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発 明 力 の 発 揮 こ そ 日 本 復 権 の 道

    技術ジャーナリスト・協会顧問  志村 幸雄  
 
 
 

不透明化する「発見」と「発明」の関係性 
技術史をひもとくと、19 世紀は米独を中心に

電気、化学、自動車などの新技術が急展開した

「発明の世紀」だった。なかでもファラデーやエ

ジソンの発明にもとづく電気エネルギーの利用

は旧来の技術を駆逐し、生活環境や生産手段

を大きく塗り変えた。 
では、半導体、コンピュータ、光通信などの新

技術を基軸に「IT（情報技術）の世紀」と呼ばれ

た 20 世紀は「発明の世紀」でなかつたかといえ

ば、もちろん違う。いや、大事なことは、これらの

技術は今日なお深化・発展を遂げながら、我々

がいま対峠する 21 世紀をも「発明の世紀」へと

向かわせていることだ。現代の技術革新が際立

ったダイナミズムを内在しているのは、人類の知

的所産のもっとも原理的・基盤的な部分を担う発

見や発明がより高度化、多様化し加速化してい

るからだ。 
ここで発見と発明を並列的に取り扱ったが、

本来この両者は異なった性質のものである。 
まず「発見」は、科学者の手によって自然の普

遍的真理や法則が明らかにされることに主眼があ

り、一般的に科学的所産と受け止められている。

もとより科学研究は、それ自体が直接社会的に役

立つとか利益を生むとかいった視点に捉われな

い、自由な立場で行われる。 
しかし、発見によってもたらされた新しい知識

は、時と場合によって、既成の常識を覆し、科学

の進歩はもとより、技術の進歩にも大きく影響をも

たらす。 

すなわち、技術的所産としての「発明」の目的は、

技術者が既存の科学的知見を踏まえながら、私ども

の日常生活や産業社会に直接役立つものを考案・

創出することにある。発明に対する評価が単に新規

性や革新性にとどまらず、それ自体がもたらすサービ

スや経済性に及んでいるゆえんだ。 
科学技術が深化し多様化している現代において

は、これら科学と技術が互いに接近・融合し、発見と発

明の境界線も次第に明確さを欠くようになっている。 
 
図は半導体技術の展開をトランジスタから IC、

LSI への発展を例に示したもので、半導体増幅作用

の発見を出発点（いわゆる科学的成果）にしながら、

トランジスタ、IC などの各種デバイスが発明（いわゆ

る技術的成果）された経緯が説明されている。ある種

の段階を踏みながら、自己増殖さながらに機能を拡

大している様子が読み取れる。 
発見と発明の接近といえば、ノーベル物理学賞を

受賞した江崎玲於奈氏は受賞対象となったトンネル

ダイオード（別名エサキダイオード）を例に取りなが

ら、「科学者の立場から見ると江崎はこれを発見した

と言い、技術者の立場から見ると江崎は発明したと言

ってくれる」と話す。つまり科学的な視点に立てばダ

イオード自体のトンネル現象が科学的発見の対象

（ちなみにノーベル賞授賞理由には「発見」とある）に

なるし、技術的視点に立てば負性抵抗曲線を示しス

イッチング作用を持つダイオードという意味で技術的

発明になる。 
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こんな事態が生じるのも、1 つには半導体自体が

稀なる「構造敏感」な物質で物理学賞受賞の赤﨑 
勇氏らがバンドギャップの大きい窒化ガリウムに着目

して青色 LED の開発に成功したのも、宮崎照宜氏ら

を始めとした東北大学の研究グループが電子のスピ

ン現象に着眼して新規のメモリーを考案したのも、発

見と発明が表裏一体という意味で江崎氏の事例と同

じである。 
余談だが、2000 年に IC の発明で同じノーベル物

理学賞を受賞したジャック・キルビー氏は、前掲の図

からも察せられるように IC 自体はあくまでも技術的発

明で、本来なら科学的発見の成果を顕彰するノーベ

ル賞には不向きとも言われてきた。現に彼自身、「自

分は技術者であってノーベル賞とは無縁な人間だ」

と常々口にしていた。それが受賞の栄に浴したのは、

氏の発明が20世紀後半を起点にした「IT革命」の引

き金になったことに加え、ノーベル賞自体が技術革

新性などの影響を評価基準に加味し始めたことが影

響したからではないか。 
 
「時代精神」の重要性を説いたゲーテ 

18 世紀ドイツの文豪ゲーテは、「発見には幸運

が、発明には精神が必要」と言っている。 
どうしてゲーテがこんなことをと思う向きもあろうが、

彼は文学者として「ファウスト」のような大作を残す一

方で、自然科学者としての素質にも恵まれ、光学を

はじめ植物学、地質学の分野で独自の理論を提唱し

ている。 
 

だからと言うべきか、「ウィル

ヘルム・マイスターの遍歴時代」

「ノヴェレ」などの作品には、当

時の先端技術だった望遠鏡が

登場し、理系人間の興味をそそ

る。一例を「ノヴェレ」から引用

すると、主人公のホニーリオが

「いつもよくこの便利な道具を肩

に下げて持ち歩いていた」とあ

る。今様に言うなら、スマホかタ

ブレットを持ち歩く現代の風俗

に通じようか。 
そんなゲーテにとって発見・

発明が重要な関心事だったこと

は、発見の動機としての「ひらめ

き」に加えて、多くの発見が予

想外の幸運によってもたらされ

ることを指している。今日しばし

ば議論の対象となる「セレンディ

ピティ」に着眼した先覚的人物      

だったかもしれない。 
次に、発明に精神が必要としたのは、発明の動機

づけとなる開拓者精神や集中力の重要性を説いて

いるように思われる。ただ見逃してならないのは、ゲ

ーテの言う精神には「時代精神」ともいうべき含意が

あるのではないか。時代精神とは発明者が時代の進

むべき方向やニーズを的確に判断し、それによって

創出された創造物を時代の転換や使う側の受益に

直接役立てることるにある。言うまでもなく、この場合、

時代精神が発明の牽引力となり、生まれた発明が新た

な時代精神の涵養へと導く好循環が期待できる。 
振り返って、トランジスタ発明の遠因をたどると、技

術の目利き役として自他ともに認めるベル研究所の

マービン・ケリー（後に所長）の存在が大きい。彼は

MIT で博士号を取得したウイリアム・ショックレーに着

目、「将来の電話事業を考えると、従来の真空管に

代わる新しい増幅器が不可欠。その役割を君に担っ

て欲しい」とベル研入りを促す。ショックレーは後年、

「ケリーとの会話が私の人生を決めた」と回顧してい

る。現にベル研入所間もない 1938 年 12 月の研究ノ

ートには、早くも「固体増幅が原理的に可能」と書き

残して、具体的なアイデアが示されている。 
察するに、時代感覚やニーズに根ざした時代精

神とは、このケリーの先見的な考察力や、ショックレー

の内発的な考察力や、構想力に宿っているように思

われる。イノベーション主導の技術開発が世界規模

で展開する今日こそ、そして「日の丸半導体」の復権

が叫ばれている今日こそ格別な意味を持つ、発明へ

の向かい方である。 
 

半導体デバイスの階層的進歩 

・Brattain, Bardeen 

 点接触型増幅作用の発見 
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エレクトロニクス、それも半導体を中心とする業界に深く

関わっている筆者が「サービスについて考える」などと言

い出すと、違和感を持たれる読者もおられるかも知れな

い。実は筆者にも具体的なアイデアがある訳ではなく、何

となく「このままでは良くない」という思いが増幅してモヤモ

ヤしているのが正直なところでもある。しかし今、半導体業

界で何が起きているのか、これからどうなりそうなのか、こ

れを考えていると、どうしても「サービスの具体化を考えな

いと半導体メーカーの戦略が立てられない」という結論に

なってしまうのだ。今回はその辺のモヤモヤについて、私

見を述べさせて頂きたいと思う。 

 
2015 年の世界半導体市場は、前年比▲2.0%の 3,472

億ドル、若干ではあるが 2012年以来のマイナス成長に終

わった。そして 2016 年の見通しは、やはり前年比▲2.9%

のマイナス成長になる、と IHS では予測している。パソコ

ンや多くの家電機器はスマホに需要を侵食され、市場の

伸び悩みが続いている。そして唯一元気だったスマホ市

場でさえ、Apple や Samsung などの人気製品が伸び悩

み、半導体需要をけん引してくれるアプリケーションが見

当たらないのが現状となっている。相対的に車載機器や

産業機器向けの半導体需要が伸びる、などと期待されて

いるが、車載機器向け需要は半導体市場全体の 12.9%、

産業機器向けは同 8.4%（いずれも 2015 年実績）に過ぎ 

ないこと、またいずれも 2 ケタ成長が見込めるような状況

にはないこと、などを考えると、過度な期待を寄せる訳に

もいかないだろう。 

 
昨今の半導体業界でよく耳にする単語に「IoT」があ

る。今更解説を必要とする単語ではないが、では IoT とは

具体的に何を指すのか、半導体メーカー各社が取るべき

IoT 戦略とは何か、という議論になると、明確な答えが出

てこないことが多い。IoT というのは具体的な製品を指す

単語ではないので、パソコンや携帯電話について語るの

とは勝手が違う、という点は理解できる。しかし、事業戦略

が立案できないままでは問題だろう。筆者のモヤモヤの

原因は、まさにこの点に尽きる。 

前回の寄稿記事の中でもこの点については触れさせて

頂いたが、ハッキリ申し上げて日系各社の取組みが中々

具体化して来ないことが非常に気になるのだ。 

 
 IoT に話を戻すと、今までネット接続していなかった「モ

ノ」を接続させることで、新しい機能やサービスを実現させ

ることが IoT の狙いである。パソコンや携帯電話のように、

すでにネット接続が常態化している機器は、特にこの先大

きな変化はないとしても、車載機器、産業機器、あるいは

衣料品や食料品など、「こんなことができたら便利だな」と

いうアイデアを具体化することで、使い方や考え方が大き

く変わりそうな事例はたくさんあるはずだ。ここで重要なの

は、今までの枠組みの中で議論を繰り返しても、中々具体

今、求められるサービスを考える 

IHS Technology 主席アナリスト 大山 聡 
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化に至りそうもないことである。何故なら、エレクトロニクス・

半導体と親和性の低い産業との議論こそが大事で、今ま

でにない接点を新たに作ることが求められるからである。

極めて当たり前のことではあるが、それを実行に移してい

る IoT 推進企業が果たしてどれくらい存在するのだろう

か。 

 
 1 つ例を挙げると、我々が店頭で買い求める食料品の

容器には、必ず賞味期限・消費期限に関する記述がある

が、「容器を開封した後の賞味期限」については十分な情

報管理ができていない。「開封後はなるべくお早めにお召

し上がり下さい」という極めて曖昧な表記に留まっているケ

ースが圧倒的だろう。食料品メーカーにしてみれば、製造

年月日は情報管理できても、消費者がいつ開封したか、

という情報までは管理できていないのが現状だ。では、容

器を開封した瞬間にその年月日をシステマティックに記録

でき、それをメーカーと消費者が確認できるようになったら

どうか。消費者は安心してそれを賞味することができ、メー

カーは新しい商品への買い替えを促進することができる。 

  このようなサービスは、無線通信機能を備えたマイコン

と、容器開封時の圧力から電力を発生させるデバイスを

食料品の容器に装着させることで実現できるのではない

か。単価は安く抑える必要があるが、膨大な数量の需要

が期待できる。今までになかったサービスで、消費者もメ

ーカーもメリットを享受できるからだ。異業種産業との話し

合いの機会を意図的に増やさないと、このような新規需要

を生み出すことはできないだろう。 

 
 また食料品に限らず、我々が店頭で買い求める商品に

はバーコードが付いている。バーコードは商品の売上計

上や在庫管理に重要な役割を果たしているが、記述でき

るデータ量が非常に限られていること、情報の書き換えが

できないこと、といった問題点が存在する。これを改善す

べく、バーコードの代わりに RFID を活用するアイデアが

あちこちで議論されているようだが、どうやって規格化を

進めるのか、技術的な問題よりも政治的な問題の方が難

しそうな状況にあるようだ。 

 
IoT 関連の新サービスの中には、上述のように政治的

な難問が立ちはだかるケースがあるのは事実だろう。しか

し、局所的なサービスから初めて対象領域を徐々に広げ

たり、あるいは既存の環境やシステムに限定的な機能を

付加することから手を付けるなど、やり方は色々あるはず

だ。すでに水面下で様々な議論や準備が進められている

案件もあるだろう。それでも、この手の議論をしていて一

向に当事者意識が感じられない方、自分たちの仕事では

ないと他人事のように考えている方、そういう方々がエレク

トロニクス・半導体業界に随分多いように感じられるのは、

筆者だけだろうか。今どんなサービスが求められているの

か、そのためにどんな技術が有効なのか、エレクトロニク

ス・半導体業界の人間が無関係でいられるはずなどな

い。 

 
我々自身、IoT による新サービスの恩恵を受ける当事

者として、自分たちにできるここと、考えるべきことを常に

念頭に置いておきたいものである。 

 蛇足ながら、この手の議論を韓国人、中国人、あるいは

アジア諸国の方々としていると、技術的な知見が不足して

いる人物でさえ、目を輝かせて興味を示されることが多

い。どんな技術が必要なのか、どの会社が有利なのか、

などなど、姿勢が非常に積極的な人物によく出会う。多く

のアジア人に積極的な姿勢が見られるのは、マクロ経済

の市況によるところが大きいのではないか、などと筆者は

考えている。彼らはインフレ経済の中で生活してきたた

め、他人より先に決断すべきだ、明日まで待っていると値

段が上がってしまうかも知れない、あるいは売り切れてし

まうかも知れない、というスタンスで生活しているように思

えるのだ。これに対して、長らくデフレ経済の中で生きてき

た我々日本人は、今慌てて結論を出す必要はない、明日

まで待てば値段が下がるかも知れない、しばらく様子を見

よう、などというスタンスが染み付いてしまったのではない

だろうか。 

 
 エレクトロニクス・半導体は常に競争が強いられる業界

であるにも関わらず、技術力やノウハウを豊富に持つはず

の日系企業が、欧米のみならずアジア諸国の企業にまで

後手後手に回っているのは、肝心な場面での決断力が不

足していることが原因だと筆者は確信している。デフレ環

境が日本人の決断力を鈍らせた、というのも私見に過ぎな

いが、これから異業種間の議論を含めて新しい接点を求

めて「今までになかったサービス」を考えるためには、この

ネガティブな状況を放置しておく訳にはいかないのだ。

「様子など見ずに実行に移そう」を合言葉に、もっと積極

的なスタンスで新サービスの実現に邁進すべし、と筆者は

痛感している。 
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１．初めに 
2015年、世界の半導体業界に金額ベースで例年の数倍

のM&Aという大きな津波が押し寄せ、今年もその余波

が続いている。IoT 時代を迎えて企業の再編成が急がれ

ていることに加え、中国が急に半導体産業に力を入れ始

めたことも起因の一つである。中国の半導体産業への投

資額は莫大で、その豊富な資金で世界中の半導体メーカ

ー、製造装置メーカー、材料メーカーに触手を伸ばして

いる。1990年台の韓国、台湾が半導体に参入した時より、

はるかに大きな波が半導体産業に迫ってきている。さら

に IoTで産業や生活も大きく変わり始め、半導体の果た

す役割は従来以上に広がっており、それを受けて半導体

の産業の大再編成が始まっている。このように拡大する

業界にもかかわらず、日本の半導体産業は取り残され、

縮小傾向が続いている。従来の家電、PC やスマートフ

ォンなどのコンシューマーを中心として育ってきた半導

体が、今まさに、医療、介護、農業、交通、通信、金融、

教育、エネルギー、製造業等多岐にわたる分野での応用

が広がり、半導体産業は大きな変化点に差し掛かってい

る。変化点はチャンスでもあるので、ここでは日本の半

導体産業の国際競争力を上げるための考えを述べたい。 
 

２．中国の半導体産業への莫大な投資 
中国製造 2025 計画では製造大国から製造強国への脱

皮を目指すとされている。半導体産業分野では国家集成

電路産業発展領導に基づき、2．3 兆円×5 年間（70％が

半導体へ）の規模の国家集成電路産業投資基金が設立さ

れた。中国製造 2025 遂行に向け、民間企業が半導体産

業に投資する際、地方政府と公企業が最大80％まで直接

投資できる支援案もあり、地方政府、民間の投資が加わ

ることになる。このことを考えると半導体産業への投資

金額は莫大になることが予測される。第 13 次 5 か年計

画ではGDPの2.5％を研究開発に充てて、人件費アップ

で競争力が低下している通常の製造業から脱却して、付

加価値の高いハイテク産業への発展を目指している。 
2014 年での世界の集積回路市場は約 3358 億米ドル、

そのうち約990億米ドルが中国市場であり、世界市場の 
の34％を占めることになり最大となっている。これは今

後さらに拡大傾向にある。しかし中国はこの膨大な半導

体市場を抱えながら，まだ内作率が11.4％と低く、製造

強国を目指す中国としては、様々な工業製品の頭脳とな

る半導体の自給率を2025年までに70％に高めようとし

ている。 
このため中国は膨大な資金を投入し、国境を超えて

M&A を積極的に進めていくことで、技術を手に入れ、

さらに市場での存在感を高めていくことを狙っている。

清華大学系列の紫光集団が仕掛けた Micron, Western 
Digital 等米国大手への資本参加はうまく進んでいない

ようであるが、インテルがすでに紫光集団に投資をして

いることから（図-1）、水面下ではメモリに関して、紫

光集団は米国，台湾との協力体制を作り、三星に対抗し

ていくのではないかと予測される。これは次世代メモリ

やモバイル分野進出を目論むインテルにとっても、紫光

集団と協力し合っていくことが、うまく中国に進出する

ことにもつながっていると考えている。 
（図-1） 

 
まず中国は台湾のメディアテックの初期のように、リ

スクを低減するため、市場がアーリーマジョリティにな

った段階で参入し、デバイスとともにリファレンス設計

を提供し、ボリュウムゾーンを支配する戦略を真似して

くるであろう。 
 このような状況下で台湾は今のうちに中国へ進出しよ

うとしている。これは中国に進出した企業にのみ、台湾

国内生産分も中国内製扱いになることを将来期待しての

動きのようである。TSMC、UMC などが積極的に中国

国内に最先端工場を建設中である。一方、三星は半導体
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を中心にした新しいサイエンスパークを韓国内に設立す

るため、2017 年までに 140 億米ドルの投資を行うとし

ており、投資合戦は勢いを増している。  
 
３．半導体業界の地勢が変わる 
 中国の半導体産業は巨大な投資と国家主導で育成して

いく中で、台湾との連携はさらに高まり、メモリ、ロジ

ック関連のコモディティ化したデバイスは中国国内で生

産され、価格競争は一段と厳しくなってくるであろう。

中国のファブレスメーカーの成長は大きく、すでに台湾

を抜き世界第2位になっている。チップ製造に関しても、

そのうち中国も力をつけてくるので、台湾としてはハイ

エンドに集中すると同時に、チップレベルで3次元化し

たモジュールや、システムのフロントエンド設計にウエ

イトを移し始めている。ITRI（Industrial Technology 
Research Institute）内のERSOがメカニカル技術と融

合し、また TSMC が従来のウエハ工程だけでなく、バ

ックエンド工程にも乗り出し 3D モジュール技術の開発

に力を入れて大きく変化しようとしている。 
 これから半導体、電子部品のコモディティ化した分野

では、付加価値が少なくなり、今まで以上の低価格化競

争の世界になる。日本としてはこの世界から抜け出し、

強い物性技術を生かした電子部品と半導体を融合させる

ことや、高い民意度を生かした安心、安全、高信頼性に

特化したデバイス分野に移っていくことが、一つの策だ

と思う。単体のデバイスよりもチップ化した電子部品や

半導体をウェハレベル、あるいはチップレベルで接合し、

3 次元の複合化したモジュールが求められる時代が来る。

従来のようにボード上に組み込む方法では、高速化、低

電力化した単体デバイスが出来ても、その性能をうまく

引き出すことができなくなる。SiC や GaN などのワイ

ドバンドギャップのパワーデバイスでも、従来の Si 
IGBT ベースのモジュールでは寄生のインダクタンスが

動作上の問題となっている。ここでも、プリント基板や

モジュールの設計から変えることが必要で、日本が力を

発揮できるところでもある。 
  
４．今後の日本半導体が向かうべき方向 
 日本の半導体は弱体化しつつあるが、まだ新規なデバ

イスの開発力を持っており、特に新しい材料を取り入れ

たセンサーデバイスなどでは先行している。世界市場を

持ち、技術チャレンジを続けている強いシステムメーカ

ーと戦略的パートナーシップを組み、新規なデバイス（で

きればモジュールして）を開発し、市場にいち早く出し、

広めることによ 
デファクトスタンダードを握る戦略に出なければならな

い。 
社内だけで開発するのでなく、有望な顧客と一緒になり、

技術先行型でなく顧客視点からの開発が重要である。ま

た知的財産戦略を活用しないと、折角開発した技術の価

値を失ったり、世の中に広がらなかったりするので、これへ

の対策も必要である。特許で変に囲い込んでしまったりす

ると、その技術は普遍化せず、場合によっては製品も広が

らない可能性がある。従ってデファクトスタンダードも含め

た標準化戦略も不可欠であり、これにより市場の広がりを目

指さなければならない。技術は使われてこそ価値が生まれ

るものである。 
 高度スマート・セキュア社会における半導体産業の国際

競争力は、安全・安心が担保されるデバイス・システムがよ

り力を持つようになる。今までの利便性で広がってきた半導

体の世界とは変わってくる。安全性、環境性、質への民意

度が高い日本でこそ、高品質、高信頼性が問われる領域で

力が十分発揮できるようになる。高い安全性が求められな

いコモディティ化したコンシューマー分野では、中国メーカ

ーの大参入もあり、より厳しいコスト競争が繰り広げられ、そ

こには日本の強みはない。 
 単体デバイスから極省電力化した 3D モジュールでシス

テムメーカーへソリューションを提供する力が今後の競争

力となる。デバイスレベルではシリコン以外の技術も融合さ

れ、より複合化した機能をもつことになり、物性力（材料、分

析、プロセス、機能設計等）が重要になり、ヘテロジーニア

スインテグレーション（図-2）の時代が来る。 

 
  
５．シリコンに縛られずに半導体の世界は拡がる 
 「アップルは何ら新しいことを発明していない、だが新しい

組み合わせはいっぱい行った」と創立者のジョブズは言っ

ていた。かけ離れた異分野との組み合わせほど、人は思い

つかないので、そこに新規性が生まれやすい。日本では

色々な分野で、世界的に見てそれなりの力が備わっている

ので、レベルの高い異分野融合ができる優位性があり、大

学等でも異分野融合プログラムがスタートしているので、 
色々な産業分野の企業も積極的にかかわっていくことが望

まれる。半導体は微細化の追求で、これまで大きく発展して

きたが、従来の動作原理では限界が迫りつつあり、コストパ

フォーマンス的にはメリットが得にくくなり、モアザンムーア
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(More than Moore)の考え方に注目が集まっている。デジ

タルアプライアンスと違って、車載、産業向けにはアナログ、

パワー、センサーやアクチュエーターデバイスも多く利用さ

れるので、ここでもモアザンムーアのアプローチがより有効

になりだしている。 
（図-3） 

 
 モアザンムーアのアプローチとして新規材料物性との融

合とか異分野技術との融合が採られている。一つ目の方法

の新規材料との融合は、シリコン上に無機物あるいは有機

物の薄膜を形成して、シリコンでは得られないその物性を

利用して、センシング、演算、メモリ、アクチュエータなどの

アクティブ機能を持ったデバイスを薄膜に形成して、基板

のシリコンに形成したデバイスと一体化させて、複合的機能

を持たせる方法である。強誘電体薄膜を利用すれば、不揮

発メモリ、不揮発ロジック（スタンバイ時に電源を完全にオフ

しても、ロジック状態を維持できるので、極省電力化やハイ

スピード化が実現でき、センサーネットワークに適す）、セン

サー、アクチュエータ等への活用があり、シリコンだけでは

できなかった機能を実現している。 
（図-4） 

 
 
 
 
 

また太陽電池で応用されているCIGS薄膜で可視光と近

赤外光をセンシングするイメジャーを形成し、体の中の血

管を観察すことを可能にした。 
（図-5） 

 
二つ目の方法の異分野技術との融合は橋梁設計のシミ

ュレーション技術を利用して、MEMS の加速度センサーと

か、半導体のプロセス技術を活用したマイクロ TAS(トータ

ルアナリシスシステム)で、微量でできる血液検査器の例を

示した。 
（図-6） 

 
＊その他、多くの事例を紹介したが、紙面の都合上割愛 

 
６．結び 
 モアザンムーアの視点に立てば半導体の世界はさらに拡

がり、そこには日本の強みが活かせるチャンスがある。IoT
のネットワークで製造業とサービス業の境目がなくなり、モノ

からコトへの発想の転換が求められる今、持続的競争優位

の仕組みづくりの中では、産業形態の変化を先取りし、既

存の業界のバイアスがかかった視点でなく、自分の立ち位

置を俯瞰的にとらえ、自分の上、下のレイヤーを意識し、パ

ートナーシップを築きあげることが重要である。 
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「概要」 

 ソニーのMOSLSI開発の歴史はバイポーラICのそれに

比べて困難な道のりであった。その困難を乗り越えて後発な

がらCMOS LSIの競争社会に船出して、遂に撤退するに至

ったが、その中でも 1982 年に CMOS LSI の本格的な試作

開発ラインを設営し、そこから CMOS SRAM の開発から量

産そして営業に向かったことを中心に、その後更に大きく発

展し、終結するまでの歴史を報告する。 
 
「MOS LSI の始まり」 
  1960年代にはソニーでもMOSICの開発が始まっていた。

東京の本社の半導体開発課に入社した安藤哲夫は 1964 
年には上司の岩田課長の許可を得て MOS トランジスタの開

発を始め、翌年には PMOS トランジスタを試作した。ここで

説明が必要である。その頃、ソニーでは井深社長が IC はや

らない、MOS は決してやらないと宣言していた頃である。岩

田は彼の上司だった岩間の了解の下に IC の開発を進めて

いた時であった。MOSIC を開発することに戸惑いはなかっ

たであろう。安藤は当時本社にあった電卓の開発グループと

連絡をとり、MOSIC がどのように使われるかの検討を始め

た。ソニーの先駆的な仕事であった。彼は 1967 年には厚木

工場に移り、そこで電卓開発部隊と協力して MOSIC の開発

を進めている。井深の方針を忠実に実行していた厚木工場

長小林の知らないことであったであろう。 
1970年代のMOSIC及びMOSLSIは電卓によって幕を

開けた。シャープはその前年1969 年、ナショナルセミコンダ

クタに依頼して電卓用 MOSLSI を開発し、世界初の LSI 電

卓を発売した。1971 年には日本のビジコン社がインテルに

チップセット開発を依頼し、用途に応じてプログラムを変える

ことが出来る LSI、すなわちマイコンを発明した。1972 年に

はカシオがカシオミニを発売し、価格破壊がすさまじい勢い

で進行した。MOSLSI は急速に進展し、IBM の 360 システ

ムになぞらえたモジュールで電卓を生産していたソニーは

MOSIC を放置するわけにいかなかった。そこで、日立に電

卓用 LSI の開発生産を依頼したが、価格競争には勝てず、

1973 年には撤退を決意している。その間、電卓開発部門の

MOSIC 設計と安藤たちのプロセスの協力によって、ソニー

でも電卓用の MOSIC の生産を始め、日立の MOSIC に続

いて次の機種からは実際に使用された。しかし主流にはな

れないままであった。更に、1972 年には独自に 1 チップ電 
卓用の MOSLSI の開発に成功したが、時すでに遅かった。 

すでに内々でソニーは電卓からの撤退を決めていた。これ

によって、安藤たちは残念ながら仕事を失った。その後安藤 
たちは 1975 年には CCD 開発に従事するようになって一旦

MOSIC から離れた。この時代にはどこでもそうであったよう

に、PMOSIC が使われた。これはソニーにとって重要な歴

史の一駒であった。 
 一方、デジタル化の波はコンシューマ商品にも及び始め

た。1974 年頃にはテレビチューナーの電子同調が注目され

始め、ソニーは高性能バリキャップを開発して対応している。

1977 年にはこのデジタルチューニングシステムをリモコンと

共につかさどるデジタルチューニングシステム（DTS）コント

ローラ IC とラストチャンネルメモリと称する 後に見たチャン

ネルを記憶するためのノンボラタイルメモリ MNOSIC が島

田喬らにより開発されて生産に供されている。MNOS メモリ

は極薄酸化膜を介してトンネル電流によってシリコン窒化膜

に蓄えられた電荷が電源を切ってもトランジスタのオンオフ

状態を保持することを利用するものである。こうしてソニーは

電卓撤退によって失った MOSLSI の新たな用途を開発した

のだった。なお、この同調方式は電圧シンセサイザーで同

調電圧をデジタル変換して不揮発性メモリに記憶させるもの

である。この方式は大ヒットを収め、トリニトロンの初期を飾っ

た。 
更に 1980 年には設計部門と島田は協力して、島田の

NMOS プロセスを用いた 125MHz 周波数シンセサイザー

IC を開発し、FM チューナーで電子選局化の先頭を走った。

このプロセスは配線の自由度が多い点で高速化に有利であ

った。1983 年には 1.8 ミクロン NMOS で 350MHz の周波

数シンセサイザーを、1985年には950MHzのシンセサイザ

ーLSI を開発し、ソニーの TV 及び FM チューナーの優位

性に貢献した。しかし、このプロセスはセルフアラインではな

かったので次の世代では別の標準的プロセスに受け継がれ

た。 
 
「カスタム LSI の時代の始まり」 
 1970年後半からデジタル技術の進展に伴い、MOSLSIを

コンシューマ機器に応用したいという要望はどんどん増加し

た。1977 年にはテープデッキの液晶ピークメータ駆動用

MOSLSI は富士通に委託され、その後 1980 年代には多く

のMOSLSIが富士通に生産委託された。当時、厚木工場内

にあった情報機器事業本部も MOSLSI は少量多品種を必

ソニーMOSLSI 開発史 
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要であった。これらも大方は半導体事業本部が要望を受け

取って富士通などと交渉して開発生産を委託する状態にな

った。 
ゲートアレイやマスタースライスなどがそれらの用途として

適当であった。ソニーの半導体事業本部ではバイポーラ IC
の設計に忙しく、貴重な設計リソースを割けなかったのも事

実であった。もとよりそれらを試作量産する能力も無かった。 
富士通も先端 MOS のテクノロジー・ドライバーとしてソニ

ーの情報機器事業本部向けのゲートアレイが適当であると

考えていたようで、両者にとって好都合であった。またその

後大量に必要となったマイコンはNECなどにも委託され、ソ

ニー半導体は自社用 IC の生産としてはバイポーラ IC に限

られるような有様であった。それでも半導体事業本部は自ら

MOSLSI の本流に参加してその開発生産を実行する気は

無かった。 
  時すでに遅し、と見えたのであった。ソニーはまだバイポ

ーラ IC で歴史的な優位性を享受していた。テレビ用のバイ

ポーラ IC、ビデオ用、CD 用、CCD 用などセット部門の設計

とソニーのプロセスは他社に対して極めて優位な状況であっ

た。多くの他社がソニーの IC を欲しがった。日本の他社が

DRAM で世界に進展し、世界中から高い評価を受けていた

とき、ソニーは静かに他社から MOSLSI を購入する仕事に

没頭していたが、その状態を覆そうとする動きは無かった。

ただ岩間社長は違っていた。 
 
「岩間社長の憂鬱」 
 1978年末から 1979年初めにかけて CCD プロジェクトが

中央研究所から厚木工場に移転し、プロジェクトは中村事業

本部長の下に入った。1980 年には CCD の 初の営業であ

る全日空への納入が行われた。岩間は半導体事業本部を指

導する立場となり、例によって一ヶ月に一回半導体事業本部

を訪れ、半導体の研究開発報告会を開いた。CCD プロジェ

クトが厚木移転を完了した年、1979 年に始まっている。厚木

の敷地内にある情報機器事業本部の本部長、森園専務も会

議に参加していた。 
  そこでは 近の一ヶ月の間に進捗のあった研究開発テー

マについて報告し、岩間の質問やコメントを受けるということ

であった。毎月どういうテーマで報告すべきか、事務局が検

討し、一番成果として評価されると思われるものを選んで報

告した。そこでは社長が も関心があり、重要なMOSLSIの

設計開発に関するテーマがよく取り上げられた。もちろん他

のテーマもあったのは当然である。MOSLSI の設計開発の

テーマでは本社のセット部門の要求に対してどのように設計

し、どのように優れたLSIに仕上げるのかというテーマが取り

上げられることが多かった。その中には優れた工夫があって、

独自性のあるものがあったりした。MOSIC 設計部長は沼田、

次長は渡辺であった。 
岩間は静かに聴いていたが、あるとき「お前たちは宮廷音

楽隊だ」とつぶやいた。面白い話を聞かせてくれて気分を良 
くしてくれるが、何も実質的に会社の実益に寄与しないでは

ないか、という皮肉である。そうして設計された MOSLSI は

殆ど富士通に委託生産されたからである。自社内で生産す

る能力を持っていないことに対するいわば恨み言であった。

かといって「何とかせい」ということも出来なかった。なんとも

ならないことを社長自身がよく分かっていたからである。悶々

とした気持ちが出席している自分にもよく分かった。工場は

敷地一杯に建物が建っており、新しい MOSLSI 試作開発を

実行する場所を用意することは無理と見えたのである。 
 岩間は嘗て 1973 年にはソニーアメリカから帰って中央研

究所に CCD プロジェクトを設立し、イメージセンサーの商品

化と共にソニーのMOSLSI技術の復活に望みを託したのだ

った。今 CCD が厚木に移り、開発が一層進みつつあるとき

に、当初からの狙いであった MOSLSI をどうにかして厚木

に根付かせようとしていたと思われる。それがどうも思うように

は進まない。どうしたらいいのか、という悩みが続いていたと

思われるのである。一方、CCD 開発の方も自分の思った通

りではなかったであろう。厚木工場の一角に優れた試作ライ

ンを設けたので、中央研究所で苦労したパーティクルの問題

や、汚染の問題も解決すると思っていたのに、進展は遅々と

していた。中村本部長に「もうCCDはやめてもいいよ」と言っ

たのもこの頃のことだったかもしれない。しかし、岩間が中村

に対して国分工場に CCD 生産ラインを作れと指示したのも

この前後のことであった。あれやこれや悩みは尽きなかった

のではないかと想像する。 
 
「MOSLSI 試作ラインの構想」 

1980 年も終わりに近づいた頃、MOSLSI の試作開発ライ

ンをどうすべきか考え続けていた筆者は極めて困難だが実

行できる案を考え付いた。それは厚木工場の中心に位置す

る一番大きな建物 9 号館の一角がクリーンルームではなく、

通常の環境で製品の測定選別に使われていることに注目し

たのである。従業員はエンジニア、管理者を除いて、殆どパ

ート従業員の人たちであった。この部門を工場外に出して、

その区域をクリーンルームに構築しなおせばMOSLSIの試

作開発ラインが出来るのではないかと考えたのであった。面

積はほぼ 1100m2で何とか実現可能な面積と判断した。 
岩間社長への報告会が終わったとき、筆者は社長の帰り

際にこの案をちょっと話した。社長は「そうか」と言うだけであ

ったが、不機嫌ではなかった。もちろん実行できるかどうかも

不明である。何も言うはずがない。当然本部長にも報告し、

蜂谷工場長にも報告相談した。実現できるかどうかの調査が

先である。蜂谷工場長は真剣に検討を部下に指示し、厚木

工場から遠くない範囲で広い作業場を確保できるか、従業員

の通勤のバス手配、昼食の取り方などを調査させた。困難は

沢山あったが、実現可能と判断された。候補に上がった場所

は厚木市の隣の伊勢原市にあるソニーと関係のある物流会

社の三井倉庫を改装して使用する案であった。実行計画が

承認されて後に、厚木工場総務部門と半導体事業本部は協

力して 9 号館の測定部門を移転させる計画を実行に移した。

従業員も含めて大変な努力が払われた。 
 一方クリーンルーム建設の具体案については も積極的

に協力したのは MOS 設計部の沼田部長と渡辺次長であっ
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た。これによってソニーで MOSLSI のビジネスが出来るよう

になるのではないかという期待からである。同時に工事検討

要員として研究部（矢木部長）技術部（加藤次長）MOS 設計

部などから参加した田辺、島田、八木、矢元、平野、安達など

のメンバーであった。後に仲井、二神が加わった。これらの

組織化にはMOS設計部の渡辺の力が大きかった。また、具

体的な工事の発注サポート部隊はやはり半導体事業本部で

はなく総務部施設課になるので、その担当であった内藤課

長、米田がこれに参画した。こうして 1981 年初めには難しい

プロジェクトが始まった。 
  難しいと言う意味は本来本部長が主導したプロジェクトで

はなかったのがその理由である。本部長は熱心ではなかっ

た。しかし、MOS 設計部を中心に絶対に何とかしなければ

ソニーのMOSの将来は無い、という危機意識が担当者には

働いていた。宿命的な困難であった。バックには社長が居る

と言うのも現実であった。 
 こうして 1981 年 2 月 27 日には竹中工務店から第一回の

建築工事見積書が提出されている。一億円強であってあまり

に安い。実際には 7.5 億円強かかっている。クリーンルーム

のクリーン度について安易に考えていたのである。そもそも、

既存の部屋をクリーンルームに改装しても、それ程高度なク

リーンルームを作ることは難しい。竹中工務店の計画は常識

的なものであった。しかし、ソニーはこれに満足しなかった。

対応は次に述べる。 
 
「計画段階の困難と進捗」 
  計画段階での 初の問題は装置の選定に当たってウェフ

ァ径をいくらで進めるべきかであった。当時研究部は 3 イン

チウェファを使っていたが、先行きは更に大きなウェファが使

われるようになるだろう。量産移行には量産工場と同じウェフ

ァを使うべきだから 4 インチウェファを採用すべきであると言

う意見と今の 3 インチのプロセスを採用する方が容易に立ち

上がるから3インチにすべきであるという両意見が対立した。 
結局筆者の判断も含めて4インチで行くことを決定した。こ

れが 初の大きな論争であった。なお、先に述べたように今

まで島田（喬）が進めてきたプロセスに代わって、セルフアラ

インによる標準的な CMOS プロセスを採用することにした。 
次はクリーンルームの設計に関してであった。すでに建っ

ている建物を改修するので優れたクリーン度に設計する自

由度が無い。それでどの程度のクリーン度の建設を行うのか、

予算はどうするのか、という議論である。渡辺らは徹底したク

リーン度を追及すべきと主張したので、建物の構造を少し変

えて床に空気のリターンの溝を作ると言う新たな構造を考案

した。クリーンルーム内の真ん中に鉄製のスノコの道を作るこ

とになった。これは竹中工務店との合作である。空調設備や

建設費は大幅に増加した。 
 困難な課題が次々に起こり、半事の担当者や特に施設の

米田には大きな負担であった。平野は酒の量が増えたと嘆

いた。 
  成果があったのはこの MOSLSI 試作ラインでどういう試

作開発を行うべきかに対する検討結果が報告されたことであ

る（1981 年 3 月）。当面は 8ｋ及び 16ｋ   SRAM、8 ビット

CPU、64ｋ CMOS ROM、次にカスタム LSI などなどの目

標が示された。MOS 設計部の見識だったと思われる。 
 こうして1981年7月には「MOSIC開発プロジェクト計画決

済」が工事、プロセス装置を含めて 35 億円弱で決済された。

内機械装置 27 億円強。当時の感覚では大きなプロジェクト

であった。この起案者は半導体事業本部長 中村銈一であり、

特記すべきことは実行担当が筆者川名副長と明記されたこと

だった。 
 
「プロジェクトの進行と高崎、岩間の来訪」 
  1981 年 8 月には工事が始まった。しかし、工事が始まっ

て見ると予想していたことと違う問題が生じ、どう修正すべき

か、予算は増やせないのでどう対応すべきかなどの問題が

起こった。担当委員会は常に悩みぬいていた。その都度解

決の知恵を出し合い、工事は進んでいった。 
 同時に必要だったのは今まで不足していた MOSLSI の専

門エンジニアの確保であった。社内にはそれほど多くは居な

いので他社からリクルートすることにし、総務部門の協力を得

て大規模な募集をかけた。こうして日立、富士通、東芝など

の多くのエンジニアを採用し、配置した。また交代勤務が必

要なので、そのための要員の確保、また女子従業員の訓練

などやるべきことは沢山あった。また、クリーン度は 高クラ

ス3のクリーンルームなので、そのための徹底したクリーン作

業の準備も行われた。 
もう一つ行われた新しい試みはコンピュータによるライン

管理の実施であった。これは渡辺の努力による。全くなれな

い仕事であったので、作業者たちは 初苦しんだ。 
 このようにして工事は 1981 年 12 月 18 日までには計画通

りほぼ終了し、続いて装置の搬入と立ち上げが行われた。こ

のすべての過程の中で予定外の状況が起こり、その都度出

費を余儀なくされたこともあった。新たな決済が必要なことも

多々あり、その通過には頭を悩ませた。本部長が中々OＫし

ないのである。沼田、渡辺は実行担当責任者の一人として本

部長に呼び出され説明を求められ、叱責されることもあった。

難しいときであった。 
しかし、2 月中には装置の搬入、立ち上げもほぼ終わり、

試作の作業も始まりつつあった 1982 年 3 月のある日のこと

だった。突然高崎専務が MOS 試作ラインの視察に訪れた。

彼は嘗て厚木工場長として半導体事業本部を指導した経験

があり、CCD プロジェクトに厚木のメンバーが参画するとき

には も強い推進力を発揮した人である。当時、厚木工場長

を退任して本社にいた。筆者と沼田、渡辺が MOS 試作ライ

ンの内部をクリーンスーツ着用で案内した。彼は装置やプロ

セスに詳しいわけではなかったが、熱心に話を聴いた。終わ

って会議室で話をした。彼は「よくここまで立派に出来たな。

しかも逆風の中で」と言った。彼はクリーン度といい、新鋭装

置の配列と言い、優れたラインの完成に驚いたようである。ま

た、彼はこの仕事が初めから非常な困難の中で進められた

ことをよく理解していたのであった。彼の感想はその驚きを

語っている。そう言って彼は帰っていった。 
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それから何日か経った。突然、社長の岩間が厚木に来る、

MOS 試作ラインを案内するようにという話が来た。また筆者

と沼田、渡辺で案内した。彼はその前年から大腸がんを患っ

て入退院を繰り返していた。厚木まで来られると聞いて大分

回復されたのかな、と思いつつ出迎えた。彼はやせ細って

いた。ようやく歩けるというという程度かと思われた。試作ライ

ンに到着して「中に入られますか」と筆者が聞いた。「うん」と

頷いた。中に入らなくても窓から中が見えるようにはなってい

たからである。中に入るのにはクリーンスーツに着替えなけ

ればならない。中々大変である。前室に入って着替えること

になったが、彼は自分で着替える力も無かった。あめ色の靴

を立ったまま投げ出して「着替えさせろ」と言うように立ってい

た。筆者はクリーンブーツをはくのを手伝い、他の人たちが

スーツを着替えさせた。こうしてクリーンルームに入ってから、

筆者は空調のやり方、そのための建物の構造、機械装置とク

リーン化のための工夫など一通り全工程を回って説明した。

その間彼は一言も発しなかった。終わってからまた着替えを

手伝い、部屋の外に出てまた一言も言わずに帰っていった。

どこにも寄らず、誰とも話をしないままであった。 
  彼は先に来た高崎の報告を聞いて自分で見たいと思って

きたのであろう。今まで何とかして MOSLSI をソニー内で

生産し、会社に寄与させたいと思ってきたいわば悲願が達

成できるチャンスにめぐり合えたのではないか、という気持ち

でもあったであろうか。一言も発しなかったのは誰にも影響

を及ぼしたくないという気持ちだったのかもしれない。また自

分の病のこともよくわかっていてのことだったであろう。もう二

度と厚木にくることも無いであろう、という感慨もあったかもし

れない。 
 
「8ｋ, 16ｋ, 64ｋ CMOS SRAM」  
 MOS 試作ラインでは当初の予定通り 8Ｋ CMOS SRAM

の開発試作を実行した。新しいウェファサイズ（4 インチ）、新

しいラインと設備、新しい人員構成などで中々プロセスの流

れは順調ではなかった。詳細なプロセス手順を作ったのは

小林（和）であった。歩留まりも初めは中々上がらず、苦労が

続いた。それでも評価のエンジニアたちの努力もあって、問

題は少しずつ改善されていった。筆者は岩間の病床に報告

書を書いて送ったりした。 
そうこうしているうちに 8 月になった。岩間が亡くなったの

である。衝撃は全社に広がり、厚木も同様だった。筆者は

MOS 開発部と命名された MOS ラインの部長（渡辺次長）を

兼任していたが、開発部の全員を集めて岩間社長死亡の報 
告と自分たちの使命を涙ながらに述べたのであった。 

この MOS 試作ラインは MOS 開発部と称し、筆者が部長

兼任だったが、渡辺次長がMOS設計部と連携して仕事を進

めた。その 9 月には組織変更があり、本部長は森園専務兼

任となった。筆者は副本部長になったが、その後 1983 年に

は組織変更が行われ、また本部長が河野に代わった。その

1983 年までには 8k SRAM は次第に順調になり、16Ｋ 
SRAM も投入され、64ｋSRAM も企画投入された。更に富

士通のマスクを使った 4 ビットマイコンの開発案が作られるよ

うになった。SRAM の競争力を持たせるためには高速性が

大切である。そのために設計開発の努力がなされた。そして

その年5 月には顧客評価サンプルが出荷された。 
この SRAM はその後1983 年5 月からの組織変更後、青

木集積回路事業部長の下で成長を見せ、その年 1983 年中

ごろには量産展開のために国分工場に移転する計画が立案

されることになった。先に国分工場にCCD専用生産ラインを

建設するに際し、これを 4 号棟と称し、2 階建ての工場にし、

１階に CCD 生産工場を展開し、2 階もまたクリーンルーム化

できるように設計されていたので、直ちに新開発 MOS デバ

イスを生産すべく生産ライン建設計画に着手した。これを 4
号棟2 階の意味で 4-2 プロジェクトと称した。1983 年9 月か

ら平野らがこれに当たった。彼らの努力により工場ラインが

すべて完成した1994年9月、貝沼等はSRAMの国分生産

を目指して勇躍厚木から国分に異動した。平野もプロセス担

当としてしばらくこの生産に参加した。 
MOS 試作ラインでは 16ｋ SRAM に加えて 64ｋ SRAM

の開発準備も進められた。1983 年初めにはラインは順調と

なり、16ｋ SRAM などが次々と投入された。1985 年中ごろ

には 64ｋ SRAM の生産品が完成し、信頼性試験も行われ

て不都合が指摘され、解決に向かっての努力も行われた。

そして1996年5月頃には256ｋ SRAMの生産が始まった。 
一方、1984年早々には営業の窪田がアメリカから参画し、

海外へのSRAMの営業活動が強化された。窪田は1983年

ソニーアメリカで対企業セールスに任命され、半導体のIBM
納入に意欲を燃やしていた。彼は 16ｋ SRAM と 64ｋ 
SRAM の売り込みを進めたが IBMは高速64ｋ SRAMに

興味があった。遂に IBM よる工場監査が 1986 年 6 月に行

われた。工場内は緊張に包まれた。引き続くその年 11 月の

フォロー審査の結果合格となり、当時世界 高速の 64ｋ 
SRAM を世界の巨人 IBM に納入できることになった。貝沼

たちは信頼性上の問題、特に BT 不良の問題解決に苦しん

できた。その間、窪田はカリホルニアに居てニューヨークの

IBM と日本のソニーと時差の中、随時連絡をとり営業を進め

た。これは 1985 年から 1986 年にかけての製造と営業の努

力の結果であった。この成功はすべての担当者にとって大

きな誇りであった。こうしてソニー半導体事業本部はその前

年 1985 年にはメモリ市場への本格参入を果たし、ソニーの

高速 SRAM としての地位を築いた。MOS 試作ラインを作っ

て国際的に通用するソニーの MOS LSI をつくり、会社に貢

献したいという目的は一応達成された。 
 

「SRAM 以外の展開」 
一方、1984年4月にはモトローラとの半導体協業の話も持

ち上がり、マイクロプロセサー68000 の試作まで実行できたのはソニー

のMOSLSIの実力が基礎にあったからである。 
これは盛田会長と親交のあったモトローラの会長ギャルビ

ンとの話し合いから始まった。モトローラの担当者はソニー国

分の 4-2 ラインを見学してその優れた実力を認識した。彼ら

はソニーとの協業を望んだが、ギャルビンはソニーの将来を

予見し、ソニーが自分の競争相手になることを心配したので、
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協業は実らなかったが、ソニーが MOS LSI で他社と競争で

きる基礎を築いたのは、この MOS LSI 試作ラインがあって

作り上げられた国分の 4-2 ラインあってのことだったと考え

る。 
1980 年代のソニーにおける MOSLSI のテクノロジー・ド

ライバー、すなわち製造技術の推進力となったのは CD（コ

ンパクトデイスク）の DSP (Digital Signal Processor、音声

信号処理装置)とマイコンであった。MOSLSI 設計部門は音

響部門と協力して CD-DSP に取り組み、第一世代はソニー

が設計し、富士通に生産を委託した（1982 年生産）。第 2 世

代も同様にソニーが設計し、富士通に 初生産委託したが、

その後ソニーで生産を引き取った（1984 年生産）。第 3 世代

はソニーの設計生産で 1987 年生産となっている。 
4 ビットマイコンの 初のバージョンは古い NMOS プロセ

スで挫折（1980）したが、CMOS 4 ビットマイコンは 1984 年

ソニーで生産を開始した。続いて 1987 年には 8 ビットマイコ

ンを生産に移すなど独自設計と生産をソニーで行っている。

このように新たに取り組んだCMOS技術はSRAM以外でも

ソニーで実用化されていった。 
ゲーム用の LSI は 1990 年代になってからであるが、ソニ

ーの MOSLSI の大きな分野になった。更に後、2001 年に

はソニー、IBM、東芝の3社による64ビットマイクロプロセサ

ーCELLの共同開発が始まり、その後2006年の生産にも共

同担当して気を吐いたのも、このソニーMOS LSI の基礎作

りが元になっていると考えられる。不幸にして 2007年の決定

により、ソニーはイメージセンサー以外の MOS LSI の自社

内でのプロセスから撤退することになったが、その間の努力

の結果や苦しみながらも頑張って経験を積んだ人材はイメ

ージセンサーなどに生かされてきたと信じたい。 
 
「エピローグ」 

バイポーラ IC に偏り、MOSLSI を軽視して生産すること

に本格的に注力しなかった1970年代後半のソニーはテレビ

チューナーの電子化という好機に恵まれ、NMOS や

MNOS の生産を始めたが、本格的 CMOS 時代に対しては

不十分であった。これに対して、それを憂慮していた岩間元

社長の意志を活かし、関係者たちはこれを打開しようとして

必死に働いてきた。厚木工場総務関係者もそれに応えて困

難な工場移転などを推進し、これに誠心誠意協力した。国分

工場への展開を受けて、ソニーは高速 CMOS SRAM の分

野で世の中に優れた分野を開拓し、IBM へも納入できるよう

になった。その後、CD-DSP やマイコン、ゲーム用などの用

途拡大の後、CELL の量産の輝かしい歴史の後で、ソニー

の MOSLSI からの設計を除くプロセス撤退決定となった。こ

れを受けて、改めてこの歴史は何であったかを振り返らざる

を得ない気がするのである。単に半導体の歴史としてではな

く、ソニーの怒涛の歴史の 1 ページとして。 
泉下の岩間はこの様子をどう見ているだろうか。歴史は非

情なものである。関係者たちの汗と苦しみはどう今に生きて

いるだろうか。 
この激動を通じて頑張った後に、不幸にも早世したこの仕

事の仲間たちに敬意を表しながら、筆をおく。     

 
42 プロジェクトのクリーンルーム完成、 初の作業開始式 

 

 
42 プロジェクト開始のキックオフ大会での河野本部長（国分） 

 

§ 謝辞 
本稿を記すにあたり、多くのソニー関係者から情報を戴い

た。お名前は挙げませんが、ここに紙面を借りて心からお礼

を申し上げる。 
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文科省通知は文系不要論なのか？ 

                                

昨年 6 月、文科省通達をきっかけに巻き起こった文系不

要論は、「成果を出していないことを自認する被害妄想者の

戯言」に過ぎぬ。 

参考のために問題の文章を以下に転載するが、これは

企業で言えば「中期計画策定方針」である。環境変化への

対応を求めているだけで、人文社会科学系学問が要とも不

要とも言ってない。変化に対応できたものだけが生き残るこ

とが自然界の摂理であれば、それを求めるのは極めて当た

り前ことであろう。 

文章が稚拙で誤解を招きやすかったとしても、文系不要

論という“1”か“0”か的、次元の異なる議論にねじ曲げられ、

そして大騒ぎをする様は筆者の目には滑稽に映った。むろ

ん文科省と大学との間には長年の確執があり、その土壌の

上での出来事なのだろうが、それにしても高等教育にかか

わる人々の思考様式としては、いささか情けないと感じたの

は筆者だけだろうか。 

 

 
やや古くなったが中央公論 2 月号に、「国立大学文系不

要論を斬る」と題した特集が組まれた。 
編集部は全国 86 国立大学長を対象に 6 問からなるアン

ケートを実施し、55 大学長から回答を得た。特集にはその

全文が掲載されている。経団連や日本学術会議までが文

書で抗議したこの問題を、当の学長たちはどのように捉え

たのだろうか。アンケートの回答を分析することで日本高等

教育界の現場責任者たちの反応を描き出してみたい。筆者

のように産業界で生きてきた人間との意識の違いを知り、教

育を考える一材料を提供したいと思うのである。 
分析にはテキストマイニングを使う(NTT データ数理シス

テム社製 Text Mining Studio を使用)。文章はアナログ量

のため定量的取り扱いが困難だが、単語に分解することに

よってそれが可能になる。 
アンケートの回答を読めば部分を詳細に理解できるのだ

が、全体が見えにくい。回答全文をコンピュータに取り込ん

でテキストマイニングすることによって全体像を描き出すこと

ができる。読むこととコンピュータでテキストマイニング処理

することの違いは、部分と全体との違いと考えて良い。さて、

前置きはこれくらいにして回答の解析に移ることにしよう。 
 

大方の学長は「文系不要論」とは捉えていない 

問１と問 2 は「人文社会科学系軽視とも批判されている文

部科学省の 6 月の通知をどう受け止めましたか」、「近年、

大学への運営費交付金が減らされる中で、予算配分が理

系重視になる傾向にあります。これからの国立大学のあり方

を考える上で、国立大学は理系を重視すべきでしょうか。文

系はどうあるべきと思いますか」である。 

 
回答した 55 学長の中で文系出身者はわずかに 7 人、文

理融合領域1 人、残り 47 人は理系出身者である。2 つの設

問は違うことを問うているのだが、結果的には理系出身者に

向かって「文系学問の必要性は如何に？」と訊ねることに等

しくなった。回答が似通っていたので、２問の回答をひとま

とめにして分析する。 
 
まず単語出現頻度から学長たちの考え方を眺めてみよう。

単語を関係する項目にくくり、個々の出現頻度を表 1 にまと

めた。 
結論を言えば、「国立大学に人文社会科学系が不要」と

回答した学長はいない。単語出現頻度には「必要」、「重要」、

「不可欠」などが上位に登場する。理系出身の学長たちは

全員、人文社会科学系学問・教育は必須と力説している。 

【参考】 

 文科省通知の問題になった部分は以下のとおりである。 

（1）「ミッションの再定義」を踏まえた組織の見直し 

 「ミッションの再定義」で明らかにされた各大学の 

強み・特色・社会的役割を踏まえた速やかな組織 

改革に努めることとする。 

 特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・ 

大学院については、18 歳人口の減少や人材需要、教育水準の

確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織の見直しを作成

し、組織廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取

り組むように組むよう努めることとする。 

ＳＳＩＳ 講演企画委員長  有門 経敏  
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文科省通知を文系不要論と過激な受け止め方をした学

長は極めて少数で、むしろ「不断の改革を要請したもの」の

ような冷静な受け止め方が多い。さすがに学長たちは見識

に富んでいる。 
では人文社会科学系学問をどのように位置づけているの

だろうか。 
 出現する単語の頻度から見る限り、人文社会科学系学問

の授けるものは、「教養」である。「教養」とは何かと問えば、

「幅広い」、「深い」、「多様」、「多面的」という

形容詞が登場し、「知識」、「視野」、「価値観」

という名詞を修飾する。そして、それらが「理

解力」、「洞察力」、「課題可決能力」、「表現

力」、「コミュニケーション能力」を高めると、

続く。 
大学は、深く確かな専門性とそれを支える

教養を併せ持った人材育成して社会に貢献

する。学長たちは様々なことばを使っている

が、ざっくりまとめればこういうことになろう。 
大学は今後どうあるべきかという問いにつ

いては、「改革」、「改変」、「改組」という単語

が多く登場する。改革が必要だと認識してい

ることがわかる。 
文理融合という単語も見られるが、数は少

ない。そもそも文系や理系という分類が必要

なのか。後で筆者の経験を述べるが、企業

では仕事をするために、大げさに言えば生

きていくために、必要な時に必要な学問を勉

強する。理系も文系もない。 
大学人から積極的に文系、理系という言

葉を捨て、その概念をなくす努力をして欲し

いと思う。「既成の枠組みを壊す」とか、「既

成概念を捨てる」という過激な言葉も見当たらない。学長と

いう立場上やむを得ないのかも知れないが、もっと革新的

でエネルギーを感じさせる表現があっても良いのではない

か、と巷の岡目八目は考えるのである。 
 

選択と集中には、慎重だけれども肯定的 

 
問 3 では、「少子化、財政難という状況下で、大学、学

部の統廃合など集中と選択を進めるべきであるという声も

ありますが、どうお考えになりますか。また、貴大学は、こ

の問題でどうあるべきと思いますか」と選択と集中につい

て問うている。 
回答には「選択」や「集中」など当然な単語が並んでい

るだけで、単語出現頻度から学長たちの意図を理解する

のはむずかしい。そこで、単語の係り受け関係からことば

ネットワークを描くことにした。図 1 に結果を示す。図には

出現する単語がちりばめられており、○のサイズは出現

頻度に比例する。当然だが、サイズが大きいほど出現頻

度が高い。 
また、単語と単語を結ぶ線と矢印はそれぞれ、係り受け

とその方向を示している。  

表1 問1と2の回答における単語出現頻度
項⽬ 単語 出現頻度

必要 33
重要 25
不可⽋ 11
（⽂系の）軽視＋ない 1

⼈⽂社会科学系学問の授けるもの 教養 10
幅広い、広い 14
⾼い 8
深い 3
多様 7
多⾯的 2
知、知識 6
視野 4
価値観 3
課題、解決、課題解決 11
理解、理解能⼒ 7
表現、表現⼒ 5
洞察⼒ 2
コミュニケーション⼒ 1
⼈材育成 8
その他⼈材を含む⾔葉 23
社会要請、社会ニーズ 13
社会貢献、地域社会貢献 9
改⾰、改組、改変 12
連携、異分野間連携、横断 7
強み、強い、特⾊ 6
⽂理融合 2
分野転換 2
ミッション再定義 2

⼤学は今のままで良いのか

⼈⽂社会学系の必要性

教養の中⾝(形容詞）

教養の中⾝（名詞）

教養が⾼める能⼒

⽬的

⼈材育成を通じて達成する⽬標

図 1  問 3 の回答のことばネットワーク 
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まず左の上にある紫色のグループを見ていただきたい。

「大学」、「学部」、「統合」、「統廃合」、「進む」、「安易」、「進

める＋べきではない」という 8 個の単語が線で結ばれてい

る。この係り受け関係から、「学部や大学の統廃合は進む」

という意見と、「安易に進めるべきではない」という意見があ

ることがわかる。ただし、「進める＋べきではない」の○は小

さい。ということは、安易に進めるべきではないと警鐘を発

するのは少数派で、大方の学長は統廃合に前向きというこ

とになる。 

 

右側中央よりやや下にあるピンク色の○印にも、選択と集

中に関する係り受け関係が見られる。「選択」と「集中」が「必

要」と「考える」という論理になろう。○印がいずれも大きいこ

とから、選択と集中の必要性はメジャーな意見といえる。 
 
 では、選択と集中をどうやって進めるのか。それについて

は、緑とグレーの○印が示している。「強み」と「特色」を生か

し、「機能強化」を「図る」のである。それには「財政支援」が

「不可欠」というところに落ちる（左側水色）。三途の川も金次

第、先立つものは金である。  

 
 
 
 

学長の 85％は理系出身、文系学問は役立っている 

  
問 4 は、「学長は理系、文系、どちらがご専門ですか？ 

理系の場合は文系科目、文系の場合は理系科目を勉強し

たことが現在、役立っていると思いますか。理由もお聞かせ

下さい」とある。 
 

この問いに対する答えは常識的だ。ことばネットワークの

方が理解しやすいので、図 2 に示す。文脈は２つ、１つは、

理系も文系も大学時代に勉強しておくと役に立つというもの

（水色）。もう一つは、幅広い教養や素養が必要というもので

ある（ピンク）。 
ただ一人だが、“自分が大学時代に学んだ文系科目”が

（自分の人生において）役に立っていないという回答がある。

“自分が大学時代に学んだ”という修飾語がついているので、

文系科目一般を指しているわけではない。文系科目が不要

なのではなく、社会との接点を考えて変身しなければならな

いと結んでいる。 
     

文科省に言いたいことは 

問 5 は「文科省にこれだけは言いたい、ということがあれば

お書きください」である。 
この問の答えでは、単語出現頻度が面白い。表 2 に出現

頻度の高い単語ベスト 20 を示す。「教育」や「大学」の出現

頻度が高いが、第3 位は「運営費交付金」、そして第6 位に

「削減」がある。「学問にも金が必要なのだ、運営費交付金

を削減するな」という主張が強いのである。 
もちろん理解できるのだが惰性も悪平等も良くないので、

維持目的の費用と改革のための費用というようにメリハリを

付けることを納税者としては望みたい。 
                   

大学は、即戦力を育成するところではない 

 
問 6 は、「即戦力を求める企業にこれだけは言いたいと

いうことがあればお書き下さい」である。中央公論社は即戦

力となる学生を採用するのかと邪推したくなる質問だ。 
学長たちはむしろ、企業が求めている人材は即戦力とは

限らないという見方をしている。その職や立場に期待される

能力を自らの力で身につけていける人材の養成（東北大

学・里見学長）や多様なことを未来指向で考えられる構想力

「運営費交付金を減らすな！」 

図 2 問 4 の回答に出現することばのネットワーク 
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を身につけられる教育（京都大学・山岸学長）など深い見識

に基づいた意見が多い。 

  表２  問５の回答における単語出現頻度上位２０ 
 
  余談ながら筆者は、企業人人生 37 年のほぼ全てを研究

所、または技術開発部隊で過ごした。部長時代に 4 人のグ

ループリーダーを集め、105 人にのぼる部下の品定めをし

たことがある。 
  

テーマを与えれば、関係部署との調整、技術開発の企画、

実行、結果のまとめと考察、報告、次の予算獲得 
のための提案など一連の作業をこなせることを一人前と定

義し、名簿の上から順に一人前ならば○、そうでなければ×
をつけていく。こうして部員全員に○か×が付いた。○のつい

たメンバーの勤続年数を調べると最低で 5 年。入社後一人

前に育つのに 5 年かかることがわかった。修士課程修了者

がほとんどなので、年齢はほぼ 30 歳である。 
 

外部の委員会でこの話をしたら、教育担当をしている他

社の人から我が意を得たりとばかりに賛成いただいた。これ

が実情なのである。即戦力になどなるわけがない。もちろん

学長たちの人材育成に対する考えに賛成である。 
 

終わりに 

  理系出身者にとっても文系出身者にとっても専門ではな

い学問は教養・素養と位置づけられている。大学人にとって

学問は専門と教養なのである。しかし、企業人にとって学問

は、必ずしも専門と教養の関係ではない。 
筆者は大学で応用化学を専攻し、学位を取得した。就職

後、半導体製造技術開発に従事し、最初に担当した仕事は

プラズマエッチングである。プラズマは気体放電現象で、学

問としては物理、一方、エッチング過程は化学反応だ。 

研究論文も予算請求も何事も文章を書かねばならないの

で、就職してから改めて日本語の勉強をした。大野晋先生

の日本語練習帳など何

度も読み返したものであ

る。 
管理職に昇進すると予

算に責任を持つので、少

しは会計学を勉強した。

産業を論じるためにマー

ケテイング学も必要だっ

た。そして、イノベーショ

ンが連呼される時代、シ

ュンペータの「経済発展

の理論」も勉強した。 
振り返ってみると、生き

るために、必要な時に必

要な学問を勉強してきた

と思う。理系か文系かと問われれば理系と答えるが、正直な

ところ何が専門なのかわからなくなった。広辞苑第 6 版によ

ると専門とは、特定の分野をもっぱら研究・担当することとあ

る。ならば筆者に専門はない。 
 

では大学で学んだことは何だったのか。 
 
鶏のヒナは、生まれて最初に見たものを親だと思うという。

大学での学問は、長い人生において最初に見るものだ。筆

者の場合、それが化学である。 
 化学を最も長く勉強したわけではないし、それで飯を食っ

ているわけでもないが、筆者のものの見方の基礎には常に

化学がある。例えば、「経済発展の理論」の第 1 章で、シュ

ンペータは“経済というもの”を文章で緻密に描き出している。

難解だし、くどくて多少退屈なのだが、「経済とは化学反応

に似てるな」と思うと不思議なことに頭にすらすら入ってくる。 
化学は筆者にとって専門ではないが、ある種の Identity

のようなものといえるであろう。 
 文系・理系に依らずほとんどの学生は企業に就職し、筆者

と同じように様々な学問が必要になる。だから、理系、文系

という議論にはあまり意味がない。 
 東北大学・里見総長の回答にある「確かで深い専門性とそ

れを支える広い教養を教授し、もって生涯学び続ける力を

付けさせるのが大学の役目」という記述、特に後半の部分に

いたく共感する次第である。理系、文系と目くじら立てるより

も意識の中にある文・理の枠を取り払い、学問は皆等しく必

要と考える方が建設的ではあるまいか。 
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  ハワイの昔と今         歴史館委員会 元日立製作所    渡辺 二之 

～ 王朝の盛衰と現在のハワイあれこれ ～        

ハワイ王朝の盛衰 

 多くの皆さんは、一度は常夏の島ハワイを訪問したことが

あるのではないかと思います。私もハワイは大好きで何度も

訪問しております。今回はハワイを訪れたことはあっても、

その歴史についてあまりご存じないかと思いますのでちょっ

とだけひもといてみました。 

ハワイに人がいつから住み着いたかは私もよく分かりま

せんが、タヒチなど、ポリネシアの島々から移ってきたようで

す。大昔はともかく、まずはハワイ諸島の部族争いを勝ち抜

いた統一王朝の話をしましょう。 

皆さんも良くご存じかと思いますが、初代の王様は「カメ

ハメハ大王（図１）」で、1795年に王国の樹立を宣言し、1810

年に諸島の統一が完了しています。カメハメハ王は

「Kamehameha the Great」と呼ばれ別格の扱いです。その後

はカメハメハ家の血筋を引いた直系王が 5 代まで続きまし

たが、そこで直系は断絶しました。王族の家系を調べてみ

ますと、狭い島国のため同族結婚が多く見られ、その後の

王族もどこかで大王の先祖の血を引いている家系となって

います。第 6 代以降は、先祖は同じですが、カメハメハ家と

異なる家系の一族が選挙で王様になっています。有名なの

は 1874 年に即位した第7代王の「カラカウア王（図２）」です。

その頃、米国から多数の移民があり、米国の勢力が強くな

ってきました。そこで、王は外交関係の改善を名目に 1881

年、世界一周の旅に出ました。まず、最初に日本に立ち寄

り、明治天皇に謁見され、カラカウア王の姪に当たる「カイウ

ラニ王女（図 4）」と日本の皇室との縁談を持ちかけました。

しかし、当時の世界情勢からこの縁談は成立しませんでし

た。もし、この縁談が成立していれば、真珠湾攻撃や日米

戦争は無かったかもしれないともいわれています。 

カラカウア王はその後病気になり、カリフォルニアで療養

しておりましたが 1891 年に病没しました。その後を継いだ

のは妹で最後の女王となる「リリウオカラニ女王（図３）」です。

その頃カイウラニ王女は英国に留学しており、リリウオカラニ 

 

 

女王は、後継者としてカイウラニ王女を考えていましたが、

米国系市民によりクーデターが起こり、同女王はイオラニ宮

殿に幽閉されて、ハワイ共和国が樹立されました。カイウラ

ニ王女は1897年に帰島しましたが、1898年にハワイは米国

に併合されました。そして、ハワイ島民に愛されたカイウラニ

王女は1899年に若くして病没しました。最後の女王であるリ

リウオカラニ女王は 1917 年に没していますが、生前に有名

な曲である「アロハオエ」を作っています。 

 

  

図１ カメハメハ大王 図２ カラカウア王 

 

 

図 3 リリウオカラニ女王 図 4 カイウラニ王女 

 

その後、王家はどうなったか。カラカウア王には子供がい

なかったため直系の家系は途絶えましたが、カラカウア王

の后であるカピオラニ王妃（図 5 の右側）の姉の家系により

王室は現在もハワイの人々に愛されて継続しています。 
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図５ カピオラニ王妃（右）と 

   リリウオカラニ女王（左） 

 

図６にアロハオエの直筆譜面を示します。これはビショッ

プ博物館の中に展示してあります。 

 

図６ アロハオエ直筆譜面（出典：ビショップ博物館） 

 

カメハメハ大王の銅像は本当の姿か？ 

 皆さんがハワイを訪問したときに、必ず訪れる場所にカメ

ハメハ大王の銅像があります。ところが、大王の若い頃の肖

像画は残っていないので、似た若い兵士をモデルにして作

ったといわれております。確かに晩年の大王の肖像画（図

１）とはかなり違っている感じがします。 

 

図７ カメハメハ大王銅像 

現在のハワイあれこれ 

昔のことはこのくらいにして、話題を現在のハワイに移し

たいと思います。 

ハワイには人の住める主要な島が6つあります。大きな島

を北から記すと、カウアイ島、オアフ島、モロカイ島、マウイ

島、ラナイ島、ハワイ島ですが、小さい島（ニイハウ島、カホ

オラウェ島）を加えると全部で 8 つになります。そのうち、ニ

イハウ島は個人が所有しているため許可無く入島はできま

せん。ハワイは大昔の火山活動により、カウアイ島から順番

に島が形成されており、現在はハワイ島の火山活動が活発

です。特に有名なのはキラウエア火山で、噴火口から溶岩

が流れて海に入っていく姿は、皆さんの記憶にあると思い

ます。 

今回はそのうち州の中心都市であるオアフ島、特にホノ

ルル市に注目してみたいと思います。ホノルル市のダウン

タウンには州政府機関や王朝時代の宮殿であるイオラニ宮

殿、カメハメハ大王の銅像などが有ります。一方で観光の中

心地はワイキキ海岸です。その途中には、いろんなお店が

沢山集まっている「アラモアナショッピングセンター」があり

ます。でも観光で訪れる人たちが宿泊するホテルは、だい

たいワイキキ周辺にありますので、ほかの地域を訪れようと

すると、足の確保をどうするか考えねばなりません。レンタ

カーもありますが、左ハンドルと右側通行になれていないと

事故を起こす可能性がありますので注意が必要です。では

どうすれば良いか考察してみます。 

 

ホノルルの道路と交通機関 

オアフ島の道には、ほぼすべて名前がついています。名

前には王様の名前や王族の名前、その他ハワイ語の地名

などが使われております。そのため道の名前を覚えないと

目的地に行くことが難しいのです。例えば、ワイキキの中心

を走っている道の代表的なのは、「カラカウア大通り

（Karakaua Ave)」「クヒオ大通り（Kuhio Ave)」などです。これ

らの名前は王族の名前が使われていることが多いです。道

の名前を覚えることは、次にお話しする公共バスを使うとき

に極めて大事になってきます。 

一方、普通の観光の場合は観光会社が扱っているバスを

無料で利用できます。バスと言っても現地ではトロリーと呼

ばれています。昔のワイキキには確かにトロリー電車のよう

な交通機関があったようです。そのため、今でもそう呼んで

いるし、車の姿もトロリー電車のような形をしているものもあり

ます。図８は昔のワイキキの古い写真です。トロリー電車も

左に確かに走っているのが分かります。また、図９に現在の

トロリーの例として、JALPAK が使っているレインボートロリ

ーを示します。 
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図 8 昔のワイキキ（出典：Moana Surfrider Hotel） 

 

 

図９ 現在のトロリー 

 

無料のトロリーを使う場合は、各旅行社のツアーに参加

するしかありませんが、ワイキキトロリーだけは、お金を払え

ば普通の人でも乗れるトロリーです。例えばアラモアナショ

ッピングセンターに行くには、片道一人 2 ドルですが、JCB

のクレジットカードを見せれば二人まで無料で乗車できます。

しかし、ほかの地域に行くには 1 日券（20 ドル／人）を購入

せねばなりません。トロリーの乗り場はだいたい公共バスの

乗り場と同じ所にあり、運転手による案内や停留所のアナウ

ンスもわかりやすく近くに行くには大変便利です。 

 

便利な公共バス「TheBus」 

オアフ島のほとんどの場所に行ける公共交通機関として

「TheBus」があります。どこまで乗っても、一人 2.5 ドルで、2

回まで乗り継ぎができます。図 10 にバスの写真を示します。

バスは乗るときにお金を運転手に支払い乗車し、降りる所に

来たら窓に沿って張ってある紐を引っ張ると下車するサイン

となります。しかし、問題なのは降りる場所（停留所）を理解

することです。停留所はだいたい、道路の交わった所にあり、

停留所の名前はこの二つの道路の名前で示されます。例え

ば、「KUHIO AVE + LEWERS ST」（クヒオ＆ロワーズ）と言う

ような感じです。この表示がバス車内前方の LED スクリーン

に示されかつ自動でアナウンスされます。ところが、長くて 

 

読みにくいハワイ語の地名の羅列なので自分の降車する場

所である二つの道路名をなかなか記憶できないし、アナウ

ンスされてもピンと来ませんので、メモを見ながら聞き耳を

たてて表示板をしっかり見ていなければなりません。最悪は

電光表示板の故障に加えて、アナウンスも無いという事態

になることもあります。そのため、周りのめぼしい建物を予め

調べておく必要もあります。どうしても分からない場合は、乗

車時に運転手に降りる場所を教えてもらうように頼んでおく

ことでしょう。 

 

図 10 公共バス「TheBus」 

でも、慣れてくれば結構簡単に乗れるものです。ちょっと

した冒険にもなります。バスは大型バスで、乗車口は前と後

ろにあります。前の扉は運転手が開けて乗車・降車どちらも

使いますが。後ろの扉は下車専用です。ただ、運転手が扉

を開ける操作をしても、前は開きますが後ろは扉に触れな

いと開きません。何もしないと降りないうちに発車してしまし

ます。また、2 台連結した長いバスもあります。その場合は 1

台目の前と真ん中、2 台目の真ん中の 3 カ所に扉がありま

す。 

日本と違うのは、図 10 に示すようにバスの前面に自転車

の乗せる器具が付いています。時々自転車を乗せているの

を見受けます。もちろん、車椅子の取り付け場所も確保して

あり、車椅子を車内に乗せるためのリフトもすぐに出せるよう

になっています。この点は日本よりはるかに進んでいる感じ

です。 

バスの行き先は図10 で分かるように、大きな LED 電光表

示で行き先と路線番号が書いてあります。しかし、バス停に

は名前の表示はありませんし、時刻表もありません。バスの

路線と時刻を示したパンフレットもあるにはあるのですが、

全部を記載しているわけでも無く、かつ路線ごとですのであ

まり役には立ちません。乗るのがどの路線のバスかを事前 

に調べておいて、じっとひたすら待つしかないでしょう。し 

かし、ウェブ「DaBus」というアプリをスマホに入れておけば、
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路線と自分のいる停留所の番号が分かれば、何番の路線

のバスがどこを走っていて、いつ着くかが分かります。ほと

んどのバスには GPS が付いており位置が分かるようです。 

 

横断歩道の渡り方 

だいたいどこの国でも、どこの都市でも横断歩道はある

はずです。もちろんホノルルにもあります。ただ、日本と違う

所は歩行者用の信号機の表示の仕方です。 

図11 に歩行者用の信号機の表示例を示します。図11 に

示す赤の手の表示は、信号があと 13 秒で渡れなくなるのこ

とを意味しています。 

 

   
図 11 歩道の信号表示 図 12 歩道信号用ボタン 

 

信号が青に変わってから（日本と同じく青色の歩く人のマ

ーク）５秒ぐらい立つとすぐに手の赤に変わりますので、す

ごく追い立てられているような気がします。 

日本の場合は、デジタル表示ではなくアナログ的な残り

時間を示しています。でも考えようによれば、デジタルなら

ば口で数えてあと何秒だから渡れるな、という風に余裕を持

って渡ることができるので、こちらの方が便利かもしれませ

ん。もう一方で、赤信号の場合は残り時間   が表示されま

せん。日本の場合はあとどのくらいで渡れるようになるかが

分かりますが、ハワイの場合は（米国の場合かもしれません

が）、そこはひたすら待ちなさいという感じです。 

また、車信号が青でも歩道用信号ボタン を押さないと、

歩道用信号が変わらない場合もあります。図12 に歩道用信

号用ボタンを示します。機械式ではなく電子式のようで、触

れば押したことが伝わるようですが、音がしたりしなかったり

で、確かに押したかどうかは分かる場合と分からない場合が

あり、かなり大雑把です。歩道はかならず押さなければなら

ないわけでも無く、押さなくとも渡れる場合も多いです。だ

いたい、大きな交差点は押さなくとも歩道信号は変わりま

す。 

 

 

ハワイの飲み水 

ハワイの水道水は、そのまま飲んでも問題ありません。 

水道水は地下水を利用しているそうです。山に降った雨が

火山性の地中をおよそ 25 年位掛かって地下水となって水

道水として使われているとのことです。だから、殺菌剤で殺

菌処理をしていないと現地の人は言っていました。でも、私

は一応ボトルの水を買って飲んでいます。 

一方、山の中の小川の水は、きれいそうに見えてもばい

菌で汚染されているとのことです。山にはイノシシがおり、

彼らが病原菌をもっていて排泄物が川に流れてそこから人

も感染するとのことですので、山の水は絶対に飲まないよう

にと注意されました。 

 

ハワイの旗と王家の紋章 

ハワイは米国の 50 番目の州であることは知っておられる

と思います。従って、米国国旗が掲げられておりますが、も

う一つハワイ州の州旗もかなりの所で揚げられています。米

本土での州旗の掲揚はあまり記憶していませんですが、ハ

ワイでは両方の旗がなびいているところが少なくありません。

図 13 にハワイ州の州旗を示します。英国のユニオンジャッ

クと 8 本の赤白青の縞で構成されています。ユニオンジャッ

クはクック船長がハワイを見つけたことと関係があるらしく、

線は 8 つの島を表しているそうです。元はハワイ王国の旗

だったようです。 

また、王国の紋章を図 15 に示します。この紋章はイオラ

ニ宮殿の扉に付いています。下の部分にハワイ語で「土地

の生命は正義によって護られる」と書いています。  

           

以上、簡単に「ハワイの昔

と今を」をお話ししました。 
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図15 王国の紋章 

図13 ハワイ州旗 

図14 王家の旗  



             

 
                             
 
 
 

 

感動のオーロラ旅行 

渡壁 弥一郎 

 
退職して十分時間的余裕が出来始めた 2013 年 9 月

初めオーロラ鑑賞にカナダのイエローナイフに行った。

バンクーバーから飛行機で北へ約３時間の北緯 60 度

の所で北極圏から約400キロメートル南、グレートス

レーブ湖畔の北側に位置し、オーロラベルトの真下で

年間を通して出現率が高いことで知られている所であ

る。基本的にはカーテン状のひかりであり、下端は約

100 キロメートル、上端は約 500 キロメートルの高さ

で起こる現象で地上から見える姿はさまざまである。

現地での説明ではオーロラという名称はローマ神話の

暁の女神アウロラ（Aurora）に由来し、イタリアのガ

リレオ・ガリレイが名付けたらしいが、一方でフラン

スのピエール・ガッサンディという説もあり科学術語

になった過程については定説がない。 

オーロラの科学的解明は長い歴史があり幾つかの

大論争の的となってきたが近代科学になったのは

1930年代である。磁場を持つ惑星である地球と太陽風

と呼ばれる太陽からの荷電粒子の相互作用で起こるも

のである。地球の持つ磁力線に沿って真空放電が起こ

り、極地の超高層大気の原子、分子が発光し北極光、

南極光として見られる。期待に胸を膨らませながらバ

ンクーバーで一泊した後イエローナイフに移動し、3

日間のオーロラ鑑賞がスタートした。 

今回のツアーの企画はプロのカメラマンが同行し

た撮影ツアーで基本的なところを色々教えて貰いなが

ら夜の11時ごろから早朝の3時頃まで鑑賞と撮影の繰

り返しであった。幸運にも3日間好天に恵まれた貴重

な体験であった。デジタル一眼レフで絞り（F値）3.5、

ISO[感度]は 400～800、距離無限大でシャッタースピ

ードは開放で30～40秒で撮影をした。一日目から迫力

あるオーロラが出現したが、最高だったのが二日目だ

った。巨大なカーテン状のものもあるが、満天に豪快

にうねり、そして流れる大河の様に見えるもの、赤と

紫が少し混じったような巨大な扇の形をしたものが、

刻々と変化しており、写真、パンフレットで知るオー

ロラとは、その華麗さも迫力も大きく異なっている。 

 

 

 

オーロラという名称が浸透する以前からも現象そ

のものは紀元前から様々な地で確認・記録されており、

アリストテレスやセネカはオーロラを天が裂けたとこ

ろと表現したり、「空中で踊り発光するへびのようだ」

（E.Mハンディ「深夜の叫び」1883年）という表現は

実に面白く変化の様子を適確に捉えていると思う。 

他にも歴史的なオーロラの記録があり特に西洋側

に多い。最も古い記録は中近東で発見され紀元前５６

７年にバビロニアのくさび形文字でオーロラについて

記された石版にあり、それには北の空が暗赤色に輝い

たと記されている。旧約聖書にはオーロラの記述とし

て鎧に身を固めた騎馬兵が長槍に抜き身の剣を持って

空中で激突したというような記録もある。日本におい

ても１０年に一度ほど北海道の北端で見え、日本書紀

に「・・・灌頂の幡の如くして、火の色あり。・・・」

というような記述があり、そのほかの古い記録にも「赤

気」「紅気」というような表現で過去に出現した記録が

ある。 

（日本書紀；620年12月30日と682年9月18日に記述）。 

 

 

 

感動の 3日間はあっと言う間に終わったが、満天の

夜空を見ているとオーロラの間隙に見られる牡牛座と

その星座の中にあるプレアデス星団（すばる）のあま

りのも見事な光景は古代の神話を想像させた。 

人類は多くの技術革新で豊かな社会を作り上げた

がその英知で美しい地球環境を維持する責任もある。 

 

 

 

 オアシス OASIS  ～憩いの時空間～    
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１９８０年代の韓国 “応答せよ１９８８”（ドラマ） 

               岩本永三郎 

 

韓国で最近、“応答せよ１９８８” というドラマ

が大好評で高視聴率のまま終了した。 

 

日本で言えば、昭和の古き良き時代を描いた

“ALWAYS 三丁目の夕日“のようなほのぼのとした庶

民の生活を描いたドラマである。その中では新しい若

者の成長や恋愛も描かれている。韓国の1980年代は、

丁度軍事政権時代が終わり民主化を迎えた時期である。

こちらの人に聞くと その時代は 貧しさから解放さ

れはじめ皆が希望に満ちていた時期だったという。 

 

私が韓国に初めて訪問した日は、まさにその時期、

即ち1988 ソウルオリンピック開催が決まった1981年

の秋であった。ホテルの前では号外が配布され、その

新聞には (ソウル)ビビンパが（名古屋）キシメンに勝

ったと書いているとガイドの方が話していた。多くの

市民たちが心の中にから喜んでいるように見えた。 

 

当時は街中の電燈が少なく暗く見えた。しかしあら

ゆる場所から美しい音楽が聞こえる印象を受けた。到

着の翌日、南山タワーを上がってソウル市内を眺めた

時にも、どこかで人の心を包む伽椰琴の音が聞こえる

ようだった。まさに地底から奏でる人間の前世からの

調べではないかと錯覚をする位に感動的だった。これ

が私の韓国初印象であった。もし当時どこかの人が私

に韓国の伝統文化を一言で表現すると何かと問われれ

ば 韓国の文化は 陶磁器や料理や絵も全てに音楽が

その核にあると答えただろう。 

 

1981年は夜間通行禁止制度が未だあった時である。

外国から来た人は観光者バッチを付けていれば大丈夫

と説明を受けてはいたが やっぱり落ちつかなかっ

た。12時が近くなると兵士らが市内をパトロールする

姿の現実を見たときに、北朝鮮と対峙しなければなら

ない険しい南北関係と国際情勢を感じたりもした。激

しい反日感情もあったが 実被害者達からの直接の叫

びであったが故に素直に受けとめられた。 

 

その時から約三十年が経過した。その頃の子供は40

から 50歳代となり、経済も豊かになり堂々とした国と

なった。“私たちも少し豊かになってみようでは“と

いう必死の 

思いで頑張ってきた成果である。民主化も極端と思う

ほど進みこれが私の知る韓国かと思うこともある位

だ。 

しかし、半面 最近は何故か閉塞感が漲っているよう

にも思える。拡大する貧富の差、世代間の不公平感、

新たな階級意識、財閥幹部の裏金不正、日本以上の少

子化・高齢化問題、急な民主化による副作用、国会の

機能不全や不透明な法曹界、一部ネット市民主導の新

たな排他主義、などなど 多くの問題点が噴き出てい

るせいかもしれない。 

 

これが、自分たちが目指した社会なのかという危機

感と当時のノスタルジーが重なり、ドラマ“応答せよ

１９８８”の高視聴率に結びつたのだろう。 

 

韓国は大国に挟まれ、北朝鮮問題も含め地政学的に

難しい立ち位置にある。それでも何千年とその中で知

恵を出しながら 生き抜いてきた国である。きっと試

行錯誤の中で解決していき、また若い世代が新しい夢

を描いていくだろうと思いながら、私も “応答せよ

１９８８” を見ていた。 

 

 

＜済州島のホテル中庭＞ 

 

＜釜山近郊の海雲台からの夜景＞ 
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自然科学に魅せられて 

                  畑田 賢造 

  

現役時代の半導体技術とは、全く異なる分野で活動

しております。20年程前にPanasonicを現役引退し、

小さな会社を創りました。中身は、どうしてもやりた

かった自然科学に関する研究開発です。それも資金を

余り必要としない分野です。その幾つかをご紹介致し

ます。 

 

１． 自然科学の実験結果 

 

 １）植物の成長が数倍早い水 

 

同じ水の量と肥料で野菜の成長が、数倍早くなる

水を探し求めました。その結果が写真1です。 

水のクラスター値の小さい水を国内海外から集め

水道水と比較実験しました。白菜での成長は、35日後

で4～5倍の差が表れました(写真 1)。成長が早いと土

地や肥料の節約、生産量の増加に繋がるか知れません。

詳細な水のクラスターについては、これからが研究開

発の本番です。 

 

       

＜写真 1 白菜の成長度合い：３５日後＞ 

（左：市水、右：天然水） 

 

２）洗浄効果の高い水 

 

１）で使用したクラスター値の小さい水での洗濯実験

です。一般家庭で良く発生するであろう汚れ（マジッ

クインク、墨汁、醤油、ソース、サラダ油、マシン油、

コーヒ等）を布地に浸みこませ、洗濯機とクラスター

値の小さい水で実験しました。 

 

 

 

   

  

      

       ＜写真 2 実験用布地＞ 

 

洗濯機は、60L以上の水と洗剤を使用し、57分後（写

真３）、天然水は、500ccの水に 1時間浸漬（写真４） 

のみです。 

結果は、天然水の方が、効果がありました。 

将来、コップ1杯の水で洗剤無しの洗濯が出来るかも

知れません。 

 

 

 

 

 

 

 ＜写真3 洗濯機使用＞   ＜写真4 天然水使用＞ 

 

３）ハイブリッド野菜 

 

  根が大根で葉っぱは、キャベツ、白菜のハイブリッ

ド野菜の種子に挑戦したおります。根も葉っぱも食べ

る事ができれば、最高です。現在は、接ぎ苗で写真5

のような野菜が出来上がっておりますが、私は、ハイ

ブリッド野菜の種に興味があります。接ぎ苗しなくて

も種を撒けばハイブリッド野菜が出来ればと思い、年

１回の実験にチャレンジしております。 

 

  
＜写真 5 ハイブリッド野菜(馬見丘陵公園提供）＞ 

 

４）マッチ１本で着火の竹炭 

 

 

 

 

       

 マッチ 1本で着火できる竹炭の開発も行っておりま

す。漸く出来るようになり、データも蓄積できました。 

 

２． まとめ 

 

 儚い夢、見果てぬ夢を追いかけております。何時か

災害時や飢饉等の為に役立てばと思い。IoTや 3Dプリ

ンターとは、無縁の世界で細々と頑張っております。 
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わが家のメジロ（その２） 

                        

牧本 次生 

 

例年のことであるが、晩秋から初冬にかけてメジロ

の来訪が待ち遠しくなる。メジロは実に義理堅い小鳥

で、毎年同じ時期にやってきて、その可憐な姿で目を

楽しませてくれる。あたかも、家族の一員が長い旅か

ら帰って来たような感じになるのである。昨冬はいつ

もより来訪がやや遅く心配したが、12 月 12 日に初め

ての顔見せとなった。 

 

「チーチー、お待たせしました。山からようやく下

りてきました。今年もよろしくお願いします。チーチ

ー」 

 

「楽しみにしていたよ。ずいぶん遠くの山に行って

いたんだね。ゆっくりと羽を休めておくれ」 

 

メジロには独特の習慣や得意技があり、観察してい

ると興味津々、尽きることがない。ここにそのいくつ

かをご紹介したい。 

 

深堀細工 

 

メジロの好物はミカンであるが、じつにきれいな食

べ方をする。写真1に示すように、ミカンの袋の隔壁

を傷つけることなく、「選択的深堀細工」を行うのであ

る。この技は半導体のMEMS加工などに応用できるかも

しれないが、無論それは野暮であろう。むしろ一工夫

して、メジロの好きな餌を膜状に加工してから基板に

塗布し、その上に文字や絵をくりぬいたステンシルマ

スクを置いて、メジロに食べてもらえば、素晴らしい

工芸品ができるのではあるまいか。メジロの凄い所は、

写真2に示すように、どんな難しい姿勢であっても、

そのような深堀加工を行うことができることだ。 

 

写真 1 メジロによる選択的深堀細工 

 

写真 2 逆立ちでミカンを食べるメジロ 

 

メジロの排他律 

   

わが家を訪れるメジロは二羽で一緒に来る場合が

多い。おそらく結ばれたカップルなのであろう。この

カップルの挙動について面白い法則性があることに気

がついた。前回の（その 1）でご紹介したように、わ

が家では最近、ヒヨドリからメジロを守るために、鳥

かごを提供している。このかごの中に、決して二羽が

同時に入ることはないのだ。一羽が中で餌を食べてい

る間、他の一羽はかごの外にいて見張り番をしている。 

読者の中には、量子力学の「パウリの排他律」をご

存知のる方もおられると思う。厳密な言い方ではない

が「一つの電子軌道には似たような電子二個は入れな

い」ということである。この法則と全く同じようなこ

とを、メジロはすでに大昔から実行しているのだ。そ

こで思うに、パウリは自分の庭にいるメジロを観察し

ているときに、この偉大な法則を発見したのではある

まいか。もしそうであれば、メジロにもその功績によ

ってノーベル賞をあげたいものである。 

 

葉隠れの術 

 

メジロは鳥類の中で、もっとも小さい部類に属し、

非力である。弟分といえるのはキクイタダキなどごく

わずかであろう。ヒヨドリ、カラス、モズなどが来た

ら逃げて姿を隠すしかないのだ。一方、その姿を隠す

術は天才的ともいえる。家のそばにある木の茂みの中

にメジロがいることは確かなのだが、どこにいるのか

を見つけることは至難の業だ。自分が誰かに見られて

いることを知ったメジロは、相手からもっとも見えに

くい場所に身を置くのである。先ず、葉の色が自分の

色に近く、大きさも自分の身丈に近い所を探す。さら

に光線の向きや相手からの角度も頭に入れて、最適な

身の置き場をきめるのであろう。それを瞬時に判断す

るのであるから、その知能レベルはかなり高いのでは

ないかと思われる。長年の進化の過程で、戦力がなく
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てもサバイバルが可能であることを実証しているメジ

ロは、戦争を放棄した日本のサバイバルにとっても大

きな参考になる筈である。 

 

メジロの鳴き声 

 

その容姿の比類ない美しさに加えて、メジロのもう

一つの魅力はその鳴き声だ。実に複雑な声で鳴くので、

それを紙上に書き記すことは難しい。もっとも親しみ

やすい鳴き声は「チーチー」という「地鳴き」である

が、これとても、いろいろなバリエーションがある。

また、何かの危険の接近を知らせる警戒の鳴き声は「キ

リ キリ キリ」であるが、警戒のレベルで変化があ

り、身体を震わせながら鳴くこともある。もっとも美

しく聞こえるのは囀りであり、梢のてっぺんや屋根の

アンテナの上で長々と恋人に呼び掛けている。昔の人

はこれを「長兵衛、忠兵衛、長忠兵衛」と聞きなした

という。よくも表現したものだと思うのだが、メジロ

はもっと複雑なメッセージを伝えている筈なので、こ

れからの研究に待たなければならない。 

  今年の 3月であったか、シジュウカラは「単語を結

び付けて文を作る」能力があるというニュースに接し

た。文を作る能力は人類固有のものと思われていたか

ら、画期的な発見であろう。しかし、この時に思った

のだが、メジロはシジュウカラに勝るとも劣らない言

語能力を持っている筈である。鳥類の研究者にはぜひ

この点についての解明をお願いしたいものである。 

 

縄張りを巡る決闘 

 

メジロは前述のように実に平和的な生き物であり、

他の小鳥に争いを挑むことはない。しかし、縄張りを

守るためには命がけの戦いを恐れることがないのだ。

写真３から写真5は、ある日わが家のベランダで起こ

った縄張りを巡るメジロ同士の決闘である。 

 

写真 3の、向かって左側のメジロはわが家のベラン

ダを縄張りとしている。そこに、右側のカップルが侵

入してきたのだ。右の下がオスで、上は助っ人のメス

であろう。オス同士が「キリ キリ キリ」と身体を

震わせながら、しばらくにらみ合いが続く。次第に間

合いが詰まってきたなと思われた瞬間、左のメジロが

羽を広げて立ち上がった。右のメジロは立ち合いに一

瞬遅れを取ったように見える（写真3）。間髪をいれず、

左のメジロが相手の土俵に踏み込んだ。右のメジロは

素早く上向きに身をかわす（写真4）。両者はからみあ

ったまま、ほぼ真上に飛び上がって決闘を続ける（写

真5）。 

 

写真３ にらみ合うメジロ 

 

 
写真 4 立ち合いの瞬間 

 

 

写真 5 空中に舞い上がっての決闘 

 

 その後、二羽は絡み合ったままで重力にひかれて下

に落ちたので、決着を見届けることはできなかった。

生き延びるということは容易ではないのだ。わが家の

メジロもこれからの幾多の試練を乗り越えて、長く生

き延びて欲しいと切に願っている。 

 

  次の冬も待っているからね！ 

 

           完 
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ヨットとの長い付き合い 

                           

理事長  橋本浩一 

 

ヨット部の生活 

 高校時代山をやっており,雪山で遭難しかかりまし

た。大学では山をやめ,未経験ながら同じ自然に接する

スポーツ,ヨット部へ入部しました。小型艇（デンギ―）,

大型外洋艇を有するユニークな倶楽部でした。１年目

は合宿の食事作り，舟の整備等雑用に終始しておりま

した。2-3 年目は関東学生ヨット連盟の委員となり東

京オリンピックのヨット競技をサポートする為,江の

島に詰めておりました。当時フィン級の世界第一人者,

ポール，エルブストローム氏などをつぶさに観察し,

半導体より早く世界レベルの実態を体得しました。 

 ヨットのシーズンは春一番が吹く3月から11月まで

の9カ月,新人戦,夏合宿,山中湖,勝山の大学寮でのフ

リーランス,クルーザーでの外洋合宿,秋の学生選手権

等ほぼヨットずけで,年間 200 日は練習しておりまし

た。ヨットはお金のかかるスポーツ,オフシーズンもい

ろいろな資金集めの活動（土方,ダンスパーテイ...）

をしておりました。3年-4年主将となり,集大成として

臨んだ関東学生選手権,全力で挑戦しましたが良い結

果を残せず,今でも心残りとなっています。 

 

就職 

 漠然と大学に残る（留年）か,ヨットの世界に進もう

かと考えておりました。教授からは協力するから留年

せず卒業しろと言われ,卒業後ヨットの道に進まれた

先輩方の家を訪ねると奥様方から“橋本君ヨットは趣

味にとどめ，正業を持て,でなければ将来の奥さんが大

変苦労するよ”と口をそろえて言われ,葉山の合宿所

から久し振りに大学に顔を出すと日立,東芝,NEC が受

験可能でした。面接だけだった NEC を受験し,面接官

（当時の小林宏治社長）から“君は色が黒いね 何を

やっているの”と聞かれヨットの話を約 30 分してお

りました。合格し配属されたのが半導体事業部 固体

回路課 ,事業部の優秀な人材を集めた課で,トランジ

スタの次のICの開発に尽力しておりました。私が入社

した4月は課でしたが10月にはその課が事業部になっ

ておりました。優秀な先輩方の御指導のもと,大学 4

年分の勉強を１年で済ませました。会社の寮に入って

おりましたが,ほとんど会社に泊りこんでおりました。

会社に入ってもヨットは続けており,大学の友人と共

同で江の島にクルーザーを持ち,レース,クルージング

をエンジョイしておりました。 

 

 

結婚 

 湘南で学生生活の大半をすごしたため,結婚したら

湘南に住もうと決めておりました。幸い逗子と,鎌倉の

境界の山の頂上に戸建ての家を購入することが出来ま

した。資金は会社の残業料をためてまず軽井沢の別荘

の土地を購入しこれが値上がりしたので売却し当てま

した。しかしこれで一杯で家具を買うお金もなく,新婚

旅行に行く費用もすぐにはありませんでした。おまけ

に週末は何時もヨットの仲間が 5-6 人泊まりこみ,彼

らに食事を出すのが大変で,家内には大変苦労を掛け

ました。その補助として,私が小坪沖で海に潜り,あわ

び,さざえ,とこぶし,タコ,魚を取り,食事は何時も魚

介入りスパゲテイかカレーライスでした。外洋レース

に出たり,伊豆諸島,伊豆半島へのクルージングによく

出かけました.満天の星.光り輝く夜光虫,鳥山（イワシ

が海中の大きな魚に追われ海面にもりあがる様子）で

のマグロ,カツオの入れ食い状態…..楽しい思い出が

沢山あります。 

 

ヨーロッパ,アメリカ出向 

 ヨットのスケジュールは天候次第です。伊豆諸島に

出かけても天候が悪ければ江の島に帰れず,途中の大

島に船を置き東海汽船でいったん引き揚げ,翌週舟を

取りに大島にわたるが,天候が悪く,やっと伊東まで船

を運び再びそこに係留,次の週やっと江の島に帰港す

ることが出来ました。休暇はほぼ使い果たし欠勤直前

にアイルランド出向の辞令を頂きました。 

 超多忙でヨットをするゆとりはありませんでしたが,

たまたま取れた休暇を使ってアイルランド南端のシャ

ノンから北のスライゴウまでクルーザーを借り,運河,

湖をぬって縦断しました。アイルランドは自然にあふ

れ,川ではサーモン，トラウトが釣れ,陸ではウサギ,

キジが手掴み状態でした。家内と4歳,2歳の子供も同

伴しましたが,長男には船の操縦方法,ロープワークを

教えました。 

 アイルランドから帰国し 1983 年アメリカに出向し

ました。任地はサンフランシスコ郊外のシリコンバレ

ー,余暇を使って様々なヨット活動が出来ました。サン

フランシスコ湾のレースでは日本と違い夏に強い風が

吹き，セールの交換に苦労したこと,フロリダでは友人

のクルーザーでフォートラダデールからマイアミまで

クルージングしたこと。こちらは運河が発達しており,

自分の庭先の運河に船を係留してあり,運河を使って

外海に出るのですが,優先権はヨットにあり,ヨットが

通過する時は.車を止め,吊り橋を上げるシステムにな

っていました。サンヂエゴでは任期中2度もアメリカ

ンカップ(世界最大のヨットレース)があり 60 フィー

トの大型クルーザーを借りて観戦できたこと。 
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日本もこれに参加しておりましたが,艇長はニュージ

ーランド人を雇い善戦しましたが予選で敗退しました。

相手は子供のころからヨットに親しんでいる連中で本

能的に体が動きます。大学の一年先輩はご子息に子供

のころからヨットをたたき込み,彼が北京オリンピッ

クの代表になり７位に入賞しました。 

今年のリオオリンピックは最終予選で負けて２位とな

り出場は果たせませんでした。 

 

日本への帰国,大学ヨット部の再建 

 2001 年日本の半導体事業を何とかしろとのご下命

を受け帰国しました。半導体事業を本社から分離,独立

させたり,システム LSI 事業への注力等色々やってお

りましたが,こんな時経産省から日本ファンダリー構

想が持ち上がり,NEC を退社しこの事業の企画,推進に

尽力しました。結果は挫折に終わり,悶々としている時

に大学ヨット部のOB会から声がかかりました。 

 私が主将をしていた当時は 60 名を超える大部隊で

したが,その後先生方から”ヨット部なんかにいると

卒業できないよ” ”就職も難しいよ“ と脅かされ

みるみる部員数が減少し,部員不足で学生選手権にも

参加出来ず,大型クルーザーも乗り手が無く,小網代湾

に係留しっぱなしの状況で,ヨット部存続の危機に直

面しました。 そこでOB有志が集まり“何とかしよう

会“を立ち上げました。 

 やったことは 1)部員の確保 2)葉山に合宿所の確

保, 3)新艇購入の資金援助 4)強力なコーチの採用

です。その効果が少しずつ出てきて,関東学生ヨット選

手権ではあと一歩でシード入りまで漕ぎ付けました。

関東のシード校は7校で,昨年の選手権では一日目は7

位でしたが2日目に逆転され8位に終わりました。 

 一方大型艇部門もしばらく部員がおらず,海に繋ぎ

パなしで劣化がひどくなり,危険なので新艇購入に踏

み切りました。大学に倶楽部活動助成のファンドを設

立しOBから費用の寄付を募り無事5世を購入しました。

かつては世界学生外洋ヨット選手権でも数々の良い成

績を収めて来ましたが,創部 65年で 5隻目の大型クル

ーザー,今年の全日本学生外洋ヨット選手権では 3 位

に終わりましたが優勝を目指します。 

 

そしてこれからの夢 

 現在はヨット部OB会の副会長として,手弁当で現役

を支えております。学生の就職の御世話もしておりま

す。現在は家庭の事情で長期のクルージングは出来ま

せんが,将来大型クルーザーを購入しタヒチあたりに

出かけのんびり余生を送りたいと考えております。家

内に相談したら即座に拒否されました。長男は現在ア

メリカで大学の教授をしておりますが,インターネッ

トでも講義が可能だから,大学が許せば付き合っても

いいよと言ってくれています。またくしくも2020年 2

度目の東京オリンピックのヨット競技が江の島で行わ

れます。もう競技委員は出来ませんが現役を連れて舟

をだし世界レベルのヨットの技を学びたいとも考えて

おります。 
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スキーを楽しむ 

             金原 和夫 

 

真っ白な雪の斜面を滑り下りる痛快さ。また、朝一

番の誰も滑っていないバーンに自分のシュプールを残

す爽快さ。まだまだそこまでにはゆきませんが、これ

が私のスキーを楽しむ目標なのです。 

毎年、年末に万座温泉へのスキーグループに参加し、

スキー学校で10人位でのレッスンを受けています。 

腕はさっぱりで、この 20 年でようやく 1 人前にな

ってきましたが、いつも言われるのは「後傾気味」で

す。スキー板にきちんと乗っているかは、どうやら言

われなくなりました。 

 毎シーズン15日位滑っていますが、最近の10年は

万座、妙高、志賀高原、ニセコが定番になりました。

やはりスキーの後の温泉ですね。ゆっくりつかって幸

せな気分になるのが、スキーの楽しさを更に増してく

れます。   

ゴルフはもう 2 日続けては出来なくなりましたが、

スキーは4日間なんとか続けられます。 滑りは下り傾

斜であり、ブレーキをいかにかけるかが重要です。重

力の活用なので、むだな力は使わねば、疲れにくい筈

だと思っています。 

 

 

 

昔と違ってスキーに行くのも楽になりました。板や

荷物は宅急便を使い、満員列車ではなく新幹線で行き

ます。ウエアの材質もよくなりましたし下着は

Heat-tech で軽い。スキー板は曲がり易いカービング

スキーで、158cmの長さで軽量です。 

 

靴は、残念ながら寿命が約 5-6 年です。3 年前スキ

ーと靴を新調しましたが、家内が一体いつまでやるつ

もりなのと詰問するので、米寿までといったのですが、

あと１年しかなく、更に2-3年はやりたいと思ってい

ます。 

 

 
 

スキーに行くというと、皆さんから怪我をしないで

といわれます。歳をとっても疲れぬようなむだのない

滑りと、 

スキーをよくコントロールできる速さが重要だと自覚

しています。また、頭の保護のヘルメットは必需品で

使っています。 

 皆さんにご心配をおかけしないように注意して、ス

キーを楽しみたいと思っています。 

 

 

     ２０１６年２月１６日 志賀高原 

              （撮影 上田康之氏） 
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2006 年 4 月、立命館大学が経営大学院を開設時に、

ご縁を得て京都に住いを設けて 10 年経過しました。この

間、指導したゼミ生は 50 名。東証一部上場企業の取

締役や執行役員を輩出、約 6 割は経営幹部に成長、

現在、「経営者の養成」を使命としています。 
 

さて、僭越ながら読者諸兄に、正に京都の風情を感じ

る見所の一部を貴重な紙面をお借りしてご紹介させて戴

きます。今後の観光等のご参考になれば幸いです。 

 

拙宅近隣の南禅寺界隈には、明治の元勲や財界の大

物が力を入れた庭園、贅を尽くした別荘があります。そこ

は明治新政府が明治元年に発布した神仏分離令によっ

て、南禅寺の広大な敷地を召し上げた跡地です。公開

は極めて少ないのですが、時代の変遷と共に持ち主が

変わっていきますけれども、外から窺うだけでも、日本庭

園の奥深さや京都らしさを充分に実感出来る見所です。 

 

JR 京都駅から地下鉄烏丸線先頭車両に乗り、烏丸御

池で東西線の最後列車両に乗り換え蹴上（けあげ）駅下

車後数分の距離です。京都駅から約 20 分で着きます。 

 

蹴上駅の１番出口（反対側は旧都ホテル）からインクラ

イン下の煉瓦トンネル（通称：ねじりまんぼ）を抜け前方右

手に見えてくるのが何有荘（かいうそう）です。仏リヨン大

学に留学後、稲畑産業を創業した稲畑勝太郎氏旧邸で

武田五一設計の洋館がありました。後に宝酒造中興の祖

といわれた大宮庫吉氏が譲り受け何有荘と名付けます。 

 

宗教法人の所有となった後に裁判沙汰物件になりまし

たが、落着した現在は米国 Oracle のラリー・エリソン

CEO の所有です。数年前の散歩時に、ご本人を見かけ

たことがあります。同氏の友人 Apple のステーブ・ジョブ

ス氏もきっと訪れていたことだろうと思います。 

 

何有荘の斜め対面に金地院（こんちいん）があります。

南光坊天海と共に、黒衣の宰相と呼ばれ、徳川家康に

仕えた以心崇伝が住んでいた南禅寺の塔頭です。方広

寺の「国家安康」「君臣豊楽」は豊臣家繁栄を志向すると

の難癖をつけたのは崇伝といいます。これを家康は「大

坂の陣」の大義としたという説があるのです。 

 

 

 

 
何有荘 

 

南禅寺の真乗院に「応仁の乱」西軍の総大将として知

られる山名宗全の墓所があります。同天寿庵には明治維

の十傑といわれ新政府の参与を務めた横井小楠の墓所

があります。坂本竜馬の「船中八策」は横井のアイデアが

ベースです。彼は明治 2 年に暗殺されましたが、明治天

皇や岩倉具視の信頼が厚かった人物でした。 

 

南禅寺の三門は、石川五右衛門が発したという名台詞

「絶景かな、絶景かな」が有名です。南禅寺を上がる（＝

北に行く）と東山中学校・高等学校が見えてきます。その

向かいが野村碧雲荘（へきうんそう）です。二代目野村徳

七は、大阪野村銀行（後の大和銀行、現在のりそな銀

行）を設立し、その証券部が野村證券で我国証券業界

のトップに君臨します。 

 
南禅寺 山門 

京都旅情、南禅寺界隈から哲学の道 

            ～歴史散歩へのお誘い～ 

ＳＳＩＳ会員  濱田 初美 

地域 

だより 
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野村碧雲荘は、風光明媚な東山を借景に、雄大な園

池が広がります。素晴らしい枝振りの松、琵琶湖疏水を

引き込んだ池、桟瓦葺の木造平屋建、大玄関、能舞台、

書院、書斎、茶室などが配置されています。毎 6 月中旬

に彩り鮮やかな菖蒲が花を咲かせます。 

 

 
野村碧雲荘 

 

金地院の西隣に、對龍山荘(たいりゅうさんそう）があり

ます。呉服商の市田㈱の所有でしたが、和服の退潮によ

り不動産会社に持ち主が変わり、現在はニトリホールディ

ングスの保養所です。この向かいに旅館菊水（呉服商の

旧寺村助右衛門邸）と旅館八千代（怪異小説の雨月物

語で著名な旧上田秋成邸）が並んでいます。 

 

八千代近くの南禅寺前信号から、北西側に明治の元

勲：山縣有朋の別邸：無鄰菴（むりんあん）が見えます。

山縣は長州出身で足軽以下の中間（ちゅうげん）から、

首相まで上りつめました。西郷隆盛を西南戦争で潰し、

陸軍を牛耳り、総理大臣を経験、権力を欲しいままにしま

した。日露戦争開戦前の 1903 年 4 月 21 日、山縣有朋・

伊藤博文・桂太郎・小村寿太郎の 4 人にて対ロシア戦略

を議論した「無鄰菴会議」が開かれた場所です。洋館の

壁画に山縣の趣味のレベルや品性が滲み出ています。

無鄰菴は京都市所有で年末年始を除き公開されていま

す。 

 
無鄰菴の疏水対岸には、上野に続き日本で 2 番目に

古い京都市動物園があります。当一帯は六勝寺跡（高さ

80 メートルに達する巨大な八角九重の塔があったという

法勝寺、尊勝寺、最勝寺、円勝寺、成勝寺、延勝寺）で

すが、応仁の乱以降に全て廃絶しています。 

 
動物園の東側入口前には、1555 年創業の「千總」の

西村總左衛門氏の邸宅があり、道をはさんで経営の神様

といわれた松下幸之助氏の真々庵があります。元々は鐘

淵紡績の創始者：染谷寛治の旧別邸でした。同氏が、松

下電器産業の社長を退任し会長就任を機に、自ら造り変 
 

えたといわれる庭園が有名です。 
 

その北側に洛翠（旧藤小太郎邸）があります。旧郵政

省共済組合の保養施設でした。以前は京料理と名園の

宿「洛翠」で庭園も一般公開されていましたが、2011 年、

中小調剤薬局を買収して高成長中の日本調剤㈱：三津

原博代表取締役社長の研修保養施設になっています。 

 

南禅寺別荘群の庭園は、その殆どが 7 代目小川治兵

衛氏の作庭と言われます。年間維持費は数千万円にも

及びますが、この程度の出費は MUST といわれますの

で、持続的な競争優位を築ける政財界の大物のみが取

得できる正に「羨望の地」なのです。 
 

洛翠の北となりが流響院（りゅうきょういん）です。元々

は隣地を含め塚本與三次氏の邸宅（福地庵）でした。三

菱の岩崎小弥太氏の所有（巨陶庵）となり戦後は㈱龍村

美術織物の旧織寶苑（しょくほうえん）と名付けられ館で

した。2005 年、仏教教団の真如苑に譲渡され、現在は

真澄寺別院流響院といい、春秋数日抽選で一般公開さ

れます。 

 

流響院の東に清流亭（旧塚本與三次邸）があります。

元々は流響院の庭園と一体でした。当該部分を清流亭と

称し、現在は総合ファッションの大松㈱の所有です。ここ

の東側のしだれ桜は、じつに見事で一見の価値がありま

す。毎年春の早朝、よく散歩で訪れます。桜の眼の前は

野村碧雲荘という位置関係です。 

 

 
清流亭  桜の眼の前は野村碧雲荘 

 

清流亭の南側が旧細川家別邸の怡園（いえん）です。 

熊本の肥後細川家の第 18 代当主：細川護熙元首相の

祖父（細川護立氏）の京都のお宅でした。子供の頃に 

細川護熙元首相がここで遊んだ頃のことをお話されてい

るのをテレビで視聴したことがあります。 

怡園から真っ直ぐ東方向に秋の紅葉で名高い永観堂

（禅林寺）が見えます。梅雨の頃は青もみじが綺麗で境
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内には幼稚園があり、夏には大賀蓮が咲き誇ります。 

秋のライトアップは混雑しますので早朝がお勧めです。 

 

永観堂を出て右に行くと哲学の道の案内標識が見え、

ゆっくりと東への坂道を歩くと熊野若王子神社に着きます。

神社入口前に東方斎荒尾精先生の碑が寓居近くの地に

そびえています。彼は上海に 1890 年日清貿易研究所を

設立し貿易実務者育成に着手します。同研究所は荒尾

氏の死後、1901 年に東亜同文書院（大学）となりました。

その後身が我が母校「愛知大学」なのです。現在、同文

書院の面影は上海交通大学の図書館に見られます。 

 
さて、若王子神社から上がる＝北に行く「哲学の道」が

あります。この散歩道では、初夏には源氏蛍が飛び交い

ます。途中に西田幾多郎の碑があり、西田の人生哲学が 

刻まれています。 

 

 
西田幾多郎の石碑 

人は人、 

吾はわれ也、 

とにかくに 

吾行く道を 

吾は行くなり 

 

哲学の道の終点は銀閣寺です。 
近くに白砂山荘橋本関雪記念館があります。日本画家

の橋本関雪のアトリエですが、現在は食事も出来る場所

になっています。銀閣寺の委細はご存じの方が多いと思

いますので、ここでは割愛させて戴きます。 

 

哲学の道を途中で東に入った所に、法然院があります。

茅葺の門がもっとも印象的で、谷崎潤一郎や河上肇の

墓所があり、桜が散った頃に咲く境内の山藤の花が圧巻

です。法然院を下る（南に行く）と安楽寺があります。毎

年 7 月 25 日には中風除けを祈願する鹿ケ谷カボチャ

（瓢箪型の南瓜）供養で有名ですが入口の紅葉１本の

樹は晩秋には紅く染まり素晴らしい景観です。南には

「椿の寺」として知られる尼門跡寺院の霊鑑寺があり、春

秋に公開されます。 

霊鑑寺を東に入ると、また「哲学の道」と繋がります。 

近くに住友の有芳園、反対側に泉屋博古館と住友史料

館があります。有芳園は毎年 4 月に住友直系企業の新

人研修が行われます。住友家 15 代目の住友友純（とも

いと）別邸として 1920 年完成です。泉屋博古館は 

住友家収集の中国古代（夏、商（殷）、西周）の青銅器を

中心に陳列しており、中国以外では質量ともに最高のコ

レクションを誇る博物館です。 

 

博古館を西に入ると東天王町の交差点にあたります。 

ここから 100 番の急行バスに乗れば京都駅まで約 30 分

で着く距離ですが、もう少し見所をご紹介します。 

 

バス停から西に進みますと右手にホテル平安の森があ

りその隣に岡崎神社と岡崎別院があります。岡崎神社は

794 年平安遷都の際、桓武天皇が王城鎮護を目的とし

て京の四方に建てられた社の一つで東天王社とも称され

ます。その東隣は岡崎別院（親鸞聖人岡崎の草庵跡）で

す。親鸞（1173-1263）は承元の法難に連座し越後に流

されますが、赦免後に帰洛して最初に住んだ場所です。 

去年 7 月 11 日任天堂の岩田社長の告別式がここで執り

行われました。 

 

 
岡崎神社 

 

岡崎神社と岡崎別院との間の小路を上がると金戒光

明寺（こんかいこうみょうじ）：通称黒谷さんの南門が見え

100m 程行くと右手に圓高大師御廟があります。その下

に平敦盛と熊谷直実の供養塔が向かい合わせにありま

す。法然（1133-1212）の草庵の跡で浄土宗最初の寺

院です。熊谷直実は一ノ谷の戦いで平敦盛を討ったこと

で法然を訪ね、松の枝に鎧を掛け、出家したといいます。

『平家物語』の名場面を思い出さずにはいられません。 

 

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の

花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しか

らず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろび

ぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。・・・ 
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黒谷の阿弥陀堂は 1605 年、豊臣秀頼により再建され、

同寺院で最も古い建物です。本尊の阿弥陀如来のお顔

はいつも穏やかで心が洗われます。徳川秀忠公菩提の

為に建立された三重の塔には運慶作と伝わる文殊菩薩

が安置されていましたが、現在は本堂に移されいつでも

拝観できます。境内の石階段は、映画やテレビの時代劇

撮影によく使われています。 

 
金戒光明寺は幕末に京都守護職を務めた会津藩主・

松平容保（まつだいらかたもり）が本陣を構えた寺です。

新選組誕生の地でもあります。この塔頭に西雲院があり

ここが會津藩士の墓地で毎年 6 月に法要が執り行われ

ています。 

 

会津墓地からあがると真如堂（正式名：真正極楽寺）に

なります。本堂正面右に菩提樹、左に沙羅双樹がありま

す。仏教の三大聖木（無憂樹・菩提樹・沙羅双樹）の内

二つが毎年 6 月初旬に花が咲きます。三井家の菩提寺

で三井高利ら三井一族の墓と三井二木会物故社員慰霊

塔があります。境内にはかつて三井銀行の大物経営者と

いわれた小山五郎氏による創業 300 周年記念碑があり

ます。植樹された花水木の記念樹が年々大きくなって毎

年春に花を咲かせています。春のたてかわ桜と藤は綺麗

で、秋の紅葉は永観堂より素晴らしいと個人的に思いま

す。 

 

 
真如堂 

 

拝観料は無料、正に紅葉の見所で晩秋は毎日の様に

訪れます。三井（越後屋）の創業者：三井高利は松阪の

出身で小生と同じ、ご縁を感じています。以下のビジネス

モデルは画期的で流通・金融業の先駆者だったので

す。 

 

・店先売り（店頭販売） 

・現金正札販売 

・切り売り（少量販売） 

 

三井家の家紋は四菱で真如堂の本堂内には三井寄

進の品々が沢山あります。三井高利は 1686 年 65 歳の

時、松阪から京都に住まいを移し、晩年の 8 年間を京都

で過ごし元禄 7 年（1694）73 歳で没しました。大晦日

には除夜の鐘をつかせてもらっています。（誰でも OK で

す。） 

 

真如堂を出て西に行くと宗像神社の鳥居が見えしばら

く歩くと吉田神社（859 年創建）に着きます。1665 年幕府

発布の諸社禰宜神主法度により神職任免権を与えられ

全国神道界に大きな権威を持っていました。毎月初日に

は本殿が無料で拝観できます。 

 

吉田神社の近くには、京都大学の広大な吉田キャン

パスがあります。理工系学部は西京区桂や宇治市に移

転しましたが、その他の文系学部や農学部は今も現在の

吉田にあります。ノーベル賞受賞の山中教授の iPS細胞

研究所や京都大学病院もここに位置しています。 

 

京大の近くには、修験道の寺（山伏の寺）：聖護院があ

ります。毎年 2 月 3 日には聖護院節分会が開かれ、赤・

青・黄色の鬼が年男福女の撒く豆で降参、最後には改

心した鬼が一緒に豆をまくという珍しい行事があります。

この日は美味しい甘酒が参拝者に振る舞われます。 

 

 

 
聖護院 節分会 

 

聖護院から平安神宮までは、数分で着きます。この辺

りは岡崎公園エリアです。1895 年の内国勧業博覧会跡

地に京都市の公園として開設されました。京都国立近代

美術館、京都市美術館、京都府立図書館、ロームシアタ

ー京都、動物園、琵琶湖疏水記念館、京都市勧業館み

やこめっせ、グラウンド、レストラン、喫茶店等があり、市

民の憩いの場です。桜が咲く春は、岡崎桜回廊といわれ、

疎水を十石舟が運行されます。 
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平安神宮は平安遷都1100年祭を記念し1895年開催

の内国勧業博覧会の目玉として、京都に遷都された桓

武天皇を祭神として平安京当時の大内裏を一部復元し

創建されました。後に皇紀 2600 年の 1940 年、平安京で

過ごされた最後の天皇：孝明天皇が祭神に加えられまし

た。京都三大祭りの一つの時代祭は平安神宮の大祭で

す。 

 

 
平安神宮 

 

 

 
平安神宮内 神泉苑にある泰平閣（橋殿） 

 

 

 

 
真如堂の秋（筆者近影） 

 

神宮の近くの京都市美術館前に、バス停があります。

そこから 100 番の急行バスに乗れば、約 25 分で京都駅

に着きます。この界隈にはミシュラン三つ星の高級料亭、

美味しいフレンチやイタリアン、B 級グルメで抜群の洋食

やうどん店、ピザ屋、絶品の仕出し屋等々があります。 

 

ミシュラン三つ星の「瓢亭」は無鄰菴のお隣です。清流

亭の前には「熊魚菴」がひっそりとあります。大きな看板

がありませんので、うっかりすると素通りしてしまいます。 

ブッシュ大統領、エリザベス女王・ダイアナ妃、ゴルバ

チョフ大統領、鄧小平など国賓が訪れたという伝統の「つ

る家」は、泉屋博古館の近くにあります。 

岡崎公園の周りでは「鈴江」が最高の味だと思います。

比較的敷居が高くはなく美味しい「いく田」「栗田山荘」

「六盛」「竹茂楼」「白川院」等々、一つ星級の割烹が競っ

ています。 

カレーうどんの美味しい「日の出うどん」は泉屋博古館

から約 200ｍの距離、うどんの「岡北」と「山本麺蔵」や、

洋食の「小宝」、仕出しの「味ま野」は、岡崎公園のグラウ

ンドの周囲にあります。京大病院近くの「十両」は綺麗で

はありませんが、刺身定食は安くて美味しい穴場です。 

動物園西側入口近くにはフレンチの「コムシコムサ」、

平安神宮の西にイタリアンの「チェンチ」、ピザの Da Yuki 

（ダ ユウキがあります。 

 

皆様、是非、お時間をつくって京都までお越し下さい。

都合がつく様でしたら案内します。お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

半導体産業人協会 会報 No.93(’16 年 07 月)              33 



34           半導体産業人協会 会報 No.93(‘16 年 7 月) 

 

                

 
今号では、本テーマの最終号として、日本の半導体産業

における産学連携についてのサマリと、SSIS が寄与できる

活動について述べることにする。 
 

半導体産業の産学連携（1）～（3）のサマリ 
本テーマについての過去の記事をサマライズする。 

 世界市場で地位の低下の止まらない日本の半導体メー

カーの発展の一助として日本が弱いと思える産学連携を

取り上げ、またSSISがそれに寄与できる手段を検討する

ことにした。 

米国では 1980 年に成立したバイ・ドール法（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

促進のため、特許権等を民間企業・大学等に帰属させ

る）を転機として、産学の連携が促進された。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、大学においても米国と同様な産学連携の

制度と組織が整備されている。 

 米国における「産学連携」の意味は、多くの場合「大学

発ベンチャー」であり、大学教授の名声は研究成果もさる

ことながらどれだけの学生（研究者）が起業し成功したか

ということであるが、日本における「産学連携」は「大学発

ベンチャー」は稀なケースであり、概して「共同研究」を意

味する。その大きな要因のひとつは、人材の流動性であ

る。米国では、研究所→大学→企業と移る例がよくあり、

時に起業する。日本では、大学の先生が企業に移るのは

難しい。もう一つの要因は、ベンチャー起業を困難にす

る日本の国民性・特質・風土である。それらは、企業に開

発成果を持ち込んでも実績が求められて相手にされない、

一度失敗すると再起困難、リスクマネー提供システムが

弱いこと、等である。日本の安定志向、退職金（企業年

金）制度およびその優遇税制が流動性や起業マインドを

抑制していると思える。 

 日本の大学側から見た半導体分野の産学連携は、少

子化による学生数の減少（教員数の減少）と、日本の産 

業衰退によるパートナーの減少という課題に直面してい 

る。一方ある大学教授から、「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。 

次に日本における半導体産業の産学連携には、（株）

半導体理工学研究センター（STARC）が、株主企業に限 

 

 
られた活動ではあったが、大学から見て資金提供を受け

られる等、大きなウエイトを占めていたが、本年 3 月で活

動を終了した。これにより、大学における半導体技術の研

究活動の低下が懸念される。また STARC が行っていた

産学連携による教育講座の活動も終了することになり、貴

重な教育機会の喪失が懸念される。 

 なお、記事を読まれた有識者より、半導体（特に Si）へ

の国レベルの関与が弱かった理由は、日米半導体摩擦

（米国への配慮）であったことをご指摘いただいた。 

  

産学連携への SSIS の寄与 
 今後の日本の半導体産業の発展の構図には、半導体

を IoT（Internet of Things）/CPS（Cyber Physical 

System；現実世界のさまざまな制御対象を数値化し、定

量的に分析することで、経験と勘でしかわからなかった知

見を引き出す仕組み）の一構成要素として捉えること、お

よび半導体の付加価値を微細化だけではなく、デジタル

回路以外の回路（アナログ、RF、MEMS 等）を含む高機

能化（本来の意味の SoC）に求める視点が欠かせず、各

種部品・ソフトウエア・通信等の技術とも密な関係を持つ

ような新たな業態の発展および変革を伴うことが予想され

る。このようなフェーズにおける「産学連携」は、大企業だ

けではなく、中小企業やベンチャー企業の発展やグロー

バル化を支える視点が重要になってくると思われる。 

以上のような観点から、半導体産業の産学連携に

SSIS が寄与できる内容として、CPS のような全体システ

ムの構築を視野に入れつつ、その端緒として、当委員会

は以下の 3 項目の提案を行うこととする。 

① LSI 設計の社会人教育 

② シリコンバレーツアー 

③ 企業と大学のマッチメイキング 

 
LSI 設計の社会人教育 

半導体がコンピュータ、家電、パソコン、携帯電話・スマ

ートフォンと新しい分野を拓く中で、電子機器のデジタル化

と通信のデジタル化が大きく進み、「インターネット」の普及

が世の中を劇的に変えようとしている。あらゆるものがインタ

ーネットを介してつながる時代の始まり、IoT：Internet of 

Things の時代の始まりである。 

これまでは、コンピュータ、家電、通信機、自動車、産業 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

 論説委員会    

         半導体産業の産学連携 (4) 
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機器などの分野の大企業が半導体を活用して事業を展開

してきたが、IoT の時代になると中小企業も自ら半導体を活

用しないと新しいビジネスチャンスをものにできない時代に

なってきている。 

この時代の変化点において半導体に馴染みのない中小

企業が半導体設計の基礎知識を持つことは、自ら半導体を

設計したり、ファブレスを活用したりする端緒を開くことにも

つながり、日本の産業界の競争力強化に大きく貢献するこ

とになる。そこで SSIS は、さまざまなシステムを LSI 化した

いと考えている設計初心者、設計手法を体系的に学びたい

と思っている技術者などを対象にした「デジタルシステム

LSI 設計入門講座」を計画している。論理設計、レイアウト

設計、テスト容易化設計と多岐に渡る LSI 設計の内容を体

系的に且つ効率よく学べるように考えている。 

 
シリコンバレーツアー 

「将来日本の産業を担う若者は、海外を志向する意識が

年々希薄になっている」とよく言われる。一見豊かに見える

生活環境に生まれて育ってしまうと、わざわざ海外に出て苦

労する必要性を理解することが難しくなるのであろう。一方

中国、韓国、ベトナムなど近隣諸国の若者は、逆に「海外に

出るのが当たり」という意識が強く、海外の有名大学で修士

号あるいは博士号を取得し、そのまま現地の企業に就職し

てキャリアパスを磨くか、あるいは自国に戻って活躍するこ

とがごく普通のルートとなっている。この意識の違いは、そ

のまま将来の産業力の違いに結び付くのではなかろうか。

グローバル化時代と言われて久しいが、企業は素早く対応

しているものの、若者特に大学生の意識が逆行していては、

将来が無いといえる。SSIS としてこの状態を見過ごすこと

はできず、4 日間にシリコンバレーにある下記の機関を訪問

して学生・研究者に刺激を与えるツアーを企画している。 

・アカデミア：カリフォルニア大学バークレー校、 

スタンフォード大学 

・企業：プロセス装置、EDA ツール、インターネット機器

など 

・ミュージアム：半導体デバイス、コンピュータ 

・半導体関連ベンチャーキャピタル、日本人成功者 

すなわちテクノロジー（半導体デバイス、プロセス、設計、

アプリケーション）、そしてビジネスをバランス良く俯瞰でき

るようなツアーとなるように工夫している。20 名程度の学生・

研究者を募集し、来年 2 月ごろの催行予定である。 

本年 6 月2 日付朝日新聞にスタンフォード大学名誉教授

ダニエル・オキモト氏執筆の記事が掲載された。そこでは、

世界市場での競争のための日本企業の変革とシリコンバレ

ーの隆盛を取り込む必要性を指摘し、日系米国人がその促

進のためにシリコンバレー・ジャパン・プラットフォームという

非営利団体をつくったことを記述されている。 

大学に籍を置く学生・研究者にとってもシリコンバレーを

経験することは大変有意義であると思われる。SSIS にとっ

ても、大学人とのチャンネルを形成し、マッチメイキングを含

む活動に生かしていくことができると思われる。 

 

企業と大学とのマッチメイキング 
「半導体産業の産学連携(1)」において、金額の大きい公

的な産学連携である科学技術振興機構（JST）のプログラム

に半導体分野からの応募が無いことを述べた。また、

STARC が実施していた「共同研究」が終了することにより、

企業と大学が出会う機会が減少することを指摘した。 

当委員会は、地域で産学連携（特に企業と大学のマッチ

メイキング）に取り組んでいる団体（一般社団法人首都圏産

業活性化協会、略称（一社）TAMA 協会）からお話をお聞き

する機会を得た。同協会は公的資金を有効に活用して、埼

玉県南西部地域・東京都多摩全域・神奈川県中央部地域等

をカバーして、産業を活性化する様々な活動を展開してい

る。会員は 300 社を超える会社（中小企業主体）と 30 を超

す（大学を含む）教育機関を含み、その活動の一つがマッ

チメイキングである。 

そこでは、技術や製品についての保有技術を電子ブック

化して PR し、また技術連携交流会（保有技術をパネル化し

ての面談会）およびソリューション提案交流会（各企業／大

学が抱える課題を提示し解決に知恵を出し合う交流会）を

開催している。SSIS ではこれらに習いつつ、半導体分野に

特化した中小企業を含む全国規模のマッチメイキング活動

の検討が必要ではないかと考えている。 

 

本テーマのまとめ 
今後の日本の半導体産業の発展には産学連携が欠かせ

ない。当委員会は、SSIS が半導体技術の社会人教育、シリ

コンバレーツアー、および企業と大学のマッチメイキングに

着手し、多面的な大学との交流を通じて産学連携へ寄与す

ることを提言し、本テーマを終了する。 

 

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

論説委員：井入正博（委員長）、川端章夫、鈴木五郎、 

長尾繁雄、馬場久雄、伏木 薫、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（2016.4.1 から 2016.6.30） 

個人会員（ご入会順、敬称略） 

       堀健次郎、長濱千秋、室伏秀之 

賛助会員（敬称略） 

       トリトン(株) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

◆4～6 月実施行事 
4 月： 14 日 理事会 

26 日、27 日 九州工場見学会 

27 日 第 13 回オープンゴルフ 

5 月：  6 日 趣味の会（絵画鑑賞 新世紀展） 

19 日 執行会議 

23 日 SSIS フォーラム 

26 日、27 日 春季入門講座 

6 月：  3 日 地域コミュニティー（YMK 会） 

 13 日 趣味の会（鎌倉散策の会） 

 16 日 執行会議 

 30 日 諮問委員会 

◆熊本地震への災害義援金の拠出 
4 月 14 日 熊本・大分地方に発生しました地震はその後

も余震が収まらず、多くの方々が被害に遭われました。当

協会は少しでも被災者の方々を支援できればと熊本地震

義援金に 50 万円を拠出いたしました。1 日も早く被災者の

方々が元気を取り戻すことを願っております。 

◆諮問委員会を開催しました 
6 月30 日 新宿文化センター第2 会議室において 2016

年度の諮問委員会を開催いたしました。 昨年と同様顧問

の方々を交えた拡大諮問委員会として顧問 3 名、諮問委員

5 名、理事・監事 9 名の計 17 名の出席をいただきました。

第 1 部の会議は論説委員会、教育委員会、STaP 委員会、

文化活動委員会から新たな取り組みの紹介がありディスカ

ッションに入りました。『如何にして会員を増やすか』が課題

であるとの共通認識を持って会議を終えました。第2部の懇

親会は大いに盛り上がり、暫し楽しい時間を過ごさせていた

だきました。 

◆会員拡大活動への協力を 
諮問委員会の課題認識にありました通り『如何にして会員

を増やすか』が今後の協会の活性化のカギになります。会

員の皆様には先にお願いしました通り、改めて紙面を借り

て会員拡大活動への協力をお願いいたします。 

◆日本半導体歴史館への寄付をお願いします 
すでにご承知のこととは思いますが、日本半導体歴史館

の拡充を進めるための資金補助として再度の募金活動を進

めております。趣旨にご賛同いただき、是非ご協力いただ

きますようお願い申し上げます。 

（１） 一口 SSIS 個人会員： 5,000 円、賛助会員企業：

10,000 円 SSIS 会員外の一般の方についても、上記

に準じてお願いします。 

（２）下記口座への銀行振り込みをお願い申し上げます。 

     みずほ銀行 新宿中央支店（066） 

     一般社団法人半導体産業人協会  

普通 口座番号 4157047 

        シャ)ハンドウタイサンギョウジンキョウカイ 

◆今後の行事予定 
  7 月：  4 日 SSIS フォーラム 

11 日 監査役会 

14 日 理事会 

21 日 執行会議 

8 月： 18 日 執行会議 

予定  地域コミュニティー（多摩会） 

予定  趣味の会（ワインを楽しむ会） 

9 月：  1 日 関西シンポジウム 

 15 日 執行会議 

 29 日 賛助会員連絡会 

◆ご寄付芳名（敬称略、50 音順） 
2016 年 4 月(92 号)掲載以降、2016 年 6 月 30 日まで

に下記の 6 名の方々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。 

相澤満芳、遠藤征士、小川洋史、栗原啓志郎、 

長沢幸一、藤澤良次 
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