入る棚、これら

は全て掘りこたつに入ったままで手の届く範囲にあるの

で、便利で合理的にできています。その上、食事もこの

テーブルの半分を使っていますので、食事中も急ぐとき

は PC を使ってメールを出したりすることも可能です。も

っとも家内には常に文句を言われていますが。まさに

「起きて半畳、寝て一畳」という状態です。 

読書については、現役時代、読書はもっぱら通勤電

車のなかだったため、読書量は極端に減ってしまいまし

た。昔から机に座って本を読むのは苦手でした。もう一

つ、現役を引退したらしっかり勉強しようと思っていたの

が囲碁です。自由な時間が相当できそうなので、少し真

面目に勉強しようと考えて町内会の囲碁愛好会に入っ

たのですが、月 2 回の定例会に出席するのが精いっぱ

いでして、なかなか日常的に棋譜を並べるところまでい

っていません。 

「晴耕」は菜園での野菜作り、たまの魚釣りなどを考え

ていました。野菜作りは手がついておりません。魚釣り

はグループにいれてもらい年に数回は船釣りを楽しん
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でいます。ゴルフは現役時代より確実に回数が増えて

います。もう一つは現役時代に始めた登山です。３年ほ

ど前までは 3,000 メートル級の山（白馬三山、立山、常

念岳等）にも登っていたのですが、最近は登山というより、

山歩きになり、温泉の方が主目的になっています（例え

ば、草津温泉・草津白根山、飯山温泉・仏果山、最近は

多摩山系）。とはいえ、年に数回は山に行っています。

又、体調維持のためにスポーツジムに週 2 回くらいは通

っています。以上の状況から判断して、「晴耕」について

は、まあまあ合格かなと思っています。 

結局「晴耕雨読」の「雨読」に充てる時間が少ないた

め、読書、囲碁、音楽鑑賞などができていないのですが、

言い訳はせずに 1 日に 1 回は書斎に行くことにしようと

思います。忙しさの原因は、ボランティアとして所属して

いる団体の仕事がメインですが、現役時代は仕事が忙

しいとして断っていたお付き合いをついつい増やしてし

まった結果です。これからは年を取るにつれ、これらの

お付き合いも減ってゆき、望むと望まずにかかわらずス

ローライフになってゆくだろうと思いますので、今のところ

は、少しでもお役に立てるのであれば、迷惑にならない

程度にお付き合いを続けたいと考えています。 

結論としては、これからも健康と人との絆を大切にして

楽しい人生を送ってゆきたいということになりました。 

吹奏楽との出会い

大森 純一 

私が初めて生のオーケストラを聞いたのは、小学校6

年生の時でした。確か楽曲は、ムソルグスキー作曲「禿

山の一夜」、ドボルザーク作曲「新世界より」だったと記

憶しています。市民会館のホールに響き渡る音の素晴

らしさに魅了され、さらに管楽器の音の迫力に感動した

ことを今でも思い出します。そのオーケストラとの出会い

が、私に楽器を演奏し、オーケストラの舞台に立ちたい

という夢を持たせてくれました。

そんな夢を持った私は、当然のように中学、高校と吹

奏楽部に在籍し、朝から晩まで楽器を演奏する日々が

続きました。正に吹奏楽に夢中で、勉強どころではあり

ませんでした。その後大学に進学すると吹奏楽部が無

かったこともあり、自身の技量からして、プロの道に行く

ことは難しいと考えるようになりました。そしてオーケスト

ラの舞台に立つという夢は、音楽を趣味として楽しみな

がら、楽器の演奏を続けたいという思いに変わっていっ

たのでした。大学を卒業し、就職した私は、勤務先の工

場内から、楽器を演奏する音が聞こえてきたことに驚

き、その数日後「NEC 玉川吹奏楽団」の存在を知った

のでした。幸いにも同期入社の中に、吹奏楽部の経験

者がいたことで、その彼と 2 人で就業後に楽器の演奏

が聞こえる講堂へ見学に行き、そのままトロンボーン奏

者として入団ということになりました。ところで私が演奏

していたトロンボーンという楽器は、管の長さを調整し

て、音程を作ります。他の金管楽器はピストン型である

のに比べて、その奏法がユニークで大変目立つ楽器

でした。

その楽団の活動は、「NEC コンサートの夕べ」での

演奏や、また勤務先の周辺地域の小学校での慰問演

奏、さらに吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテスト

（いずれも職場の部にて）への出場、定期演奏会など、

楽しい思い出でした。働きながらのアマチュアバンドで

したが、練習は厳しく、先ずは基礎体力をつける目的

で行進曲（マーチ）の演奏に始まり、その後は演奏会や

コンクールで演奏する楽曲を何度も繰返し合奏練習す

るなど、学生時代に負けないぐらいの練習量でした。夏

休みには「合宿」も行い、その当時 40～50名程の団員

が揃って山奥にこもり、一日中楽器を演奏するという経

験もさせてもらいました。またある時は、プロのオーケス

トラ奏者が私たちの楽団に、直接指導ということで来て

頂いたこともあり、それは貴重な体験でした。入団して 5

年程経ったとき、楽団の先輩のトロンボーン奏者から、

「そろそろ自分の楽器を持った方が良い。その方が上

達する。」と言われ、自身の楽器の購入を考えるように

なり、悩みました。結局、先輩達が購入した同じ海外メ

ーカー製のトロンボーンを、確か 40 回払いのローンを

２６



半導体産業人協会 会報 No.91(‘16 年 1 月)       

組んで購入しました。海外メーカー製は手作り品であり

一本ずつ音色が微妙に違いました。日々の練習では

たくさん吹き込んで大切に使ったことを思い出します。

さて学生の時からそうでしたが、吹奏楽コンクールで

の演奏は特別で、独特の緊張感と、異様な雰囲気を感

じるものです。私も楽団で吹奏楽コンクール全国大会

職場の部に出場し、1 度だけ「金賞」を取ったことが忘

れられません。その時の楽団の写真や紹介記事が掲

載された吹奏楽専門誌は今も大切に保管しています。

演奏の表現力や正確性、テンポやリズム等の審査によ

り、「金賞」「銀賞」「銅賞」が各団体に与えられます。最

後に、吹奏楽で取り上げる楽曲は、先程述べた行進曲

から、交響曲、さらに軽音楽とジャンルが広く、様々で

す。それに合わせて行進曲なら“スーザの「マーチ特

集」”、交響曲なら“チャイコフスキーの「悲愴」”、“ホル

ストの「惑星」”、軽音楽なら“ポールモーリアの「オリー

ブの首飾り」”と私の好みも広がっていきました。

今は既に楽団を引退し、楽器を演奏することもなくな

ってしまいましたが、吹奏楽の楽曲だけでなく、音楽す

べてのジャンルに対する興味は尽きません。吹奏楽と

出会って、本当に良かったと思います。吹奏楽はもちろ

ん、様々なジャンルでの音楽鑑賞を趣味として、一生

続けていこうと思います。皆さんもご一緒に音楽鑑賞を

楽しみましょう。

参考）NEC玉川吹奏楽団ホームページ 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kshin/tband/index.htm 

自ら健康を創る生活へ、半導体への見果てぬ夢 

渡邉 誠一 

昨年、「健康増進ネットサービス合同会社」というベン

チャーを、若い人たちと設立し、現在トライアルサービス

を始めているところです。病気が発症後、お医者にかか

り、薬の服用や、手術で対処するという、受身の生活態

度から、自ら健康を創り、病気も予防するという、積極的

な活動を基本にした社会システムに転換しようという、壮

大なビジョンを掲げています。そのために、最新のセン

サーデバイスと、データ収集、解析、提供に加え、モチ

ベータと称する、一人ひとりに喫緊の関心事を探り出し、

その情報提供により自助努力を促すという仕掛けです。 

センサーとしては、リニアに改善努力が反映されるも

のを選び、効果のありそうな対策を、専門家の助言も得

て提供することとセットにして、自助努力を生活の中の

張り合いにしようというものです。モチベータとしてはたと

えば下記のようなものです。 

１． 現在感じている不具合を何とかしたい。（睡眠不

足、足腰の痛みなど） 

２． 死ぬまで他人に迷惑をかけず健康生活を送りた

い。（寝たきりにならないなど。） 

３． 同年輩のライバルあるいはグループよりも、よい

状態を創り維持したい。 

４． コミュニティの絆で同様の努力の成果を分かち

合いたい。 

５． コミュニティの絆でジョギングや山登りなどの、健

康増進活動を楽しみたい。 

６． 科学的根拠に基づいた健康増進活動をしたい。 

７． 改善度合いや目標に向けての努力によって達

成感を味わいつつ生活したい。 

８． 病気を予防することで、経済的な便益を得たい。 

まずは循環器系の脳梗塞、心筋梗塞などのリスクを

大幅に軽減することを目的として、血管年齢に翻訳でき

る動脈硬化度測定器、血圧測定器、塩分摂取量測定

器、活動量計などを用意し、塩分摂取量のコントロール

と適度な運動によって血管年齢を若返らせることを目指

しています。今のところ順調な滑り出しと思っています。 

ビジネスモデルとしては、改善のエビデンスを積み上

げ、療養費支出の削減がシミュレートできるソフトを開発

して、企業や健康保険組合に使ってもらって、サービス

フィーをいただくことで、少数精鋭運営を目指していま

す。また幅広い分野の要請を受けていますが、適切な

センサーと自助努力活動の候補をセットにする必要が

あります。特にセンサーについては、ウエアラブルを含

め、今後の半導体技術の進歩に期待するところが大きく、

私にとっての、半導体への見果てぬ夢となっています。 

スマートフォン

尿塩分計

活動量計

体組成計

血圧計

クラウド

血糖計)

体温計

血管年齢測定器

タッチ送信

アプリ

データ投入

情報参照

測定

測定装置

ＰＣ

専門家により指導
（予定）
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本号では、山口県の周防地域についてご紹介します。

701 年の大宝律令（撰修者：刑部親王、藤原不比等）
～710年の平城京（第 43代 女帝 元明天皇）にかけて
五畿七道が整備されたが、明治維新後 1869 年の版籍
奉還を経て、1871 年の廃藩置県から現在に至る山口県
は、周防と長門との 2 地域から成る。県東部の周防は、
岩国市・柳井市・周防大島町・光市・周南市・防府市～山

口市までを、西部の長門は、阿武郡・萩市・美祢市・宇部

市～下関市までを包含。幕末から明治維新・明治初期の

時代を駆けたのは、萩の吉田松陰、高杉晋作、久坂玄

瑞、木戸孝允、桂太郎、阿武郡の山形有朋、山田顕義、

品川弥二郎、長門市（旧大津町）の村田清風らの長門が

中心。周防は、現山口市（吉敷郡）の大村益次郎、山口

市の総理大臣の寺内正毅、熊毛郡大和町の伊藤博文、

大正・昭和は、光市(現旧熊毛郡室積村）の外務大臣 松
岡洋右。平生町（熊毛郡曾根村）の内務大臣 安倍源基。
熊毛郡田布施町の総理大臣 岸信介と佐藤栄作。

１．岩国市 （人口 １４．０万人）

岩国は、県の東端に位置し、古くから山陽道の要衝の

地。市内を流れる錦川に架かる錦帯橋は、日本の名勝

の 1つ。石垣を土台としたアーチ型の木造五連橋。 

  ＜錦帯橋 春の風景＞

宗家の毛利元就を支援したのは、小早川家と吉川家

の毛利両川であったが、1600年の関ケ原の戦いにて 
総大将を毛利輝元とする西軍の石田三成が東軍の家康

に破れたことに伴い、吉川家は周防岩国藩に移封された。

3代領主の吉川広嘉の命によりこの錦帯橋は 1673年に
完成した。この橋が架かる一帯の錦川の川幅は、岸辺を

含めて実に 200ｍもある。四季折々の風景は美しく江戸
時代(1603 年～1868 年)後期の化政文化(1804 年～
1829 年)の北斎や広重、大正・昭和期の風景版画家の
川瀬巴水（はすい）も、この錦帯橋を題材とした。夏には、

鵜飼いを観る屋形舟が遊覧し、風情をかきたてる。初夏

から盛夏にかけて錦川で採りたての鮎が、美味。串刺し

のビッグサイズがいける。河の西側には、岩国歴史美術

館、吉川資料館や、武家屋敷が残る吉香公園があり。吉

川広家が築城した桃山風南蛮造りの山城の標高 200ｍ
の岩国城の展望台は、見晴しがよく市内を眺望できる。

＜錦帯橋 秋の夜景＞

錦川という清流にして超軟水の水資源に恵まれている

ことに伴い、ご当地産の有力酒造が 5 つもある。とりわけ
近年、獺祭（だっさい）が全国的に大ブレイク。爽やかな

味が大人気でありフランス等の海外からも大評判。岩国

産「山賊むすび」という武骨なデカむすびもいい。これも

合わせて「山賊焼き」、「山賊うどん」等のメニューが人気

の食事処もあり。山口県は、レンコン（蓮根）の都道府県

別生産量で全国第 4 位だが、その中でも岩国は日本有
数のレンコン（蓮の地下茎）の産地。一般的には穴は 8
つあるが、岩国産はどういうわけか穴が 9 つあるが、理由
はわかっていない。少なくも味はしゃきっとしていてうま

い。

岩国には、アオダイショウの突然変異とみられている

昔から市内に生息している白ヘビが、天然記念物として

指定されている。その性質は、非常に穏やかで古くから

市民に親しまれており、住宅街の庭先にも訪れる。

岩国出身の著名人としては、東芝前身の白熱舎創設

山口県の周防地域についてのご紹介 

～ おいでませ、山口へ、～ 

歴史館委員会＆編集委員会 藤井嘉徳 

地域 

だより 
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の藤原市助、経済学者の河上肇、1936 年のベルリン五
輪 3 段跳び金メダリストの田島直人、元立命館大総長の
末川博、「おはん」の作品で知られ当時の生家が残る作

家 宇野千代や参議院議長の重宗雄三、数学者の広中
平祐、前相撲協会理事長の魁傑、「島耕作シリーズ」等

で人気漫画家の弘兼憲史（松下電器産業出身）ら。

２．周南市 （人口 １４．７万人）
周南という地域は、元々瀬戸内海を臨む周防の東南

部を指していたが、2003年、この地域の徳山市と新南陽
市、熊毛郡熊毛町、鹿野町とが合併し、周南市が誕生。

旧徳山には、戦前、日本最大の海軍燃料廠があった

が、戦後は石油コンビナートを中心とする瀬戸内海工業

地域の一角として発展してきた。近年は、水素が大量に

製造されている優位性を活かして、クリーンエネルギーと

しての液化水素ステーションの建設を推進し、産業・地域

振興促進を目指している。緑豊かな地方都市の１つ。

＜周南市の夜景＞

市内東部には、遠石八幡宮（といし）がある。その歴

史は大変古く 708 年に社殿が造営されて大社となり、
平安時代(794年～1185年)から石清水八幡宮の別宮
となった。宇佐八幡宮、石清水八幡宮、鶴岡八幡宮に

続く四大八幡。第 15 代の応神天皇が祭ってあり、社
格としては、県社。宮司は、黒神直大。また、市街地の

中心部には明治時代の陸軍の名将、児玉源太郎元帥

を祭神とし大正 12年(1923年)に創建された児玉神社
がある。

＜遠石八幡宮＞

市街地の北側には周南市美術博物館があるが、晩年

を徳山で過ごした岸田劉生や洋画家の宮崎進、日本を

代表しうる写真家で、織田作之助、太宰治や坂口安吾と

も交流のあった林忠彦の作品群などが展示されている。

市内には、旧毛利徳山藩の屋敷があった場所に徳山

動物園が 1960 年に開園し、現在に至るまで人気を博し
ている。5 万ｍ²の敷地内に、現在は約 120 種 470 点の
動物が飼育されている総花的な動物園ではあるが、愛く

るしいレッサーパンダ、ひょうきんなマレー熊、癒し系ネズ

ミのカピバラ、子供のスリランカ象、アムール虎の 3 匹の
赤ちゃんなどの人気筋が目白押し(=^・・^=)。スリランカ
象は、アフリカ象とはスペックが異なりインド象と同様に人

によくなつく温和な性格。「ぞうさん」や「やぎさんゆうび

ん」等の歌で有名な詩人・童謡作家の、まど・みちおは、

旧徳山市の出身。旧熊毛郡熊毛町の八代盆地には秋に

なると遠くシベリアからナベヅル（鍋鶴）が飛来する。

1921 年に、鹿児島の出水市と共に、国の天然記念物に
指定された。日本で鶴といえば、タンチョウヅル（丹頂鶴）

が 1番人気。日本昔話の「鶴の恩返し」（The Gratitude 
of the Crane）の挿絵で国内外に紹介されるのは、この
鶴。2 番人気は、青みがかったグレーが精悍なナベヅル。
戦前は年に 350羽を超えるツルが飛来していたが、近年
は大幅に減少し、その復活が期待されている。

＜八代のナベヅル＞

年多くのイベントが催されているが、興味深いものの 1
つに、300年前頃を起源とする粭島(すくもじま)の貴船祭
りがある。身を清めた男衆が神輿を担いで海に入り、貴

船神社と御旅所までの約 500ｍを往復する勇壮な海の
祭。潮によって例年 7月下旬または 8月上旬に実施され
る。フグの漁獲高は下関が日本一だが、この粭島はフグ

の延縄漁業の発祥の地としても知られる。刺身、ふぐちり、

とか、から揚げ、雑炊、いずれも、ぶちうまい。

＜粭島の貴船祭り＞

昨年、終戦 70年を迎えた。徳山港からフェリーで南航
路 20分の大津島には、太平洋戦争末期に特攻兵器とし
て開発された人間魚雷・回天の訓練場跡や回天記念館

がある。きれいな周辺の海は、釣り場としても人気あり。
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＜大津島 回天訓練場跡＞

徳山ボートでは、80 年代までのキャッチフレーズが、
「男の闘志、徳山ボート」。近年は、流行りのユルキャラ・

ブームにあやかり、瀬戸内海に生息する小型イルカの一

種の愛くるしいスナメリが、現在はマスコット。そのネーミ

ングは「スナッチ」。近年、女性のレーサーも名を連ねて

おり、時代は変わったと思わざるをえない。

旧新南陽市には、陶弘政が開基した勝栄寺がある。

1555年に沖家村上水軍の加勢もあり厳島合戦で陶晴賢
を破った毛利元就は、1557 年、大内氏の本拠である周
防・長門平定に乗り出し、出城的な寺院の勝栄寺に陣を

構え、ここで、「三子教訓状」を記したことで知られる。

地域の著名人としては、旧熊毛町出身で三菱重工の

前会長 佃和夫（現相談役）、旧徳山市は、エコノミスト草
分けの高橋亀吉、自民党副総裁 高村正彦、日本政策
大学院大学副学長の横道清孝(原産地：熊毛郡田布施
町）、最高裁判所事務総長 戸倉三郎、脚本家(竜馬伝、
海猿、HERO、ガリレオ等)の福田靖、環境エネルギー政
策研究所所長 飯田哲也、「デフレの正体」・「里山資本
主義」の著作で知られる地域エコノミスト 藻谷浩介、ＮＨ
Ｋアナウンサー（初代ニュースウオッチ 9 メインキャスタ
ー）で、現在は、日曜美術館等を担当の伊東敏恵など。

３．柳井市  （人口  ３．３万人）

市内の石畳の道に立ち並ぶ江戸時代の白壁の旧家

が立ち並ぶ街並みが奥ゆかしい。例年、8月前半には、 
金魚ちょうちん祭りで賑やかになる。独歩記念館がある。

「武蔵野」の小説で有名な国木田独歩は、20 代前半の
青春期に過ごした柳井をモチーフとした「少年の悲哀」を

執筆した。郷土料理の茶粥がいい。柳井と隣接する上関

町（2.8 千人）の室津半島は、昔から海上交通の要であり、
村上水軍の居城もあった。７月に上関水軍祭りがある。

４．下松市  （人口  ５．６万人）
松市には、日立製作所のD51（でごいち）等の汽車ポッ
ポや「夢の超特急」の 0 系以来の新幹線や電車の車両
工場や、日立ハイテクノロジーの半導体製造装置工場が

ある。市街地とは笠戸大橋で結ばれている笠戸島は、古

くからヒラメの好漁業場として知られヒラメ料理は一押し。

花岡神社境内にある多宝堂は、国の重要文化財に指定

の室町時代(1336年～1573年)後期の貴重な遺構。 
５．防府市  （人口 １１．８万人） 
防府は、白鳳時代（645～710 年）の大化の改新の翌

年 646 年に周防国府が置かれた。その後、741 年の第
45 代聖武天皇による国分寺建立の詔により、750 年前

後に周防国分寺が建立され今も遺構を残す。学問の神、

菅原道真を祭り神とする防府天満宮は、道真公が亡くな

った翌年の 904 年、社殿が建立されたと伝えられ、京都
の北野天満宮、福岡の太宰府と共に、我が国最古の天

満宮の１つ。また、市内には毛利博物館があり、国宝が 7
点、重要文化財が 9000 点も展示されている。国宝の中
には、室町時代中期の足利義政に代表される東山文化

の時代の雪舟の「四季山水図」等も展示されている。明

に渡航して水墨画を研究し、当地でも描いた雪舟は、今

も中国では高い評価がなされている。近年、水墨画が見

直されている中国から学芸員や画家達がここを訪れる。

防府出身の著名人としては、無類の酒好きで放浪の

詩人の種田山頭火、ＮＨＫの初代女性アナウンサー室の

山根基世、作家の伊集院静（吉川英治文学賞＆直木

賞）、高樹のぶ子（芥川賞）や、実業界では、日本で初の

ガラス体温計を創った柏木幸助、ヤフー社長の宮坂学。

＜防府天満宮＞

６．山口市  （人口 １９．４万人）

山口市は、県中央部の盆地にある県庁所在地。市内

を通るＪＲ山口線は単線ではあるが、新山口駅～島根県

益田駅間の蒸気機関車「ＳＬ山口号」(貴婦人号)が走り、
そのレトロ感が県民や全国鉄道マニアにも人気を博して

いる。1872 年に工事責任者として日本初の新橋～横浜
間を開通させ陸蒸気（おかじょうき）を走らせた。その後、

鉄道局長や鉄道庁長官を歴任しその一生を鉄道事業に

捧げ「日本の鉄道の父」と謳われた井上勝は、萩出身。

＜ＳＬ山口号 Ｃ５７型１号機＞

室町時代から戦国時代にかけての大内氏全盛時代の

「西の京・山口」を代表する瑠璃光寺（るりこうじ）があり、

観光名所の1つ。春になると梅や桜が美しく、昔から若い
アベック（カップル）のデート・コースにもなっている。

第 14 代の大内政弘が雪舟に築かせた臨済宗の常栄
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寺の雪舟庭は、渋いたたずまい。大正時代に国の史跡・

名勝として指定された。石材は、輝石（ケイ酸塩鉱物）。

＜瑠璃光寺＞

非火山性なのに泉水が実に 60度を超え、昔から健康
増進や、疲労回復によく効くと評判のお薦めの湯田温泉

があり。鹿鳴館創設で有名な外務卿（後に外務大臣）の

井上馨の生家がこの地にあった。また、「山羊の歌」や

「在りし日の歌」等の作品で知られる詩人・翻訳家の中原

中也もこの地の出身であり、生家跡に記念館がある。長

門市の金子みすゞ と共に高い人気の詩人。

山口サビエル記念聖堂があり。キリスト教を普及せしめ

んと、戦国時代の 1549年に薩摩に上陸したイエズス会 
(耶蘇会 )のフランシスコ・ザビエル (Francisco de 
Xavier)は、1552 年に山口を訪れ布教に努めた。この
400 年目を記念し、1952 年に記念聖堂が建てられた。
いったん 1991 年に消失するもイエズス会の資金支援や
山口市民等の募金によって、1998 年に斬新なデザイン
でステンドグラスがとても美しい聖堂が再建された。

＜サビエル記念聖堂＞ ← 清音の「サ」。

著名人には、総理大臣の寺内正毅、聖路加国際病院

名誉院長の日野原重明、第８代ユネスコ事務局長の松

浦晃一郎。旧吉敷郡からは、日産自動車創始者の鮎川

義介、旧佐波郡の紀伊国屋書店前会長 松原治。2012
年には、全日本女子卓球の石川佳純（全農）が、山口市

市民栄誉賞の第１号受賞に輝いた。

7．山口県の水産物 
岩国市・柳井市の安芸灘や、風光明媚で夏ミカンやミ

カンの産地の周防大島郡（屋代島）、環境省の「日本快

水浴場百選」の虹ケ浜や室積の海水浴場のある光市

(5.3万人)、周南市～宇部市(16.9万人)等の周防灘の瀬

戸内海側や下関市(27.2万人)の玄界灘、長門市(3.6万

人)や萩市(5.1 万人)の日本海沿岸等、いずれを問わず
水産資源が豊富。海面漁業は、沿岸・近海漁業が盛ん

であり、フグ(全国 1 位)、タイ類（真鯛やチヌ：黒鯛)、アマ
ダイ(2 位)、カレイ・ヒラメ(3 位)、アナゴ(4 位)、太刀魚(9
位)などの白身魚や、イサキ（4 位）、サワラ（5 位）、アジ
(18 位)、ブリ（19 位）の青魚などの採れたてが新鮮でうま
い。また下関漁港を中心に、沖合の砂泥底でとれるアン

コウ（１位）の鍋物、サザエ(2位)、アワビ(3位)、ウニ(6位)、
エビ(8位)、タコ(11位)もいける。山口市南部の旧秋穂町
は、世界初の車エビ養殖の発祥の地。

８．山口県の方言

地元でも、標準語が浸透しつつある昨今ではあるが個

人的には、研究中の「21 世紀に残したい郷里の方言」が
100件以上あるが、その中から数件を紹介。 

◆「えらい」（形容詞）＝ 疲れる、しんどい。
＜用法＞ は～、も～、えろうて やれん。

＜解釈＞ もう、疲れて、何もしたくない。

I am too tired to do any more. 
◆「しろしい」（形容詞） ＝ 騒々しい。騒がしい。

＜用法＞ あんたら、しろしい。静かにせ～。

＜解釈＞ あなた方、騒がしいぞ。静かに。

Hey, you are too noisy. Be quiet. 
◆「たえがたい」＝ とても光栄であり深謝したい。

＜用法＞ そねーにも（こんなにも）よ～してもろうて、誠

に堪えがたいの～。

 (×)こんなによくしてもらって耐え忍びがたい。 
I am unendurable for your efforts and kindness. 

(〇)こんなに良くしていただき、とても光栄至極です。
I am in much pleasure and sincerely express
my gratitude for your efforts and kindness.

◆「のんた」（呼びかけの共感の接尾語

＜用法＞ 昨日は、ザーザー降りじゃったが、
今日は、ええ、日和じゃの～、のんた。

＜解釈＞ It rained heavily yesterday. But, it is 
very fine today, isn’t it? 年配者挨拶 

◆「歯が走る」（動詞＋名詞）＝ 歯が痛い。

(×) My tooth are running. 私の歯が走っている。
(〇) I have toothache. 私は歯に痛みを感じる。

◆「傘に乗せる」＝ 傘でお送りする。

＜用法＞ 駅まで、傘に乗っけて行きましょうか。

＜解釈＞(×)僕の傘に君を乗せて、駅までお連れしまし
ょうか？ 彼女：「えっ」〈(・_・;   

Shall I let you ride on my umbrella and carry to 
the station? 

(〇) 僕の傘で駅まで送りましょうか？
Shall I escort you to the station with my 
umbrella？ 
◆「やし」（名詞）、（形容詞）

= 公正感に欠ける、不適切な行動や行為をする。 
＜用法＞ 彼女は、「やしは、ダメよ。やしは。」と。

She said,’’ Your behavior looks to be unfair. 
I suggest you should improve on this point. 
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テーマ 『避けて通れない介護問題、

介護保険の仕組みを勉強しませんか！』

―知らないことが結構多い！

知って立てよう老後設計！―

親御さんやご親族の方の介護のご経験をお持ちの方

が多いが、要介護認定者 600 万人（国民の 20 人に 1

人）という今、自分たちの老後設計をする順番になって

きている。注目テーマでのセミナーでご夫妻そろっての

参加を含めて定員いっぱいの 19 名の参加者であった。 

記

日時；2015 年 9 月 11 日（金）15 時～17 時、 

懇親会 17 時半～19 時半 

場所；F-SUS よこはまセミナールーム

＠横浜メディアビジネスセンター(IMEC) 6 階 

〒231-0011 横浜市中区太田町 2-23-1  

テーマ；『公的介護保険の基本を知って有効活用

する！』 Q&A

講師；嶋田泉美氏 (CFP ファイナンシャル・プランナー)

司会；井入正博氏 (SSIS) 

概要；

・公的介護保険の使い方の基本を解説

・公的介護保険の仕組とケース別の利用方法

・公的介護保険を使うときの注意点と上手な活用

・公的介護保険の基本を知った老後設計でお金の

面でも劇的な差異が出ること等の説明

セミナー；

司会者＆講師が周到に準備した資料、レジュメとシナ

リオに則ってセミナーは進められた。

秋山弘子氏（東京大学高齢社会総合研究機構）より

最新の具体的資料を基に説明。

付属資料として、

（イ） 厚労省老健局“介護保険制度制定の経緯

（ロ） 横浜市介護事業指導課～住み慣れた地域で

『自分らしく』暮らしたいあなたへ～

が配布された。

Q&A； 活発な質問、応答が時間 

の許す限りなされアンケートへも、

（ⅰ）介護制度の全体像が理解できた、

（ⅱ）政府・行政が主導する“小規模多機能型居宅介

護”“地域密着型介護”の情報が欲しい、

（ⅲ）市町村ごとの差異はどの程度あるのか、

（ⅳ）もっと具体的に、

（ⅴ）セミナーに使用した資料を欲しい、

等々、関心の高さがうかがわれた。

参加者(順不同、敬称略)；   19 名

橋本浩一、相原 孝、高畑幸一郎、中田靖夫、

越後博幸、栗原岩男、神山治貴、神山夫人、

山崎俊行、山崎夫人、眞鍋研司、井入正博、

野澤滋為、内山雅博、高橋英子、徳永枝里子、

岩本永三郎、島 亨、島 恵子

―司会の井入正博氏―

―講師の嶋田泉美氏―

―熱心に聴く聴講者―

☆ 委員会報告 ☆
第 4 回 ＹＭＫ会（横浜・町田・神奈川）報告 

ＹＭＫ会幹事 島 亨
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懇親会；17 時半～19 時半  居酒屋 “花まる”

横浜市中区太田町 2-32 

講演会場 IMEC の前、徒歩 1 分、費用 4,000 円 

参加者(順不同、敬称略)；  16 名  

嶋田泉美、橋本浩一、相原 孝、高畑幸一郎、

中田靖夫、神山治貴、山崎俊行、栗原岩男、

眞鍋研司、井入正博、中尾誠男、野澤滋為、

内山雅博、岩本永三郎、島 亨、島 恵子

懇親会；

講師、司会者に橋本理事長の参加もあって講演会会

場の横浜メディアセンターの真ん前のこぎれいな居酒屋

“花まる”は始まる前から侃侃諤諤。

講師が女性だから云うのもおかしいが、嶋田さんが押

取り刀で駆けつけて、理事長の音頭で乾杯をして賑や

かな懇親会が始まった。

―懇親会風景（１）―

―懇親会風景（２）―

セミナーの終わるころ、中尾さんからの電話が鳴った。

今、電車で大森を過ぎたところで懇親会には是非とも駆

けつけたいという。重い鞄を転がしてきてくれて懇親会

の開始直後からジョインしてくれた。

嬉しいね！

―懇親会風景（３）―

―懇親会風景（４）―

―懇親会風景（５）―

前回に引き続き井入さん、嶋田さんのお二人にお世

話になったが、今回のセミナー、懇親会も成功裏に終え

ることができた。

ご参集の皆さんに感謝いたします。

(担当；岩本永三郎、島亨) 
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文部科学省による産学連携の状況報告

2015年 11月に文部科学省から「2014年度（平成 26

年度）大学における産学連携等実施状況について」が

公表されたので、その要旨を紹介する。

民間企業との共同研究費受入額は約 416億円（過去

5年の年平均伸び率は約 6％）、民間企業からの受託研

究費受入額は約 111億円（同ゼロ）、特許権実施等収入

額は約 21億円（同 15％）、大学等発ベンチャー設立数

は 58件（横這い）である。 

共同研究および委託研究に関する外国企業からの件

数は、全体の約 1％である。 

ベンチャー設立数は、その中身の詳細は報告されて

いないが、2004年度と 2005年度には 200件を超えて

いたがその後急速に 50 件程度に低下しその後は停滞

した状態が継続している。

なおこの報告では、数値を大学別に集計してあり、産

業別には集計していない。したがって半導体産業あるい

は電子産業での産学連携のデータを読むことはできな

い。

以下今号では、大学教授を含む半導体分野の有識

者から産学連携についてのご意見をお伺いし、それらを

もとに当委員会で議論した内容を報告する。

大学における少子化の影響

昨今大学について議論するときに、少子化の影響は

避けて通れない。文部科学省の調査によると、18 歳人

口は、1992年の205万人（団塊ジュニア世代、戦後第2

のピーク）から減少を続け、2009 年付近から現在までは

約 120 万人付近を推移している。今後も減少を継続し

2031年には 100万人を下回ると見込まれている。 

少子化の進行により大学間で学生を奪い合う時代に

なっている。特に地方の大学では優秀な日本人学生を

集めるのに苦労していて、学生数とその質を維持する主

な活路をアジアからの留学生に求めている状況である。

今回訪問したある大学院では約 90％が外国（大半が

中国）からの留学生であった。そこでは入試・講義等を

すべて英語で行っていて、日本語を全く使わず課程を

修了することができる。中国人留学生（中国一流大卒）

は「優秀」と評価が高い。

一方、日本人学生は英語での教育を敬遠する傾向が

あると見られている。「研究活動の遂行には英語の問題

が大きい（いろんな場面で壁になる、英語で論文を書か

ないと相手にされない）」とどの大学でも聞くことができた。

「英語の問題が大きい」のは企業でも同じであり、このよう

な英語で教育を受けられるせっかくの機会でさえも日本

人学生が敬遠するとの事態は、将来の英語の問題を予

見させるものである。

ともかく優れた教育の場が日本人の学生に活用され

ないという事態が生じている。企業は積極的に、社員の

レベルアップのために、このような学問の場の活用を図

るべきであろう。一方このような教育の場で育った優秀な

（外国人を含む）人材をグローバル競争に挑む日本企業

が採用し戦力化すれば、企業にとってメリットが大きい。

少子化の影響は大学教員のポスト減少につながるた

め、教員のモチベーションにも影響を及ぼしかねない。

特にポスドクにとっては将来の大学教員ポストの減少に

つながるため影響が大きい。ポスドクの企業への就職は

分野のマッチングの点で難しいことが多いと言われるが、

企業がポスドクの採用を積極化しない限り、ポスドクが活

用されにくい問題は、ますます困難なものになる。

大学発ベンチャー

同じ「産学連携」という言葉でも日本と米国では意味

が大いに異なる。米国では、大学と企業間で人の移動を

伴い、往々にして大学発のベンチャーを指すことが多い

が、日本ではそれぞれの立場に変更なしに（大学人は

大学にいたまま、企業人は企業にいたままでの）共同研

究等の協力関係を指す。大学からのベンチャーを目指

す人はまず見当たらない。「ベンチャーをやってみたい

人はいない、発想にない」と断言する大学人もいた。

ある大学教授の言葉を借りると「大学からの起業は大

変困難である。日本の国民性・特質・風土がベンチャー

に不向きであり、変革には非常に長い年月がかかる。サ

ンプル（開発成果）を大企業に持ち込んでも、実績を求

められ、相手にされない。起業がうまくいかないときのセ

イフティネットが問題。一度失敗すると再起不能ではリス

キー過ぎる。中国人には華僑の文化があり国際化は当

たり前で、中国の大学卒→米国の大学→IBM/Intel は

何の不思議もない。一方、米国の大学に日本人は少な

☆ 委員会報告 ☆
半導体産業の産学連携(２) 

論説委員会 
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い、Intel にもいない。グローバルな勝負の勝者になろう

とすればシリコンバレーの一員となり、そのインフラを活

用する方が近道。」との認識であった。

シリコンバレーを特徴づける、リスクマネー提供システ

ム、経営を支える専門家群、起業家精神を促進する社

会規範、大企業とベンチャーが共に成長する産業組織、

多様で流動性の高い人材を提供する労働市場等は、単

純な政策によるのではなく自然発生的に形成されてきた

と言われる。これらは、残念ながら現在の日本にはない。

数々の努力にも拘わらず、これらの数々の違いを解消

できない大きな理由は、日本における人材の流動性の

低いことと移民の少なさではないだろうか。特に流動性

に関しては、同一の企業（大学）での勤続年数が長い方

が、経済的により安定することになる。これは勤続年数が

長いほど退職金が多くなり、また退職金への所得税の優

遇措置が大きいので、退職金が転職を思いとどまらせる

要因になっているものと思われる。企業年金の存在も同

様である。米国では確定拠出年金（401K）が主流で、企

業間でポータブルである。同一企業での勤続年数が経

済的有利さにつながらないような制度になるまで、日本

企業人の風土は大きくは変わらないように思われる。

産業衰退による産学連携への影響

半導体の分野でもわが国での産学連携は、企業との

共同研究・委託研究が主である。

「アカデミアの充実が 5 年後の産業界の発展に繋が

る」と考え、研究に努めているある研究者は、「共同研究

でも数多くの企業と連携を行ってきたが、研究成果の受

皿となるべき国内の半導体メーカーおよびエレクトロニク

ス産業全体が弱体化し、困った状況にある」、「かつては

ベンチャー企業とも付き合いがあったが、該当ベンチャ

ー企業の倒産によりその機会はなくなってしまった。一

例としては、日本製のメディア SoC がゼロになった。TV

の信号処理LSIはMediatekが席巻している。この分野

における研究成果の受け皿・出口がない状態となってい

る」と述べている。家電で世界を席巻した日本のエレクト

ロニクス産業が家電のデジタル化で優位性を失い、スマ

ートフォンに代表されるインターネット時代への変化の中

で競争力を失ったのが大きく効いている。

 前号でも述べたように、元々ミッションが異なる大学と

企業の共同研究を成功させるには、双方の利益に配慮

した活動のコーディネーションが重要であるが、このよう

な状況では、その役割の重要性が増すことになる。

教育の産学連携

当委員会では以前「産業人材の成長と育成環境に関

する調査」というテーマの経済産業省の委託研究に参加

したことがある。そのレポートの要旨は、日本企業におい

ても社員は、自己のキャリア形成のための教育（特に専

門分野、リベラルアーツ、外国語）機会を欲しているが、

社内教育には満足していない、社外教育のためには時

間と費用がないという、ものであった。

今回インタビューに訪問したある大学院は、LSI 設計

の研究と教育に力を入れて取り組んでいて、講義はす

べて英語で行われ、企業から人材を受け入れている。そ

れらの教育は半導体産業の社会人教育に最適であるよ

うに思われ、SSIS 参加企業にこの大学のシステムを紹

介し、社員の派遣を提案すれば良いのではないかと考

えられる。

またある大学教授からは、「若い研究者をシリコンバレ

ーに連れていくと目の色が変わる（積極的になる）」との

経験談を聞かせていただいた。そのような活動を促進で

きればすばらしいとも考える。

まとめと今後の検討

前号と今号の検討で、半導体産業における産学連携

の課題の概要の把握に努めた。

今テーマでは、大学における半導体に関する研究の

工業化のための課題解決のために、SSIS としての貢献

の道を検討することにしていて、現状ではその候補は以

下のように考えられる。

① 大学に対する英語のサポート（論文の英訳等）

② 大学発ベンチャーの支援

③ 共同研究のコーディネーション・研究成果の販売

④ 大学リソースによる社会人教育の推進

今後上記のような内容が SSIS の事業として成立でき

ないものか、検討をすすめることにする。検討対象（大学、

企業）は単に国内に留めず、例えば米国在住の SSIS

会員にシリコンバレーでの調査・検討も依頼して行う予

定である。また国の助成を得る等の、資金面の検討も重

要な課題になる。

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（2015.10.1から 2015.12.31）
個人会員（ご入会順、敬称略）

今井兼人、佐藤正幸、加藤重道、洪 伸二、 

墨田修作、伴 敏 

賛助会員（ご入会順、敬称略） 

(株)トーテック 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

◆10～12月実施行事
10月：  8日 理事会

15日 執行会議 

11月：  5日～6日 半導体アドバンスト講座 

 10日 SSISフォーラム 

 19日 執行会議 

25日 趣味の会・鎌倉散策の会 

26日～27日 秋季半導体入門講座 

12月： 10日 予算審議委員会 

◆マイナンバーと協会

皆さんご承知の通り、マイナンバー制度がスタート

しました。当協会においても 2016 年から運用してい

くことになります。

具体的な運用の代表としては、協会の活動に際して、

些少ではありますが協力に対して対価をお支払いして

おります。年末に対価計に対して源泉徴収票、報酬等

支払調書を税務署に提出しますが、その際に、マイナ

ンバーが必要になります。

運用に際しては理事会の審議を経てマイナンバー管理

規定を定めて、運用することになりますが、会員の皆

様の協力が必要となりますで、その折はよろしくお願

いいたします。

◆社員総会のお知らせ

2016 年 2 月 25 日（木）15 時より茗荷谷林野会館

において 2016 年度社員総会を開催いたします。総会

資料、出欠連絡票を別途郵便にてお送りいたしますが、

是非ともご予定いただき、出席のほどお願いいたしま

す。生憎、出席がかなわない場合には、必ず委任状の

提出をいただきますようお願いいたします。

◆事務局雑感

2015 年は事務局の業務環境の整備を進めてきました。

その代表格がネットワークセキュリテイの強化、会計コンサ

ルタントの導入です。これに伴い、会員原簿データベース

の構築と運用、会計ソフトの変更、事業管理データベース

構築、協会ファイルデータ構造の整理を行いました。

年度切り替え時の会費請求作業を行う際の新原簿運用

のバグつぶし、新会計ソフト並びにコンサルからの指導に

よる会計仕訳上の変化等々、12 月に入ってからかなり苦

戦をしながらなんとか乗り切ることができました。

事務局業務の効率化、ミスの低減が狙いですが、変更

した初年度でしたのでチェック・確認に時間を取られた結

果です、運用手順書の整備、運用ノウハウを蓄積すること

で目的が果たせると確信しております。

◆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。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

1月： 14日 監査役会

21日 理事会 

28日 執行会議 

2月： 18日 執行会議 

25日 社員総会、SSISフォーラム 

27日 コミュニティ多摩会 

3月： 17日 執行会議 
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