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古来、多体問題は難しい。アボガドロ数レベルで

はなく、2 体問題は換算質量を適用して一体問題に

変換出来るので幾らでも精密に解けるが 3体問題以

上はそうはいかないという話である。3 体問題は古

典力学の大問題で、ポアンカレが証明した様に一般

解はない。3 体が動いていると問題はもっと難しく

なる。卑近な例で、ほぼ全ての人が誤解しているの

が、太陽の周りの月の軌道である。子供の頃に「地

球は太陽の惑星で、月は地球の衛星である」と間違

ったことを教えられ（そういう定義であると言う強

弁が通っているのが何ともおかしいが）、大人になっ

てもそう信じている。計算してみれば直ぐに分かる

が、太陽と月の重力の方が、地球と月の重力の 2 倍

も大きいので、摂動で表せるはずがない（土星の衛

星等は太陽間の重力を摂動扱い出来るので土星の周

りを回っている）。そのため、月は太陽に対して常に

正の曲率で移動している。下図に示す様に、月は地

球とは連星と呼ぶべき関係にあり、一緒に太陽の周

りを時速 10 万 km もの高速で移動している（地球

が止まっていると思っているので月が回ったと感じ

るだけ。図は誇張していて本当は図中の線の幅内で

地球と月は動く）。 天動説が間違いで地動説が正し

い等と言う割には 21 世紀になっても自己中心の考

えから抜け出せていない。 

 
量子力学となるともっと分からない？それは教

え方が悪いだけで、科学技術の方程式は、必要条件

を満たし、それが観測現象を説明できることでその 
正当性を確認し、未知の事象に適用しているという

意味では分野に依らずに同じである。ただし、多体

問題の困難さはいずれの場合にも同様であり、それ

を理解しないで作られた「解きやすい、分かり易い

（が間違っている）量子力学理論」が多用され、誤

解へと繋がっている。半導体技術は電子を制御する

ため、量子力学を使う。大学で習ったことは、電子

は雲とか波とか、まるで雲をつかむ様な話ではない

か？私は大学院では素粒子・原子核を学んだ。そこ

では電子は歴とした素粒子である。量子力学の方程

式には、ちゃんと「電子の座標」が記述されている

ではないか？我々が日常目にする「モノ」は光子に

比べて桁違いに大きく、それゆえ見るために明るく

しても影響を受けない。ところが電子の質量は

10-30kg しかなく、光を当てると影響されてしまう。

電子が雲という表現は、「モノ」としての電子がどう

こう言う問題ではなく、観測の問題である。ハイゼ

ンベルグの不確定性原理で記述されている通り、電

子の位置と運動量は同時に決められない。観測しよ

うとして光を当てても、「その辺りにある」ことしか

分からない。その領域を雲と呼ぶ。（これは燃えるゴ

ミと燃えないゴミという不可思議な分類に似ている。

ゴミの分類は市町村ごとに違う。もちろん、ゴミそ

のものには燃えるものも燃えないものもなく、焼却

炉の性能や運用が違っているというお役人さんの事

情の話である。） 
 最近の物理の流行言葉は強相関系である。従来の
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バンド計算に合わない事象を電子の相関に求める。

バンド計算で使われる密度汎関数理論は電子の相関

も含む多体問題そのものの完全な記述である。しか

し、実際の計算では、電子相関を何某かの近似によ

って記述する必要がある。そのために誤解が生じて

しまった。現象を記述する「模型、モデル」が多数

構築され、適用されている。特にハバード模型に代

表される 2準位模型が強相関系の標準理論として多

用される。しかし、この系統の模型で説明出来る程、

電子多体系は簡単ではない。2 つの準位（例えば超

伝導状態と常伝導状態）の空間波動関数を同一とし

て、電子相関（ハバード模型ではパラメータ t と U）

で現象を説明する。我々は、基礎から精密な数値計

算を行い、この説明が全くの間違いの上に成り立っ

ていることを証明した。それは、電子多体系の満た

すべき必要条件の一つであるビリアル定理（定常状

態では運動エネルギーT とポテンシャルエネルギー

V の比（ビリアル比）が V/T=-2 となること）を満

たさないからである。ビリアル定理は、電子多体系

の安定化はポテンシャルを下げることで起こり（電

子が原子核に近づいてエネルギーを稼ぐ）、運動エネ

ルギーはちょうどその半分上昇することを示してい

る。現象は説明出来ても必要条件を満たさない式を

使ってはいけない。我々の精密な数値計算によって、

2 準位間のエネルギー差は電子相関が主たる原因で

はなく、空間波動関数（原子位置）が異なるためで

あることが分かった。化学の教科書に出てくる分子

のエネルギー準位の説明に電子スピン状態だけを取

り扱っている場合も同様の間違いをしている（準位

ごとに原子配置が異

なることが一番重

要）。そもそも、量子

力学の導入部に出て

くる水素分子の結合

性軌道と反結合性軌

道の説明をハイトラー・ロンドン模型で行うことか

ら間違っている。電子雲を広げて（運動エネルギー

を下げて）安定化させているからである。電子同士

は斥力を感じるので、電子相関だけで系が安定化す

るはずがないことは自分で考えれば直ぐに分かる。

雲を掴む様な話をされて、頭がまともに働かない状

態で初期的な学習をした気になったのがまずい。ビ

リアル比を精密に満たす理論の適用により、従来の

実験の説明のレベルを超え、新超伝導体やトポロジ

カル絶縁体の理論設計が可能となる。 

 

 磁性となると誤解はもっと大きい。子供の時に馬

蹄形磁石で砂鉄を集め、磁力線とか不思議な言葉を

習ったのが始まりで、切っても N と S が 2 つの磁

石の両端に発生、電流と力の関係としてフレミング

左手の法則が出てくる。この頃になると、拒否反応

を示す生徒も多くなる。その理由は、理科は暗記科

目だという誤解（そういう教え方をする）が大きい。

国語では「文章を読んで理解しなさい」と教える。

もちろん、そっちの方が、やりがいがある。理科も

そうあるべきなのは当然である。大学になると、下

の式を習う。クーロン積分と交換積分で磁性状態が

説明される。ほぼ全員がこれで正しいと誤解してし

まう。ここで仮定している磁性状態と非磁性状態の

空間波動関数が同じであるという定義に疑問を感じ

て質問しても、教えている教師が理解していないた

め、その影響は小さいと嘘の答弁をする。スレータ

ーのフント則の摂動論に始まるこの磁性の誤解は

85 年も標準的教科書に書かれ続けている。ビリアル

比が-2 であることを満たす精密な数値計算を行う

と、空間波動関数の違いが、磁性状態と非磁性状態

のエネルギー差の主たる原因であり、交換相互作用

は「逆」に効く（磁性状態のエネルギーを上げる方

向に働く）。理論はここまで来ている。超伝導体の説

明に留まらず、より高温超伝導体を理論的に予言出

来る。NdFeB 磁石の次の強力磁石は、電子多体問

題を正しく解くことで設計出来る。もちろん、こう

いうレベルの精密計算になると、現状のスパコンの

処理速度はまだまだ不足で、原理的に出来ることが

現状で簡単に計算できると言っている訳ではない。 

 素粒子・原子核の世界は理論優先で実験は基本的

に理論の検証である。物性物理や半導体産業では、

新物質・材料は実験的に発見され、理論はその説明

の役割にとどまってきた。ナノテクの時代に入り、

実験のみでは立ち行かなくなり、理論設計への期待

が高まっている。しかし、本稿で述べた通り、実験

は説明出来るが本質的に間違った理論では新物質・

材料の設計は出来ない。量子力学に関して世界的に

間違った教育をしている現状は我が国にとってチャ

ンスである。それを抜本的に変えることにより、材

料立国日本の新たな時代の幕開けが可能となる。 
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1. はじめに 

イメージセンサの市場規模は 2015 年で約 40 億個／

年に近づき、金額ベースでも 110 億ドル以上とまさに１

兆円を超える一大産業となった。市場の牽引するのは

モバイルフォンのみならず、車載用途と幅広い。これま

での発展を振り返ると、特殊な産業分野に撮像素子を

使う試みはあったが、 一般のお客様に使っていただく

ために、多くの苦難の中で妥協の許されない民生用途

で性能を上げようと試みることが、全体として大きな技術

の牽引となった。 

真っ先にその民生用途のビデオカメラを商品化した

のは日立であった。しかも、その後発展していった CCD

ではなく、今日の CMOS センサにもどこか通じている

MOS 型固体撮像素子が開発され採用された。日本の

半導体が強い時期の技術者の気概と、日立グループと

しての組織的な動きによって成功し、一時期存在を示し

たが、やがて CCD が市場を席巻する中で姿を消してし

まった。ここでは、今日隆盛を誇る CMOS センサの技術

とも比較して日立における MOS 型撮像素子開発を紹

介し、その意義を振り返りたい。 

筆者は 1978 年に日立マイコン（現ルネサスエレクロ

ニクス）に入社し 4 年ほど日立中央研究所（以下中研）と

日立武蔵工場で撮像素子の開発に加わった。ちょうど

MOS 型撮像素子が製品化される時期であった。 その

後ソニー、マイクロン、アプティナイメージングで CCD や 

 

 
CMOS センサの開発に関わってきた。日立の当時の開

発の物語を残すにはあまりに若輩者であり大変気後れ

するところであるが、幸運にも今もブリルニクスジャパンと

いう技術者集団で撮像素子の開発に携わっていること

に免じてお許しを願います。 

 

2. 時代背景 
すでに、CCD も MOS 型も先行の開発があったが、

にわかに活発化したのは、1975 年、76 年とソニー及び

ビクターが家庭用ビデオレコーダーを発売し、民生用途

でのカメラ入力が可能性として脚光を浴びてきたからで

あった。 

 
ところで、すでにカメラ入力のための撮像デバイスとし

ては撮像管があり、放送用途に使われていた。当然これ

を小型化して民生用途に使うという方向もあったであろ

う。しかし、撮像デバイスを半導体で実現し、オール固

体化することは民生用途には必須であった。当時花開

いていた D-RAM を中心にした半導体技術の進展も

大きな後押しであった。 

そのころ開発者にとって撮像管の性能は目標であり、

半導体化することによって顕在化する欠点を如何に無く

すかが大きな課題であった。そこで目標を意識し、半導

体の撮像素子のことを“固体“撮像素子と呼んだ。そして、

イメージセンサを固体撮像素子と呼んだ時代 

日立の MOS 型撮像素子で初めての民生用ビデオカメラ商品化 

ブリルニクスジャパン株式会社  山村道男 
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その素子を使ったカメラを、当時主流であった撮像管を

使ったカメラと区別して、固体カメラと称した。特に民生

用を目指した、単一素子でのカラーカメラ用途は単板カ

ラー固体撮像素子と呼称された。

3. CCD か MOS 型か

撮像素子の商用化の過程でよく議論されたのが

CCD か MOS 型のどちらの方式が良いかということだっ

た。ソニーはよく知られているように、CCD 専用のライン

を作り事業を展開しようとした。日立はMOS型が既存の

MOS の生産ラインを活用できるため有利と考えていた。

技術的には、CCD が低雑音であるが、原理的に受光

部と転送部にほぼ同じ面積を割り当てる必要があった。

一方、MOS 型は開口率を大きく取ることが可能であり、

信号電荷もより多く取れる。また 2 線同時読み出しや等

価残像のないフィールド読み出しが比較的簡単な構成

で実現することも有利とみなされた。

4. 開発体制

前述したように、家庭用ビデオとの接続が商品のター

ゲットであったので、勝田の東海工場、そこの技術をサ

ポートする戸塚の家電研究所、放送や産業用途も見越

して武蔵小金井の日立電子、そして将来この事業が移

管される予定の茂原工場からの人々が中研に結集して

いた。中研の中ではデバイス開発が 3 部、カメラ開発が

5 部と体制であった。プロジェクトとしては 1 インチ型（光

学対角 18mm）の開発評価と、それを用いたカメラ開発

が進められ、1979 年の後半には製品を目指して 2／3

インチ型（光学対角 11mm）に縮小する進め方であった。

製品化の開発は茂原工場の方が更に結集して武蔵工

場内で行った。

5. 開発仕様

当時のウエハーサイズは 4 インチであったから、量産

時のチップサイズを考慮すると 2/3 インチ型が妥当であ

った。実現しなければならない解像度が垂直方向 350

本、水平方向 280 本であったから、画素数は垂直 485、

水平 384 画素である。そこからユニットセルは垂直 13.5

ミクロン、水平 23 ミクロンでチップサイズは垂直 8.5mm

水平 10mm となった。当時の線幅のルールは 3 ミクロン

であった。すでにサチコンで 2/3 インチ管があったから、

光学系も踏襲しやすかったと思われる。CCD でも当初

はこの光学サイズで進められたから、妥当な選択であっ

た。

6. MOS 型と CMOS イメージセンサとの違い

先人の挑戦の内容を理解するために、当時の MOS

型撮像素子と、現在の CMOS センサの違いを紹介する。

MOS 型撮像素子の基本原理を図 1 に示す[1]。 

図 1．MOS 型撮像素子の基本原理 

フォトダイオードと垂直スイッチトランジスタ

及びそれに繋がる垂直信号線で一つの画素をなし、

これがアレイ状に配置されている。

 色フィルタを透過した光によって光電変換された

電子は、画素に蓄積され垂直走査回路からの選択パ

ルスによって選択された行の垂直スイッチトランジ

スタをオンすることで、垂直信号線に読み出される。

さらに水平走査回路からのパルスにより、水平スイ

ッチトランジスタを順次画素の読み出しレート（当

時であれば、2fsc の約７MHz）でスイッチングし、

外部のプリアンプに導かれる。当時のフォトダイオ

ードは n+-p ダイオードであり、垂直スイッチと垂直

信号線は遮光メタル（第 2 アルミ層）で覆われた。

色フィルタは日立がいち早くオンチップでの形成に

成功したが、マイクロレンズはまだなかった。

一方、CMOS イメージセンサの一例を図 2 に示す。

フォトダイオードに蓄えられた電荷が各行ごとに読み出

しゲートを介して読み出されるところは同じであるが、

MOS 型撮像素子のときとは異なり、個々の画素に付随

する容量の小さいフローティングディフュージョンに転送

される。そして、セレクトスイッチで選択されると、ソース

フォアアンプによって垂直信号線を駆動しカラム毎に信

号が導かれる。多くの CMOS センサでは、各列にカラム

信号処理部があり、相関二重サンプリングよりノイズの除

去を行った後、AD 変換されデジタル信号として出力さ

れる。フォトダイオードはシリコン表面側を p＋としたピン

ドフォトダイオード構造であり、シリコン界面からの暗

電流の抑圧とフローティングディフュージョンへの

完全転送を実現している。図に示されるように多く

の CMOS センサは裏面からの光照射となり、画素
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表面側の配線の自由度が増えた。またオンチップマ

イクロレンズの搭載は CCD から継承されており、

光の利用効率は飛躍的に上がっている。 

    

図 2. CMOS イメージセンサの基本構成の一例 

 

7. 技術課題への挑戦 

7.1 ランダム雑音 

１図で示された垂直信号線の容量は 3pF ほどで、フォ

トダイオードの容量の約 200 倍あり、水平スイッチでさら

にサンプリングされるため、大きな KTC 雑音が発生した。

また、水平スイッチのクロックノイズも重畳し、後段のプリ

アンプに多くの工夫を必要とした[2]。これは MOS型撮像

素子の本質的な課題であり、のちの TSL 型で一定度の

改善を見たが、やはり乗り越えるのには別の発想が必

要であったのであろう。 

 

7.2. 固定パターン雑音 
前述のように水平スイッチトランジスタは、垂直信号線

の容量を外部につながる信号出力線に読みだす。ここ

で信号出力線との寄生容量のバラ付きで縦筋となる固

定パターン雑音が発生した。1 クロックの充放電を積分

することによって、ばらつき成分を抑制する回路がプリア

ンプに[2]仕込まれ改善された。しかし、量産時には原因

不明の縦筋固定パターン雑音に大いに悩まされた。 

 

7.3. 垂直スミア 
これは CCD にも見られた現象である。明るい被写体が

あるとその上下に白い筋が発生する。撮像管ではこの

現象が見られなかったので、低減が強く求められた。

CCD の場合は、光で発生した電荷が垂直 CCD に漏れ

込むのが原因であったが、MOS 型撮像素子の場合は

フォトダイオードと垂直信号線との容量結合も大きな要

素であった。それでも残る光の漏れ込みでスミア抑圧は

55dB 程度（縦の長さが垂直方向全体の 1/10 の領域に

飽和の 10 倍の高輝度が入ったとき飽和信号の 1.8%の

白い縦筋が発生）であり、まだ十分とはいえなかった。 

カメラの商品化にあたっては、スミア信号を検出して補

正する IC が開発された。 

 

7.4. ブルーミング 

これは、フォトダイオードで溜めきれなかった電荷が

周囲に溢れだし、垂直信号線に漏れ込む現象である。

いつの撮像素子の時代にあってもこれを抑圧すべくオ

ーバーフローゲートなどの工夫が凝らされている。日立

の MOS 型撮像素子の場合、ｎ型基板の上に p-well を

形成してフォトダイオード作る npn 構造をとり、余剰電荷

を基板に吐き出した。後に CCD で出現した縦型オーバ

ーフロードレイン構造とは異なり、p 型領域は完全空乏

化していないが、0.8V ほどプラスにバイアスして、垂直

スイッチ下のポテンシャルと差をつけた。 

  
7.5. 色フィルタ構成 

現在のように画素数がふんだんにある時期には、色

フィルタ構成は RGB（G 市松 RB 線順次）が主流である

が、水平 380 画素で必要な解像度感を達成するために

色偽信号を低減する工夫がこらされた。日立が採用し

たのは Cy, Ye, W, G （Cy と Ye の重ね合わせで形

成）の 4 色を 2 行同時読み出しで一度に読み出し、その

2 行の組み合わせをフィールド毎に変えるインタレース

機構であった。これにより、後の CCD の原色方式に比

べても、原色の色再現性の優位性を除けば、フレーム

読み出しによる等価残像がなく、色解像度も良かった。 

 

8. 商品化に向けたものづくり 

8.1. 前工程 
当時、レイアウト作業は完全な手作業で設計図面を

マスク製造会社に持ち込んで、デジタイズしてもらい、そ

れを検図するというやり方をしていた。また 2/3 インチ素

子から、重ね合わせ精度を上げるため、開発したばかり

の 10 対１縮小投影露光装置が採用された。マスク描画

は、まだ電子ビーム露光ではなく、画素部のみ 10 倍の

パターンを作りそれを縮小露光して繰り返し均一な画素

部を作るものであった。また、マスクの受け入れ検査を

目視で行い、少なくともマスクでの欠陥を 0 にした。マス

クは前述の p-well 工程から始まり、Poly 1 層、Al 2 層

（1 枚は遮光用）の約 10 枚であった。 

 量産試作は武蔵工場の試作ラインで行われ、後ほど

クリーン度の上がった同じ武蔵工場内の K-1 ラインに移

った。 終的に、量産は茂原工場に移された。 
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当時の LSI のチップサイズのレベルからはチップ面

積が大きく、また検査工程にて画で見える欠陥はすべ

て不良となるので、数量が少量といえども歩留まり改善

や品質確保は大変であった。主にこのプロセスを引き受

けることになる茂原工場の方々が武蔵工場に単身赴任

し、武蔵工場の方と共に活躍された。ご苦労の一端を紹

介しよう。垂直信号線の Al 配線は一箇所でも断線する

と縦線の欠陥となる。その AL のエッチング時に蒸着時

のスカムごとエッチングされることがあり、所定の線幅より

細くなることがあった。何とかつながって検査を逃れても、

その後のストレスで断線し欠陥となることがあった。これ

もマスク検査と同じように目視で確認して除くことにした。

大変な努力であった。 

 

8.2. 白点との戦い 
イメージセンサ開発のどの時代であっても、性能向上

に伴い、白点（結晶欠陥などによる局所的な暗電流）と

の戦いは終わることがない。例えば CCD が縦型オーバ

ーフロードレイン構造を実現した時も、その画期的な構

造に対して白点が襲いかかり CCD の出荷を一時的に

困難にした。同様に、MOS 型固体撮像素子を民生用

途に商品化するときも、白点が大きな障害であった。今

日から見た検出白点の電子数換算は 2 桁ほど大きいも

のであったと思われるが、解決まで長い時間を要した。

結局、熱工程にイントリンシックゲッタリング法を取り込み

対策することができた[3]。 

 

8.3. オンチップカラーフィルタ 
日立のカラーフィルタは当初からオンチップ（当時は

モノリシックと称した。）で進める方針であった。現在は、

顔料を分散させたカラーレジストがレジストメーカから提

供されるが、当時は、染色母材であるゼラチンをパター

ンニングして染色槽で染色し、層間膜を形成した後、次

の色フィルタをパターンニングするという工程であった[4]。

色コーディングは前述のように Cy, Ye, G, W であるが、

G は Cy と Ye の重ね合わせで形成するので、2 度の染

色工程であった。G が 2 色の重ね合わせで形成される

ので、他の色に対してレンズ効果が見られたのは思わ

ぬお釣りであった。茂原への移管はまずこのカラーフィ

ルタプロセスから行われた。 

ソニーの CCD のカラーフィルタは当初は貼り合わせ

であり、オンチップ工程が立ち上がったのは 1987 年で

あるから、日立は 6 年も先を行っていたことになる。 

当時の光エネルギーに対する量子効率の測定結果

は、30%程度と記憶している。 

図 1 に示されるように、垂直信号線を遮光メタルで覆

い、開口率が低い上に、オンチップレンズも反射防止膜

もないので、これが限界と感じていた。現在は図 2 に示

されるように、裏面照射となって、配線が受光の邪魔に

ならず、オンチップレンズも反射防止膜もあり、量子効

率は約 70％以上に達している。 

 

8.4. パッケージング 
日立は当初から、より信頼性の高いハーメチックシー

ル を 採 用 し た 。 ガ ラ ス の 窓 付 き の パ ッ ケ ー ジ は

EEPROM などで見られたが、それよりもガラスサイズが

大きい。金属の枠をつけたセラミックパッケージ基板に

ダイボンド、ワイヤボンドを行い、金属の枠にシールガラ

スを予め溶接されたものを用意し、金属と金属を電気溶

接する方法であった。1 インチ素子で試作したときは、

多くの試作品でシールガラスにクラックが入った。2/3 イ

ンチ素子ではこれは克服された。一方、ソニーは当初よ

り有機シールを主眼としていた。日立もその後有機シー

ルへの移行を行った。現在は有機シールが主流となり、

シール材の開発と UV 硬化のプロセスの改善により高

信頼性が実現し、自動車用途でも使われている。 

 

8.5. 測定 
今でこそ、イメージセンサの測定装置はそれ専用のビ

ジネスとなっているが、日立で素子を開発している頃は

そのような専用の装置は全くなかった。普通のウエハー

プローバでウエハープロービングを行い、光源は、プロ

バーの顕微鏡についている光源を照射して欠陥を見つ

ける程度のものであった。開発の初めの頃は、欠陥の画

像を一枚一枚写真に残したりした。量産時もなお目視

でどのような傷であるかの記録を行い、歩留まり改善に

役立てた。 

 

9. 初めての民生用ビデオカメラ（VK-C1000） 
このようにして、当初は、素子は武蔵工場、カラーフィ

ルタは茂原工場の体制で生産が形づくられた。民生用

ビデオカメラは家電研究所の開発のもと組み立ては東

海工場で実施された。素子の工場への社内振替価格

はとても高かったが、無事 1981 年に VK-C1000 として

発売された（写真 1.）。価格は 35 万円であった。カメラ

の筐体の横には MOS の文字が誇らしく目立つように刻

まれていた。 
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写真 1. VK-C1000 

 

 

 

10.  MOS 型固体撮像素子のその後 
その後筆者はソニーに転じ CCD の開発に携わった

ので、その後の動きは学会等でしか知ることができなか

った。茂原工場のメンバー中心に PAL 版や補間型など

のラインアップ充実が図られる一方、中研では、ランダム

ノイズを減らす構造の研究が進められた。水平スイッチ

を CCD に置き換え垂直信号線の電荷をノイズ少なく読

み出す方式で、松下などでも同様の研究が進められた

が、どのメーカも商品化には至らなかった。そのうちに

TSL 素子という垂直信号線をなくし、水平スイッチで直

接各画素をスイッチし、横方向に読み出す方式が考え

だされたが[1]、MOS 型の開発はそこまでとなった。ラン

ダム雑音の本質的な限界で、CCD に比べて事業的に

優位に立つのは難しいと判断したと思われる 

MOS 型固体撮像素子を使ったカメラは、民生用以

外にも工業用途に日立電子で開発された。また、現在

CMOS センサで実施されているローリングシャッタでの

電子シャッタも MOS 型構造で提案された。前述の TSL

素子は折しも民生用カメラ一体型競争の中で、VHS カ

メラ一体型(VM-500)として 1986 年発売され好評を博し

た。また、1988 年にソニーが発売したアナログ記録の民

生用マビカ（MVC-C1）にもこの素子が使われた。 

その後、日立は 80 年代の後半になり、CCD で 1/2 イ

ンチ 38 万画素をソニーより早く展開したが、その後のラ

インナップ展開にいたらなかった。縦型オーバーフロー

ドレインを制御よく製造することが難しかったと聞いた。 

 

 

 

 

 

11. あとがき 
日立で開発が進められた MOS 型固体撮像素子は

80 年代半ばで終了し、その後のデジタルスチルカメラ

への CCD の展開や、携帯カメラやスマホが牽引する

CMOS センサに関わることはできなかったが、振り返っ

て、その時代の開発に関する学会での評価は高い[5]。 

本稿で示した現在の CMOS センサの技術と比較して

も、当時の技術の制約がある中で大きな発展があった。

今日のイメージセンサ産業の発展に結びつく 初のス

テップであったことは間違いない。 

この素子の開発および商品化に関わって来られた日

立製作所および関連の方々の功績は大きく、深く敬意

を表する次第です。 
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１．激動の世界経済 

 
マクロ経済的にみた IMF の GDP データによれば、’80

～’90 年代は日米2 強の戦いだったが、’85 年のプラザ合

意以後 ’91 年のバブル崩壊、そして、’95 年のピーク後は、

2010 年に、日本は中国に抜かれてしまった。さらに、2016
～2030 年（2021 年以降：NRI 予測データ）では、2027 年

には、インドが日本を抜き、2029 年には中国が米国を抜く

という想定もある。 
 
世界経済は、シクニカル（横這い）に変動し続け、成長ド

ライバー（主役）をシフトしながら発展していくだろう。そして、

2016 年以降も 3.5～4％前後の成長が期待される（図 1）。 
 

 
図１  

 
また、世界の主要国の人口動向（2015～2020 年の IMF

データ）をみると、程度の差はあるものの日本以外は、増加

傾向にあり、日本のみが、人口の面でも「マイナス成長」で

ある。 
したがって、マクロ経済的には、80 年代から 90 年代と異

なり、2000 年以降の中国の大躍進に対しては、「日本を主

語としない考え方」を持つことが重要だと思われる。 

 
 

中国は、経済・人口からも無視できない市場となっており、

中国とどう付き合うかが、今後の日本の立ち位置をしっかり

と考えていくためのポイントとなる。 
 
一方、産業構造の変化とそれに伴う社会トレンド（図 2）に

示すように、技術革新の波動は、デジタル化、ネットワーク 
化からスマート化へと移って行き、利用されるノード数の増 
大は、IoT 社会へ移る。 

 
また、ユーザの意識（トレンド）の変化は、「買う（所有）」か

ら「使う（利用）」時代へと移って行くだろう。 
産業のモデルの変化についても、スマート化により自動

化・電動化を主体としたインダストリー3.0 から、リアルとデジ

タルの融合によるインダストリー4.0 へと移って行く。 
また、自動車産業については、内燃自動車から、あらゆ

る部品が電力駆動する電動化（HEV/PHEV/EV）へと変化

を遂げる。 
自動車メーカのトヨタは、最大のコンペティタは、「ユーザ

の意識の変化」であり、Google 等の「NW（ネットワーク）サ

ービスモデルの変化」に正面から向き合って行こうとしてい

る。 
 

 

図 2  
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このように、ネットワークサービルがあらゆる分野でのビ

ジネスモデルを変化させて行く。 
当然ながら、市場は、成長ドライバーである中国を含む

グローバルマーケットを想定すべきであり、NW 化・IoT 化

して行くことを無視してはならない。今後のビジネスモデル

の変化を、「日本を主語としない立場」で市場を直視してい

く必要がある。すなわち、成長する中国等グローバル市場

で何が求められ、日本はそこで何をすべきかを考えるべき

である。 
 

２．中国の産業政策と中国がリードする産業 

 
中国は、「いつかこけるのでは？」と思われながらも、伸

び続けている（実は、かつての日本もそうだった）。 
 
中国の経常収支は、2000～2010 年代の前半から後半

にかけて著しく伸びている。また、中国の貿易バランスにお

ける泣き所（輸入超過）は、資源とエネルギー、ハイテク分

野、穀物・食糧等であり、これらの分野については、国家政

策で対応している。稼ぎ頭（輸出）は、工業製品、繊維など

の分野であり、ここで外貨を得ている。鉄と自動車は、莫大

な国内市場を有しているため、急速に能力拡大を図ってお

り、生産調整等の「融通」という概念がないかと思われるほど

である。 
 
一方で、中国は、あらゆる分野において設備投資等の生

産・投資過剰であると言える。 
構造調整が必要とされる「2 つの過剰」をみると、「①住

宅」（図 3）と「②素材」（図 4）が挙げられる。 
 
まず、住宅投資の過剰では、2011 年から調整を行って

おり、依然としてリスクを残しながらも、政策的にソフトランデ

ィングして行こうとしている。 
 

 
図 3 

また、素材の分野では潜在的な失業圧力が大きく地域差

もあるが、政府によるコントロールされた再生プロセスとなっ

ている。雇用への影響はリスクだが、調整可能の範囲とみ

ているようだ。 
 

 
図 4 

 
次に、中国は五か年計画の基本的産業政策に加え、ハ

イテク分野への投資は積極的に今後も行ってゆく政策であ

り、「ものづくり」を支える仕組みづくりも推進している（図

5）。 
 
 「中国製造 2025」及び国家戦略「インターネット+（プラ

ス）」に示されるように、次の産業政策の積極的な姿勢を示

している。 
これは、国が潤沢であり、高度成長であり、高金利だから

こそ可能であると言える。 
 

 
図 5 

 
 また、世界の半導体市場動向における中国の位置づけは

（図 6：WSTS を基に NRI が作成）、地域別にみると、中国

の半導体市場は 2008 年に世界最大になり、「世界の工場」

のポジションを確立し維持して行くだろう。 
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図 6 
 

３．2020 年代に向けた IoT 社会動向  

 
IoT とは、人工知能（AI）と融合し、基本はあらゆるモノか

らあらゆるデータが取れるようになる。 
 
さらに、IoT は、モノの移動、特にモビリティに関わった変

化をもたらすことになるだろう。その中で、例えば、自動車

は今までの付加価値を拡大し、「境界領域的な領域」を拡

大して行くだろう。 
  

また、IoT の社会へのインパクトは、データ駆動型社会の

キーワードである 5W1H の当たり前の水準を上昇させ、新

たなビジネスモデルを出現させることになる（図 7）。 
 

 
図 7 

 
さらに、日本の強み、主導権を取るべき領域は、生産ライ

ンシステムへの IoT 応用だろう（図 8）。この領域は日本の

強みでもあり得意領域であり、主導権を取るべき領域であ

る。 

 
しかし、そのプラットフォームとなる規格は、欧米がリード

して世界が動き出している。日本が望まずとも、日本企業の

製造現場は変化を余儀なくされる。 
 
つまり、変化していくことを受け身に考えるか、自己変革

ととらえて積極的に対応するかの姿勢が重要となる。 
 

 
図 8 

 
 IoT でデータが取れるようになると、企業活動の「カタチ」

も変化を要求され、競争は激しく、顧客の要求も厳しくなる

だろう（図 9）。 
 

もはや、データが無い時代のビジネスモデル・競争原理

が続かなくなるだろう。 
 

 
図 9 

 
製造業の工場は、「事業効率化」以上の変化を要求され、

これまでの描いていた発展のシナリオも変わるだろう（図

10）。 
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このようなグローバルな変化に対して、日本が世界のデ

ファクトを取ることは難しいだろう。むしろ、事業レイヤーの

異なるグローバルプレイヤーと組んで、次世代のビジネス

チャンスを押さえられないかを考える必要がある。 
 

 
図 10 

 

４．半導体産業のビジネス機会 

 
中国がマーケットリーダ・ポジションを占める中で、IoT は

ビジネスモデルを変革し、その領域は市場のみならず、生

産体制もグローバル化を要求するだろう（図 11）。 
 
また、IoT の普及に伴い、モノづくりの水平分業化が加速

される。これに対応すべくデバイスメーカは、勝ち残りに向

け、自社のコアコンピタンスの先鋭化を迫られることになる

だろう。 
  企業の形もこれらの変化によって、従来と異なった新た

な「カタチ」のメーカが出現するだろう。 
 

 
図 11 

結論としては、2030 年に向けて、日本の立ち位置を考え

直すべきである（図 12）。 
 
◎市場原理によって、日本は、もはや’80 年代のような

ビジネスの中心ではない。 
 
◎大規模人口を持つ中国市場の影響力は絶大であり、

自動車・自転車等のモビリティや再生可能エネルギー、

モバイルさらに医療への影響は絶大となる。 
 
◎IoT 社会は、新たなビジネスモデルを創出する。 

人を基軸に、HW・サービスのレイヤーモデル化が進

み、工場のあり方の変化が起こる。 
 
やはり、半導体は、変化する・変化を起こす産業であり、

日本企業はポジティブな視野を持って、斜に構えずに「日

本の立ち位置」を考え直すことが重要である。 
 

 
図 12 

 半導体産業人協会 会報No.94(‘16 年10 月)               １１ 



「SSIS-NEDIA 関西シンポジウム」開催報告 
SSIS 理事・関西地区委員長 井上 道弘 

 

9 月 1 日大阪大学中之島センターにて第 3 回 SSIS-

NEDIA 関西シンポジウムを開催しました。NEDIA との共

催を開始して 3 回目となる今年は「スモール製造によるビ

ジネスモデルの変革―多品種少量生産、地産地消、

Short Time to Market」と題して、ミニマルファブと 3D プリン

ターについて、産業技術総合研究所から私、井上道弘、

株式会社ネイタスの今井龍二氏、そして慶応義塾大学の

田中浩也教授からと、3 件の講演がありました。また、ロー

ム株式会社の中村孝氏の司会により、上記講演者に加え

て、アクティブリンク株式会社の藤本弘道氏、オムロン株

式会社の西尾英俊氏に参加して頂き、今回のメインテー

マである「スモール製造によるビジネスモデルの変革」に

ついてパネルディスカッションを行い、これからの日本の

電子デバイスにおける新たなビジネスモデルの方向につ

いて熱心な議論を行いました。以下にその概要について

報告します。 

 

 

１．開会挨拶 

SSIS 理事長 橋本浩一氏 

 

このシンポジウムは回

を重ねる毎に盛んにな

り、今年は 80名を超える

参加を得たことに感謝

の意を表したい。現在の

世界的な経済情勢は必

ずしも順調ではないが、

自動車や IoTなど、半導体や電子デバイスのアプリケーシ

ョンは確実に広がっており、それに対応するプラットフォー

ム確立のために半導体業界は国際的な M&A を進めてい

る。一方製造の観点からは、1990 年代以降ファブレスとフ

ァウンダリ―の登場でビジネスモデルが大きく変わり、それ

に日本がついていけなかったが、ここへ来て、再度ビジネ

スモデルが大きく変革する可能性がある。スモール製造

の登場である。これをトリガーとして落ち込んだ日本の半

導体復興のきっかけにしたい。本日は講演の他にパネル

ディスカッションも行うので、是非活発な議論が行われるこ

とを期待しているとの挨拶がありました。 

 

２．来賓挨拶 

近畿経済産業局地域経済部 次長 志賀英晃氏 

 

政府は日本再興戦

略 2016 に お い て 、

IoT、AI、 ビ ッ グ デ ー

タ、ロボット等第 4 次産

業革命による新ビジネ

スの創出を最も重要な

ものとして位置付けて

おり、これらを支えるため、技術力・信頼性の高い日本の

電子デバイス産業の再興が鍵を握っている。この中で指

導的活動をしている SSIS、NEDIA の今後の活躍を期待

する。また、本日のテーマである「スモール製造」は、第 4

次産業革命が進展し多品種少量が益々求められる中で

正に時機を得たテーマであり、参加者の皆さんのビジネス

や技術開発の進展、人材ネットワークの構築に結び付け

て頂きたいとのご挨拶を頂いた。 

 

３．講演 1 「電子デバイスのスモール製造を目指したミニ

マルファブ構想と開発の現状」 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 研究参与 

井上道弘氏 

 

電子デバイスの多品種少量生産に適したミニマルファ

ブ構想とその開発状況について述べる。ミニマルファブは
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ハーフインチのウェハーを用いて 1個ずつデバイスを作製

する生産システムであり、我々は第 4 次産業革命がもたら

すメガカスタマイゼ―ションにもつながる産業モデルの変

革を実現するものであると位置づけている。半導体産業

はこれまでにない画期的な発展をし、これからも IoT をは

じめ社会システムを支えるデバイスとして大きな需要を期

待できるが、ここへ来てこれまでの微細化と大口径化の路

線に陰りが見え、大きな変化点を迎えて、デバイスの多様

化の時代になろうとしている。また、従来のメガファブによ

る生産は莫大な生産投資が必要になることや多くの無駄

を発生させてきたという問題を抱えている。この問題を解

決するために、多品種少量、地産地消で必要なデバイス

を必要な時に必要なだけ作るというコンセプトのもと、ミニ

マルファブ構想がスタートした。 

ミニマルファブはウェハサイズをデバイス1個に相

当するハーフインチサイズにして、単位工場当たり

の投資金額をこれまでのメガファブの 1000 分の 1 に

することによって、少量生産であっても適正なコス

トで供給できる生産システムの実現を目指している。

また、クリーンルームが不要、超短 TAT で生産が可能、

研究開発用の装置と量産用装置が同一であるため研究

開発から量産化へのハードルが低くできる等の特徴を持

っている。 

2010 年から本格的なミニマル装置の開発が始まり、

現在 40 機種以上のミニマル装置を開発し、CMOS デバ

イスや MEMS の基本構造の試作を行い、基本特性を確

認している。また、前工程から後工程までをシーム

レスにライン構成できるパッケージング装置の開発

も行い、一貫ラインとしてのミニマルファブの実現

に近づくことが出来るようになった。さらに、次世

代半導体の有力な技術である三次元実装のための

TSV-3D 用の装置群の開発も着手している。 

ミニマルファブは 21 世紀型の産業製造エンジンで

あるスモール製造、スモールビジネスを実現して、

将来の IoTやロボット、健康・医療産業などの新しい

電子デバイスのアプリケーション展開のプラットフ

ォーム形成を目指している。 

 

 

４．講演２「多品種少量型ハイブリッド生産ライン

（ミニマル装置＋既存装置の可能性）」 

 株式会社ネイタス 取締役 今井龍二氏 

 

 ネイタスは本年 1

月に母体を NEDIA と

してスタートしたミ

ニマルファブを使っ

てビジネス展開を行

う会社である。事業

計画としては、2017

年には第1ラインを立ち上げデバイス製造を開始し、

2019 年には IPO を行い、2020 年にはトータル 4 ライ

ンを構築する計画である。これまで半導体は大量生

産、大量消費のB2Bのビジネスであったが、今後は、

これまで半導体とは直接縁がなかったごく少数しか

デバイスを必要としないユーザーも半導体ビジネス

に対象になる。ネイタスの当面のターゲット市場は

家電、玩具、産業機械ロボットなどの小ロットの半

導体ユーザー、大量の条件振りを希望するプロセス

開発委託ユーザー、従来 VDEC 等を利用して研究開発

を行っている大学官公庁関係、さらには夢のような

話だが、趣味等で半導体を製作する個人ユーザー等

も対象として考えている。 

 この計画を進めるために、当面は6インチの既存装
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置とミニマル装置を使ってハイブリッド構成のライ

ンを構築する。第1ラインの候補地としては沖縄や熊

本が上がっている。少量多品種ビジネスを実現する

ためにMESシステム、設計環境、営業方法について新

たな仕組みを構築する。具体的なデバイス開発は既

にスタートしており、豊橋技術科学大学との間でパ

ワーデバイスや農業用センサーデバイス等の共同開

発を行っている。 

 日本のベンチャーへの投資は米国に比べて極めて

少ないのが現実である。アイデアがあってもこれま

でのやり方では勝てない。起業家にはミニマルファ

ブによるデバイス製造と３D プリンターを駆使しても

らって市場への提案をスピーディーに行いアイデア

の実現を目指してもらいたい。ネイタスはそのよう

なベンチャーの手助けができると考えている。 

 

 

５．講演３「3D プリンターが拓くファブ社会」 

 慶應義塾大学情報環境学部 教授 田中浩也氏 

 

 私は 2005 年に日本

で初めて自宅で 3D プ

リ ンタ ーを 使用 し

た。3D プリンターは

1980 年代に世の中に

登場し、当時は 1 台

3000 万円と高価であ

ったが、2009 年に基本特許の有効期限が切れて低価

格のものは3万円程度で販売され、一気に普及が始ま

った。ちょうど100年前にフォードの自動車大量生産

工場が完成し、それ以降同一品種大量生産が世の中

の主流となったが、ここへ来て多品種少量生産の時

代を迎えて、3D プリンターはその新しい社会構築に

最適である。 

 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスのメディアセン

ター（図書館）に 3D プリンター14 台が設置され、学

生が自由に使えるようになっているように教育環境

も大きく変わった。今後他大学や高校に普及してい

くであろう。 

 3D プリンターは魔法の箱ではないが、その特徴を

まとめると①1 個からでも作れる、②複雑なものも出

力するだけ、③データは距離を超えるがある。日本

の小学生がアイデアを出した文房具が共有データサ

イトを経てニューヨークの学生や音楽家が展開して

新たな発明を生み出すなど、データさえあれば世界

中で利用できるというこれまでにない特徴を持って

いる。このような特徴を利用して楽器の作製やメデ

ィカル分野への展開は個々人にあった製品を作ると

いうメリットを生かすことができ、3D プリンター応

用の有力分野である。この技術を使って、義手や義

足のベンチャービジネスが既に始まっている。 

 さらに今後は半導体とのコラボも重要である。単

に 3 次元形状のものを作るだけではなく、RFID タグ

埋め込みの IoTデバイスが作られることになる。これ

まで「もの」は作られた瞬間が最も価値が高く時間

経過と共に価値が下がっていくのがふつうであるが、

IoT 化によって、情報を生み出す端末となり、時間経

過に従って価値を上げることが可能になる。IoT 

Fabrication で材料積層だけでなく電子部品を埋め込

み、“もの”から“サービス”へ転換する。このため

にはミニマルファブとのコラボレーションも視野に

入れる必要がある。3D プリンターを半導体の力を使

って情報化して付加価値を上げることが重要である。 
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６．パネルディスカッション「スモール製造による

ビジネスモデルの変革」 

 司会・モデレータ ローム（株）研究開発部部長 

                 中村 孝氏 

 

上記 3 件の講演の

後、ローム（株）の

中村 孝氏の司会に

より、パネラーとし

て講演者 3 名に加え

て、アクティブリン

ク（株）代表取締役

社長の藤本弘道氏、オムロン（株）事業開発本部戦

略・技術開発担当経営基幹職の西尾英俊氏を加えて、

「スモール製造によるビジネスモデルの変革」につ

いてパネルディスカッションを行いました。 

 ディスカッション

に先立ち、藤本氏か

らは同社の事業であ

るロボット、特にパ

ワーアシストロボッ

トの紹介があり、現

在、数100台/年規模

のパワーアシストロボットの普及にはハードにかか

るコストが大きな課題であり、少量であっても低コ

ストで電子部品や電池を入手できることは大きな魅

力であるというプレゼンがありました。 

西尾氏からは MEMS

事業の課題が紹介さ

れ、MEMS は IC に比

べて 1 枚のウェハー

から 2 桁多く取るこ

とが出来るので、ウ

ェハー1 枚当たりの

付加価値は高くなるが、逆にR&Dを大口径ウェハーで

行うことはかなりコストアップになってしまう。そ

のためR&Dにミニマルファブを使うことを大いに期待

しているというプレゼンがありました。 

 その後、講演者に対する質問をきっかけに、会場

の参加者を交えて、スモール製造、特にミニマルフ

ァブが将来普及するにあたっての課題や新たに取り

組むべき点、今後期待することについて熱心な議論

を行いました。 

 

７．閉会の挨拶 

 NEDIA 代表理事・会長 齋藤昇三氏 

 

 最後に NEDIA 会長

の齋藤昇三氏から、

本日の内容は大変時

機を得たテーマであ

り、多くの皆様に参

加して頂けたことに

感謝するとの挨拶が

ありました。また、11 月に開催する NEDIA 電子デバ

イスフォーラムでも今回の内容に関連するテーマに

ついてさらに議論を深めていくことやNEDIA戦略マッ

プの策定、今回発表されたネイタスを生み出した新

事業創成委員会の紹介をされました。 

  

８．交流会 

引き続いて淀川

を見下ろす９階の

交流サロンに会場

を移して、交流会

を行いました。

SSIS 伊藤副理事長

の開会の挨拶と近

畿経済局の志賀様

の乾杯会の音頭で始まり、SSIS、NEDIA のメンバー間

や会員外で参加された多くの方々との間で有意義な

時間を共有いたしました。 

 

９．SSIS-NEDIA オープンゴルフ大会 

シンポジウムの翌日、９月２日（金）、名匠井上誠

一の設計による瀬田ゴルフコース東コースでオープ

ンゴルフ大会を開催しました。今年の関西地方は猛

暑が続いたため熱中症の心配をしていましたが、当

日は蒸し暑くもなく好天に恵まれて、11 名の参加者

一同楽しくプレーを致しました。 
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   過疎化に悩む鉄砲伝来の島               ＳＳＩＳ顧問  牧本次生 

     

＜はじめに＞ 

 

鉄砲伝来で知られる種子島は私の生まれ故郷であるが、

いま深刻な過疎化問題に直面している。人口は毎年約１．

３％のペースで減少し、高齢化の比率は３割を超えて、全

国平均を大きく上回っている。行政としてもさまざまな手を

打っているのだが、目に見える効果はなかなか上がってい

ない。ＩＴを駆使することによって、雇用を拡大し、このような

傾向に歯止めをかけることができないか、同志と共に活動

を続けているところである。地方の過疎化は全国的に見ら

れる共通の問題であり、心を痛めている読者諸氏もおられ

るのではないだろうか。ＩＴの特質を生かした一つのアプロ

ーチとしてご参考に願えれば幸いである。 

 

＜種子島の紹介＞ 

 

種子島は鹿児島の南端から約４０キロ南に位置する島で、

南北に５７キロ、東西の狭いところは５キロであり、キュウリの

ような細長い形をしている（図１）。島の東は太平洋に面し、

西は東シナ海に面している。ほとんどが平地で、一番高い

山でも２８２ｍである。気候は温暖で年間の平均気温は１９．

６℃でる。 

一市二町（北から西之表市、中種子町、南種子町）からなり

人口は約３万人である。西之表市は以前、島主種子島家の

居城（赤尾木城）があったところで、現在でも人口が最も多く、

島の中心となっている。交通は鹿児島から高速船で９０分、

飛行機で３０分、いずれも一日に数往復があるので、私の

幼少時代に比べると、その利便性には格段の違いがある。

 
図１ 種子島の位置（出典：種子島観光協会） 

 

さて、初めて種子島を訪問する人のために主な観光スポ

ットなどをご紹介したい。まず、鉄砲伝来の関連としては、西

之表市にある「鉄砲館」への訪問をお薦めしたい。ここには

鉄砲伝来に関連した史料が数多く展示されており、当時の

状況をわかり易く伝えている。また、島の南端に位置する門

倉岬には「鉄砲伝来紀功碑」が建っており、ここからは難破

船が漂着した前之浜を見下ろすことができる。 

種子島の海岸沿いには浦田海水浴場（図２）を初め、よきの、

熊野、浜田など美しい海水浴場が多い。サーファーの人気

を集めているのは東側にある鉄浜（かねはま）海岸（図３）で

あり、ビッグウエーブを求めて全国のサーファー達が集まる。

また、長年にわたって自然が作り出した奇怪な景観として、

犬城（いんじょう）海岸の馬立（まだて）の岩屋（図４）がある。

ここは古来修験道の修行の場となっていたが、現在ではパ

ワースポットの一つとされている。 
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図２ 浦田海水浴場 

 

図３ サーフィンの名所鉄浜（かねはま）海岸 

 

図４ パワースポット馬立（まだて）の岩屋 

 

種子島の人はお祭り好きで、各地区で季節ごとのお祭りが

行われるが、全国的に知られた行事もある。まず、「たねが

しまロケットマラソン」は西之表市から南種子町のロケット発

射場「種子島宇宙センター」までを走るフルマラソンで、毎

年３月に開かれる。 

また、毎年７月開催の「サンセット車いすマラソン」は西之

表市内のハーフマラソンであるが、日没の美しい光景の中

で行われる。鉄砲伝来を記念した「種子島鉄砲祭」も大きな

イベントの一つであり、毎年８月下旬に行われる。 

 

種子島特産品の第一は「安納いも」であろう。西之表市の

安納地区が原産地であるが、今では全国各地で作られ、

「安納いも」の名前で売られている。工芸品としては鉄砲鍛

冶の伝統を継ぐ「種子鋏」が有名で、１０年は切れ味を保つ

と言われる。焼き物としては素朴な土の香りの能野（よきの）

焼の愛好者も多いと聞く。 

 

＜歴史点描＞ 

 

種子島には３万５千年前の遺跡があり、旧石器時代から

人類が生活した痕跡が残っている。また、書き物として残る

最古の記録としては、天武天皇時代の６７７年、「種子島人

ヤマト朝廷に入朝」と記された資料があり、貢物の献上のた

めに都に出向いたのであろう。古代から都との往復がなさ

れていたのである。 

 

明治に至るまで長く種子島を治めていたのは種子島家で

あるが、その祖は平清盛のひ孫、信基と言われている。平

家滅亡後、信基は母に連れられて、北条時政に助けを求め、

その養子となって種子島を与えられたのだと伝わっている。 

その１４代目、時尭（ときたか）の時代に起こった「大事件」が

１５４３年の鉄砲伝来であり、種子島の名を天下に轟かせた。

これは日本の歴史を大きく変えた史実であるので、以下、多

少の冗長な記述をお許しいただきたい。 

 

鉄砲伝来は中学や高校の教科書でも紹介されているが、

その記述はおおむね次のようになっている：「台風で中国船

が難破して日本の南端に位置する種子島に漂着、その中

にいたポルトガル人が鉄砲を伝えた」。あたかも偶然の重な

りで鉄砲が伝わったような表現であるが、実際には偶然の

重なりを超える必然性があったのである。それは、当時の種

子島の人々が持っていた高い文化的・技術的受容能力で

ある。鉄砲は極めて短期に国産化が実現されたのであるが、

その背景には３人の優れたキーパーソンの存在が不可欠

であった。即ち、島主種子島時尭、村長西村織部丞（おりべ

のじょう）、刀鍛冶八板金兵衛である。 

 

 中国の難破船が種子島の南端（門倉岬）に漂着したことを

知らされた村長の西村織部丞はすぐさま現場に急行した。
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一人の中国人に伴われた西洋人を見て、その異様さに驚 

く。言葉は全く通じる筈もなく、頼れるのは彼の漢文の素養

のみであった。持っていた乗馬の鞭を使って砂浜に字を書                                             

き、「筆談」ならぬ「鞭談」を試みたのである。漢文で「船中の

人はいずれの国の人か？何とその風貌の異様なことか」。 

 

  先導の中国人は漢文を見て大いに喜び、同じ鞭を使って

「船中のものは決して怪しい者ではではない」ということを伝 

え、「コミュニケーション」が始まったのであった。この「鞭談」

で状況をつかんだ織部丞は単身馬にまたがり、５０キロも北

にある、島主時尭の居所赤尾木（現在の西之表市）に向か

った。これは日本と西洋の間の最初の接点であったが、誤

解を生むことなく、スムースな交流が始まったのは、ひとえ

に織部丞の漢文の素養によるものである。 

 

報告を受けた時尭は当時若干１６歳であったが、難破船

を赤尾木まで曳航してすべての船客を城下で保護すること

を即決した。命を受けた織部丞は帰路、有力な漁師仲間に

頼み込んで、巨大な難破船を曳航するために１２隻の漁船

を調達したのであった。このような迅速な対応によって、難

破船は漂着の二日後には島主のいる赤尾木までたどり着き、

全員が近くの寺に宿泊して手厚いもてなしを受けた。その

後、船の修理を終えるまでの半年の長きにわたって、１００

名にも及ぶ外国人の世話がなされたのである。 

 

このような暖かいホスピタリティは、洋の東西を問わず

人々の心を動かす。こうした交流を通じて、時尭はポルトガ

ル人から日本で初めてとなる鉄砲を入手したのであった。

文武両道に秀で、高い先見性を持つ時尭は鉄砲の持つ大

きな将来性を見抜き、刀鍛冶の八板金兵衛に命じて銃を開

発させた。金兵衛が最初に行ったのは今日の言葉で言え

ば、リバースエンジニアリングである。徹底的に構造を調査

した上で、製法を工夫し、試作を繰り返した。しかしその過

程で、どうしてもすっきりと解決できなかったのが、銃の底に

ある「雌ねじ」の切り方であった。そのために愛娘の若狭姫

をポルトガル人に嫁がせ、「雌ねじ」の正しい切り方を教え

てもらったという悲話も伝わっている。若狭姫は日本人とし

て初めての国際結婚を行ったことになる。 

 

難破船漂着の翌年早々には、国産の火縄銃がすでに実

戦で使われ、種子島軍が簡単に敵方を破ったというニュー

スがたちまちに広がって行った。前後して、鉄砲の製法を

学ぶために種子島を訪れた多くの人たちによって、鉄砲は

紀州、堺、近江など各地へ急速に広がった。火縄銃は別名 

「種子島銃」として、戦国武将の重要な武器になったのであ

る。 

 

当時最強を誇った武田の騎馬軍団が、鉄砲を中心とする

織田・徳川連合軍に敗れた長篠の戦いは、鉄砲伝来から約

３０年後の１５７５年であり、この戦を契機として日本の歴史

は大きく転換していったのである。 

 

中国船が漂着した門倉岬には鉄砲伝来を記念する石碑が

建っている（図５、図６）。 

 

 

図５ 門倉岬に立つ記念の石碑「鉄砲伝来紀功碑」 

 

 

 図６ 門倉岬から難破船が漂着した砂浜（前之浜）を望む 

 

さて時は流れて昭和の時代。太平洋戦争が始まると、日

本の本土上陸を南方から目指すと予想される米軍を迎え撃

つために、飛行場の建設が急ピッチで進められた。そのた

めの要員は国内各地のみならず、朝鮮半島からも動員され

たのである。昭和２０年（１９４５年）に入ると、米軍は沖縄へ

の上陸を開始したため、種子島への上陸も現実味を帯びて 
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きた。島内の学童（２年生から６年生まで）は全員が鹿児

島の奥地へ疎開することになった。飛行場の建設が完成

に近づくと、敵機による空襲はますます激しさを増し、滑

走路は次々に破壊された。終戦に至るまで、この飛行場

から軍用機が飛び立つことはできなかったのである。現

在、その用地の大部分は畑となっており、一角に増田宇

宙通信所があって、衛星の追跡などを行っている。 

 

日本が高度成長期の中にあった１９６９年に、ＪＡＸＡの

前身のＮＡＳＤＡ（宇宙開発事業団）によって、ロケット打

ち上げ場が作られ、種子島は再度脚光を浴びることにな

った。その場所は島の南に位置し、鉄砲伝来の場所にも

近い。ロケット打ち上げのための立地条件としては赤道に

近いほど有利であるが、この当時は沖縄返還の前であっ

たため、種子島に施設が作られることになったのである。図

７は施設の全体を示す。 

 

ＪＡＸＡによれば「世界で一番美しいロケット発射場」と言

われているそうである。２０００年から H２シリーズの打ち上げ

が始まったが、これまでに３５回中３４回が成功し、成功率は

９７．１４％（２０１６年２月現在）と世界的にも高いレベルに達

している。 

 

図７ 南種子町にあるロケット発射場（出典：ＪＡＸＡ） 

 

＜過疎化の進行と対応策＞ 

 

種子島の人口のピークは図８に示すように１９６０年の６万

５千人であった。それ以来、年率１．３％で単調な減少を続

けている。現在は約３万人であり、ピーク時の半分をきって

いる。また、この問題と同期して起こっているのが高齢化の

進行であり、高齢者の比率は全国平均の２３％を大きく上回

り３２％に達している。 

 

図８ 種子島の過疎化の状況 

 

人口減少の最大の原因は、若い人の働く場がなく高校卒

業と同時に島外に出て、帰らない人が多いことだ。以前に

調べた結果では卒業生の９６％が島外に出ている（進学で

６０％、就職で３６％）。大雑把な言い方ではあるが、「高校

の卒業式が行われるたびに、卒業生の数だけ島の人口が

減って行く」ということである。 

 

過疎化の進行によってまず起こるのは学校の集約である。

私の中学時代、町には四つの中学校があった。毎年の町

内運動会では大きな校旗を振りかざしながら、そろって校歌

を歌い応援合戦を繰り広げたものだ。選手たちはそれぞれ

の学校の色の鉢巻きを締めて、その名を高からしめんと懸

命に頑張っていた。今は一つの学校に集約されたので、こ

のような光景もみられなくなったのであろう。バスの運行本

数は減少し、お店の数も次第に減って行く。また、高齢化の

同時進行によって、独居老人の数は増え、買い物、通院な

ども不便になって行く。これらのことが少しずつ進行し、全

体としての「生活の質」が低下していく。どこかで歯止めをか

けようと、各市町ともいろいろな手を尽くして対策を進めて

いるのだが、その効果は目に見えていない。 

 

IT を使って雇用を拡大し、過疎化の進行に歯止めをかけ

ることはできないだろうか。そのような思いを共有し、IT 分野

で仕事をしている種子島出身の同志が集って協議を重ね、

２０１２年に設立したのが「ニアショアＩＴ協会」である（図９）。

ニアショアはオフショア（海外）に対する言葉であり、ソフトウ

エアの開発を国内の地方で行うこと意味している。品質面、

納期面で有利であり、言葉や文化の壁もないので、仕様面

での行き違いをなくすることもできる。 
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     図 ９ ニアショア IT 協会のねらい 

 

ソフトウエアは重さがなく、瞬時に送ることができるので、

どこでも作ることができ、どこへでも送ることができる。これは

重さのあるハードウエアとは大きな違いであり、離島など市

場から遠く離れたところでも不利をこうむることはない。即ち、

「距離のハンデ」がなくなり、離島などの地方にとっては大き

なチャンスが到来したことになる。 

 

しかし、ソフトウエアを地方において作ることができたとし

ても、その市場は都市圏に偏っているので、事業としてなり

立たせることは非常に難しい。この問題を解決するのがニ

アショアＩＴ協会の狙いである。図９に示すように、協会のメ

ンバーは都市圏にあるフロント企業と地方に拠点を置くニア

ショア企業との連合体である。その仕組みは「都市圏のフロ

ント企業で注文を取り、地方のニアショア企業で生産を行う」

という形になっている。このような方法で、地方における雇

用を拡大するということを目標として活動を開始し、規模の

拡大に努めているところである。 

 

現在、協会の会員はフロント企業が１０社、ニアショア企

業が２１社、合計３１社となっているが、その所在地は九州

から東北までの広い範囲に分布している。このうち種子島

に拠点をおく企業は２社のみであり、雇用数は１０名強にと

どまっている。当初の目標であった「種子島における雇用の

拡大」からは程遠いところにあるが、少しずつ実績を積み上

げ、実質的な効果を目指していきたいと考えている。 

 

本年５月、ニアショアＩＴ協会も後援して「種子島ＩＴシンポ

ジューム」が開催され、私は基調講演の中で協会の活動を

紹介するとともに、種子島の将来にとって、ＩＴが極めて重要

な役割を果たし得ることを説明して啓蒙活動を行った。 

 

ＩＴ振興のねらいの第一は、雇用の拡大による過疎化の

防止であるが、もちろんそれだけではない。例えば自動運

転車とロボットは、過疎化と並行して進行する高齢化問題を

緩和することに大きな役割を果たすだろう。決まった道を運

行する自動運転車は遠からず実用化されると思うので、こ

れを活用すれば高齢者の「足の確保」が可能となる。また、

一人暮らし老人の話し相手として、ロボットが重要な役割を

果たすことが期待される。ネットにつながるロボットが自ら学

習を重ねて周りの状況を理解するようになれば、話し相手を

するだけでなく、遠くにいる家族への連絡、病院・役場との

連絡、薬の飲み忘れ防止など、多くの問題を解決できるに

違いない。 

 

問題は時間軸であり、いつになればそのようなことが実現

できるか、であろう。その時期を大胆に予想すれば、おおよ

そ、２０２５年頃ではあるまいか。２０２０年の東京五輪までに、

自動運転車もロボットも世界にその技術を示そうと格段の進

歩を遂げる筈である。しかし、その時点では多分にショウ的

な要素が多く実用性の問題は残されるだろう。 

 

実際に前述のような過疎化問題に貢献できるまでにはそ

れから５年くらいの歳月が必要であろう。道はなお遠いが、Ｉ

Ｔの持つ大きな可能性を信じて、種子島を含む日本の地方

にＩＴのタネを撒き続けていきたいと考えている。 

読者諸氏はＩＴのもたらす恩恵とその時間軸について、どの

ような予想をお持ちであろうか。 

 

以上 
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  技術者とテニス    

会員  水口 裕介 
 
  現在 70 歳ですが家内と二人でアナログ回路の会社

をやっております。 これが本当の家内制手工業と考え

ております。 

 
会社員時代は主にアナログ IC の設計に従事しまし

た．51 歳で退社し会社設立したきっかけは、世はデジタ

ル全盛で各社アナログからデジタルへ人員を移動させ

ており，このまま会社に居ても将来が面白くないと考え

たからです。いろいろアドバイスしてくださる先輩もおら

れたこともあり思い切って独立しました。 

 
家内は二三年で潰れると思っていたそうですが大きく

せず二人だけで頂いた仕事をまじめにした結果，予想

外に 18 年継続できています。 

(出身会社の名誉のため申しあげると私が退社してから

しばらくしてアナログの再評価がありました。) 

 
その間の健康維持は家内が工夫して作ってくれる食

事と週 1 回のテニスで行いました。 

テニスは古くは中学から実業団まで軟式テニスをやって

いましたが現在の住所に住むようになって近所の同好

会に入って硬式に転向しました。 

 
 軟式くずれの我流ですが始めた当時イワン・レンドル

のフォームを見て「あれは軟式やんか」と意を強くしたも

のでした。若い人に迷惑を掛けながらも毎週頑張ってお

ります。(レンドルは全米までマレーのコーチをしていま

した。) この調子なら 80 歳までできるかなと気楽に考え

ております。 

 
回路設計の方もテニス同様にまだまだできると思ってお

り，何歳までお客様に使って頂けるか挑戦したいと考え

ております．関係者の若い技術者に迷惑を掛けないよう

に気をつけて行きたいと思っております。 

 

 

 
しかしすでに CAD ソフトベンダーの若手技術者には迷

惑を掛けている可能性が高いです。 

 
テニスはたまに市民大会にエントリーしますが若い人 

に一蹴されることが多く，近年は初戦敗退が続いていま

す．この次は 60 歳以上の部に出場するしかないかなと

ペアを組む方と話しております。 

 
今後は孫まで含めた総勢 10 名のファミリーテニスを

企画するように娘に言っており年末までには実現したい

と考えております。頑張る姿を 4 人の孫にも見せて行き

たいです。 

 年をとってもそれなりにできるテニスは人生の友達と言

えるでしょう。 

 
健康のための私の心がけ 

 ・テニスでは取るのが難しそうな球は早めにあきらめる 

 ・ピロリ菌の駆除 (実施済み) 

 ・信頼できる医師と付き合う 

 ・適度な量の仕事と新しい技術への挑戦 

 ・人事を尽くして天命を待つ 

 
アナログとテニスに関して何時でもメール下さい。 

 analogmi(a)kcn.ne.jp  (a)は@に書き換えて 

お使い下さい。奈良県在住。 

 

 

     設計室でラケットを手にする私です。 

 

 

オアシス OASIS  ～憩いの時空間～    
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ギター 若き日の思い出 

内海 忠 

 
  楽器に興味を持ったのはいつ頃だったろうか。 

小学校、中学校の時は、音楽なぞ、女の子がやるもの、

女々しいと思っており、自ら楽器を演奏するなど考えてもい

なかった。それが高校に入り、友達仲間でギターが話題に

なり、仲間の一人がギターを始めた。私も何か楽器をやりた

いと強く思うようになっていった。 

中学から剣道を始め、高校でも剣道部に入って部活に精

を出して硬派一筋だったはずが、どのような心境の変化だ

ったのかは定かには覚えていない。 

いずれにしてもアメリカからのポピュラーソングがテレビ・

ラジオの音楽番組で頻繁に流れ、ウエスタン・カーニバルで

ロカビリーが騒がれ、ギターが弾けるのが格好良く思えたの

は間違いない。 

 

なんで窓に腰かけて弾いていた   

かは不明 

 

 

貯めた小遣いで無理して１９６１年２月５日に調達し、ギタ

ーとの関わりが始まった。（そのギターも今や弦を巻くヘッド

部分のみ思い出の置物になってしまっているが日付がその

後ろに刻まれていた。） 

 それからは、部活が終わり、家に帰ればギターの練習、教

則本を買い五線譜のおたまじゃくしを追いかけ、毎日毎日

練習の日々で、学業の方はいつやっていたのだろうかと今

さらながらに反省している。  

独学の練習は、弦を押さえる左手の指先に、血豆が出    

来、そのうちに指先が固くタコになるまで続いた。教則本の

譜面は弦の抑え方、指の動き、弦のはじき方をからだに覚

えこませるもので、音楽的には全く面白くない。 

数か月が経過しただろうか。大事なのはわかるが基礎練

習はとにかくつまらない。女の子にも聞かせられないし（本

音？）。何か曲を弾きたいと思いギター用の楽譜 ギター

ピースを買いに走り、 初に手に入れたのが、誰でも手始

めに覚える「禁じられた遊び 愛のテーマ」だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギターピース（クラシックギター用楽譜） 

 
楽器はみんなそうだと思うが、譜面を追って弾くのでは

曲の雰囲気が出せない、左右の指の動き、リズムを体で覚

え、いわゆる暗譜が不可欠。1，2 ヵ月もやれば譜面を見ず

に弾けるようになり何とか 1 曲を覚え、ギターを弾けるとい

えるようになった。 

その練習で、譜面と弦を押さえるポジションの関係も覚

え新しい曲も覚えが早くなり、レパートリーも増えていった。 

 そうなると、あいつはギターが弾けると認識され、結婚式

にギターソロをやらされたり、クラシックギターをフォークギ

ターに持ち替えて歌の伴奏をしたりと人前でギターを弾く

機会が増えていった。 

 

次頁の写真は、沖電気時代に宮崎工場へ教育講師とし

て出張した際、テニス部の合宿につき合わされ、ホテルに

泊めてもらえず、合宿をしているヒュッテに泊まる羽目にな

り、皆でバーベキューパーティをしている時の写真です。 

次の日、講義をするのに筋肉痛で腕が上がらず苦労し

たことを思い出しました。 

  時が経ちギターも古くなって、ネックにそりが出始め、胴

板もヒビが入り、使用に耐えられなくなって置物に変化して

からも久しい。 

    この原稿を書きながらまた始めたいと思っている。ギター 

 は、目で譜面を追い、右手と左手に別の動きを要求し、 

   かなり、脳を刺激する。歳をとってからの脳の老化予防に 

良いのではないかと勝手に考えている。 

  皆さんもいかがですか。 

 

 

 

 

 

 

 
 

今や置物となった 

初めて買ったギター

のヘッド
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「箱根駅伝」を３倍楽しむ方法 

                            深津 英雄 

   前回（昨年 10 月）に「箱根駅伝を２倍楽しむ方法」として 

「実際に観る」ことをお薦めしました。今回は、3 倍楽しむ方

法として「予選会を観る」ことをお薦めしたいと思います。 

 予選会は、毎年 10 月に、東京都立川市にある国営昭

和記念公園と立川駐屯地、周辺道路を使って、参加校

の選手全員が一斉にスタートします。昨年は、49 校で

660 名の選手が競い合いました。それはそれは見もので

す。各校の応援団の熱烈な応援に背中を押され、また出

場できなかった部員や選手の親、友人、また箱根駅伝フ

ァンの声援に応えようと、汗を流す選手たちに、すでに涙

腺が緩んでしまいます。 

  
予選会で選ばれるのは、20ｋｍコースで各校上位 10

名の合計タイムで、上位 10 校しか選ばれません。よって

チーム全体の速さが問われます。 

 どこの学校が、お正月の箱根駅伝本戦に出場できるの 

か分かるのは、集計のために 30 分以上の時間を待ちま

す。この間は、各校の監督や選手や仲間は、緊張の面持

ちで待ちます。 

 
私も応援する学校の近くに行きますが、何も声をかけ

ることはできませんのでビールを飲みに屋台へ行きます。 

尚、 近の駅伝やマラソン大会でのタイム集計は、ゼッ

ケンに縫い込まれた「半導体タグ」が使われるようになり、

以前よりだいぶ時間短縮され、また正確になっています。 

いよいよ発表の瞬間が来ます。トップ校から発表されま

すが、発表される度に悲鳴のような喜びの声が聞こえると

同時に、更に緊張が増していく選手たちが見えます。

後の 10 校目の校名が発表された際には、大きな喜ぶ声

と、泣き崩れる本戦出場を逃した選手の声が混ざります。

私もこの瞬間は、毎回、泣いてしまいます。 

 この試練の予選会を通った 10 校と、シード校 10 校、 

そして出場校以外の大学から選ばれた選手で構成する

関東学生連合チームの、合計 21 校が本線で競い合いま

す。予選会で活躍した大学や選手が、本戦でも活躍する

姿を見ると楽しくなります。 

 
是非、皆さんもこのような「駅伝ものがたり」を実際に予

選会から、ご覧になっては如何でしょうか？ 

この話題を読んで頂く頃には、今年の予選会は終わっ

てしまっているかもしれませんが、是非、このような楽しみ

方があることを、知って頂くと嬉しいです。 

古代生物への情熱 

                         藤井 嘉徳 
１． 原点  ～生き物に対する興味～ 
１）小生の原産地は、山口県徳山市（現周南市）。

1960 年代前半の小学生時代の低学年～中学年に

かけては、野山に補虫網を持って、トンボやチョウを

よく追いかけたものです。当時の日本は、地域を問

わず美しい自然環境に恵まれていて、昆虫採集に

夢中になる少年たちの昭和の現風景が至るところで

みかけることができたのではないかと思います。 

 
２）日本全国で も汎用的なシオカラトンボ、ムギワラト

ンボがよく縦に繋いで飛翔している。シオカラ、ムギ

ワラの同じ色の仲間は、繋がない。これはなぜだろう

と問題意識を抱いて昆虫図鑑を買ったのが、1961

年 6 月。シオカラは雄で、ムギワラが雌との解説を観

て納得。様々な生き物に興味を持ったのはこの頃。 

 
３）遠石八幡宮境内の周辺では、カブトムシ、クワガタ、

タマムシ、カミキリムシやクマゼミ、ミンミンゼミを、ま

た、当時、京都大学演習林徳山試験場（現 万葉の

森）があり、ここには高原や丘陵でよく見かけるクロア

ゲハ、アオスジアゲハ（緑青の蛍光色）、カラスアゲ

ハ（琥珀色）やオニヤンマ、ギンヤンマ、沼や小川、

田んぼなどにいるジョウジョウトンボ（赤とんぼの一

種。紅色）、コシアキトンボ（黒。腹部がアイボリーホ

ワイト）、セスジイトンボ（空色）、キイトトンボ（黄色）等

が生息しており、よく捕まえに行ったものです。 

 
４）家の庭に「3 度の餌」よりも散歩が好きだった雑種の

中型犬がいたし、縁側ではジュウシマツ 4 羽を部屋

の中には、1 羽のメジロを飼育。牧本さんが、「我が

家のメジロ」というテーマで投稿されていましたが、柑

橘類が非常に好物で食べ方も上品だというご指摘

には、まったく同感です。ミカンをみると、体を乗りだ

し、僕にも食べさせてくれよといわんばかりに眼で懇

願してきます。また、エンゼルフイッシュやグッピー、

ネオンテトラ、スマトラなどの熱帯魚も飼育。様々な

生き物と馴染み親しんだ生活環境が拡がりました。 

 
２．古代生物の観察  ～三つ子の魂百までも～ 
１）古代生物に特に興味を持ったのは、1963 年 5 月に

美祢市の鍾乳洞の秋芳洞（しゅうほうどう）と、秋吉台

（あきよしだい）に行った時の遠足。秋吉台は、カルス
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ト地形の台地。太古に地層の逆転があり、隆起したこ

の台地では、アンモナイト（Ammonite:古生代デボン

紀～中生代白亜紀後期）やフズリナ（Fusulina：古生

代石炭紀～ペルム紀）などが採れます。科学博物館

には 1m～2m ぐらいもあろうかという巨大なアンモナ

イトの化石が展示してあり、10cm～15cm ぐらいの小

型の化石は、お土産として販売。 

 
２）ちなみに、同じ頭足類のカテゴリーのオウム貝は、生

きている化石ともよばれ、アンモナイトにもよく似てい

ます。オウム貝(Nautilus)とアンモナイトとは近縁で

はあるようですが、種としては別物のようです。オウム

貝の方が、時代的にはさらに古い種だということが面

白い。同類項であっても必ずしも、新しい方が長く種

が存続するとは限らない。また、驚くべきはオウム貝の

寿命は、10 年～15 年であり、数年のイカ・タコ類より

もずっとしぶとく生きる頭足類。環境への適応性・順

応力がこの鍵を握っているのではなかろうかと。 

   フランスのＳＦ小説の巨匠、ジュール・ベルヌの

1880 年の作品「海底二万マイル」に出てくるネモ艦

長の潜水艦（ノーチラス号）のネーミングは、このオウ

ム貝からきています。オウムガイはいくつもの殻が仕

切られており、殻のガスと液体の容積を調整して浮力

を得ており、潜水艦の動作原理とよく似ています。 

 
３）話は元に戻りますが、この遠足の時がトリガーになり、

同年の 1963 年には、親にせがんで、平凡社の国民

百科大事典を買ってもらい、特に、とくに古生代

(Palaeozoic Era:5.5 億年前～ 2.48 億年前)の板皮 

 類の魚類や中生代(Mesozoic Era：2.48 億年前～

6500 万年前の恐竜(Dinosaurs) を何度も見て、古

代への思いをはせたものです。恐竜とは、三畳紀

（Triassic Period:2.48 億年～2.08 億年）の後半に

登場し、白亜紀(Cretaceous Period 1．44 億年～6

千 500 万年)末期に絶滅した 2 足歩行の爬虫類の総

称ですが、肉食のティラノサウルス、草食の首長竜ブ

ロンドザウルス、草食の剣竜ステゴサウルス、巨大な

サイのような姿をしたトリケラトプス、姿は肉食竜に近

いが草食のイグアノドン、鎧をまとったようなアンキロ

サウルス、翼竜のプテラノドン（東宝映画の「ラドン」は

これをモチーフ）など。さながら目を見張るようなダイ

ナミックな生物多様性のパノラマに、感動。 

 
４）余談ですが、大学時代の 1974 年、文京区茗荷谷の

学園祭で知り合った「お茶飲み友達」は、理学部で生

物学を専攻。この友人の誕生日の時の小生からのプ

レゼントは、秋吉台で飼ってきたアンモナイト。喜ん

ではくれたものの、「螺旋状の曲線の渦きは、大きな

サザエの蓋（ふた）みたいね。」との所感。(-_-;)  

  当時、女性は男性とはやはり「違なる生き物」ではな

かろうかと思ったものです。蛍石とか斜方平行四

辺形の方解石、いや宝石に近い猫目石（キャッ

ツ・アイ）あたりがよかったかなとも。。。 

 
５）1980 年代に入り、古生物の学術書やガイドブックを

購入して休日に読むようになり 1990 年代からは米国

や欧州への海外出張の折には、鉱物や化石（本物＆

レプリカ）とか、古生物に関する英文書籍等も購入。 

 
６）近年、白亜紀の末期の恐竜をはじめとする多くの種

の絶滅は、メキシコのユカタン半島の周辺のメキシコ

湾に落下したと思われる直径 10km 級の隕石が、起

因しているのではないかという説が古生物の学会や

ネーチャーなどの論文で取り上げられるようになって

きました。地球上で自然には発生しない白色光沢の

イリジウム（原子番号 77、融点 2400 度 C 以上、沸点

4100 度Ｃ以上）が白亜紀末期の地層に多く見られる

ことが着眼点。 

 
７）白亜紀末期に、地球上の実に９０％の種が絶滅した

とみられています。逆に言えば、１０％は生き延びたと

いうことになりますね。生き延びた種は、小型ほ乳類

でリスとかネズミに近い齧歯類（げっしるい）とか、爬虫

類では、大トカゲ、ヘビ、亀（陸上＆海洋）など。海洋

性生物では、鮫、古代クジラなど。植物では、ソテツ、

メタセコイア、銀杏など。マダガスカル島やインド洋に

潜むシーラカンス、中南米のアロワナ、瀬戸内海のカ

ブトガニ、日本の太平洋岸から台湾に生息のタカアシ

ガニ、世界中に分布する肺魚、進化をあたかも拒否し

たかのようなこれらの生きている化石もなぜ、生き延

びることができたのだろうか。彼らのサバイバルの条

件は、いったいなんだったのか。といった観点で動物

園、水族館や博物館を訪れるようになってきました。 

     
 ◆アンモナイト        ◆オウムガイ  
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  2 つの絵画展の鑑賞 
【１】 「新世紀展」を鑑賞 
 毎年5 月初旬に開催され、今年は 5 月6 日に第4 回にな

る例会を開催した。会場は東京都美術館。 

 500 点近い大作が出展されていて、当会員である田村敏

子さん、斉藤照子さんにご自分の作品と出展作品の解説を 

して頂きながら鑑賞した。 

 
【田村さんの作品】 <刻の中で> 

 女が女を描くことは、表面（おもてづら）はどうあれ、自画

像になる。美・醜・老・若にかかわらず、その内なるものは自

分自身でしかない。 

    
    

【斉藤照子さんの作品】 <Nostalgia> 

 ここ4、5年Nostalgiaをテーマにした私なりの世界を発表

しております。見る方の感性によって心に浮かぶ風景、情 

景を何かしら感じていただけたらと思います。 

    
    
【参加者（会場前で）】 

 伊藤 達、井入正博、島 享、ご夫人、野沢滋為、 

山崎俊行、真鍋研司、田村敏子、斉藤照子、内山雅博 

（敬称略） 

 

    
    

【２】 日立 OB 美術会展を鑑賞 

 当会員の喜田祐三さんからご案内があり、文化活動委員

の野沢、島、内山と田村、斉藤の両画伯も交え鑑賞に出向

いた。 

 4 月 6 日に京橋の「ギャラリーくぼた」で開催されており、

第 58 回の開催という歴史のある会で、さすがと思った。会

場も絵画ファンの誰もが知っている有名ギャラリーで、会が

一層盛り上がった様子。 

 我々が出向いた4月6日には丁度、庄山悦彦元社長が来

場されており、喜田さんがご案内され、130 点に及ぶ作品を

熱心に鑑賞されていた。さすが日立さんだと思い入った。 

【喜田さんの作品】 

    

【喜田さんと参加者】 

   

      

  次回の「絵画鑑賞の会」をお楽しみに。 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
SSIS 文化活動委員会 

コミュニティ活動 趣味の会  内山 雅博 
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今年 2 月の第 5 回に続いて、今回も講演会と懇親会の 2

部構成で第 6 回多摩会を実施しました。現役の方も参加し

やすいように、今回も土曜日に開催しました。 

 
1. 日時： 2016 年 9 月 3 日(土) 15：00～19：15 

 
2. 場所：  

(1)講演会； 八王子学園都市センター第 5 セミナー室 

八王子市旭町 9 番 1 号 

八王子東急スクエアビル（八王子駅前）12F  

(2)懇親会； 居酒屋「絆」八王寺店 

八王子市三崎町 4-9 山川ビル 8F  

 
3. 出席者：  

多摩会会員だけでなく、関東地区の SSIS 会員の方々に

も参加を呼び掛け、多摩会会員８名、関東地区の SSIS 会

員 12 名の下記の方々にご出席をいただきました。 

内海   忠 、 金原 和夫、 周藤 仁吉、 高橋 令幸、 

溝上 裕夫、 向  喜一郎、 村田  純 、 島   亨 、 

藤井 嘉徳、 藤江 明雄、 野澤 滋為、 中尾 誠男、 

眞鍋 研司、 内田 康臣、 角井 宜治、 堀江 洋之、 

森脇  健 、 日高 義朝、 増原 利明、 川本 佳史、 

（敬称略、順不同で記載） 

4. 講演会 (15:00〜17:00) 

(1)講演テーマ； 「地震について」 

(2)講師； 藤江 明雄 氏 

藤江氏は、1933 年 8 月現山梨県都留市に生まれる。

1957 年３月千葉工業大学 電気工学科卒業後、東京大学

を経て、１９５８年１月日本電気（株）入社。電子管工業部半

導体開発部応用技術課にて成長拡散型トランジスタの開発

から量産を担当、1979 年７月販売事業部応用技術部長を

歴任。1980 年７月日本電気 IC マイコンシステム（株）にて

取締役技術部長、1998 年７月海上電気（株）にて取締役技

術部長、技術顧問を歴任後退任。 

この間、静電気学会から進歩賞、功績賞を受賞。  

主な著作物は、高周波高出力トランジスタ（入江、藤江、

山根 共著）日刊工業出版 1970 年刊、 よくわかる洗浄装

置の周辺技術（洗浄協議会編著 日刊工業新聞社刊）、            

半導体デバイスの低雑音化研究：2 入力換算雑音源評価 

 

 

 
法を中心に、 電子デバイスにおける ESD 対策の推移 静

電気学会誌 29.2（2005）92-97、 半導体分野の ESD（静

電気放電）に関わる諸問題 信頼性学会誌 2013 Vol.35、

No.6 など。 

(3)講演の概要 

講演会では、藤江明雄様から「地震予知に関して最新の

研究状況をわかりやすくご説明いただきました。  

 最近では、GPS による位置変動の解析、電波伝搬の擾乱

や 電波雑音異常の解析、大気イオンの変動の解析から地

震予知を行う研究が 進められているとのことでした。  

地震というと、地殻変動により起こるものだけと思っており

ましたが、 水素爆発（爆縮）や炭酸ガス爆発によっても起こ

っていること、 台風と同じように地震にも目があることなど、

地震について 日ごろ見聞きすることのないことを興味深く

学ぶことができました。 参加者の皆様の関心も高く、質疑

応答も盛り上がりました。 

 
5. 懇親会 (17:15〜19:15) 

 今回の懇親会は、趣向を変えて居酒屋で開催しました。

皆様からの近況報告ができなかったことは残念でしたが、

それぞれ近くの方と親密なコミュニケーションが取れて、親

睦を一層深められたと思われます。大変有意義で楽しい時

間を過ごすことができました。 

 
6. 今後の予定 

多摩会では、文化活動の一環として今後も会員相互の親

睦と情報交換の機会を計画します。次回は来年２月下旬か

ら３月初旬の予定です。是非多くの方々にご参加頂きたく、

宜しくお願いいたします。 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
SSIS 文化活動委員会 

第 6 回 多摩会    幹事  川本佳史 
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私たちの日常を構成しているモノが相互接続するネットワ

ークとして近年多くの分野で話題を独占している IoT

（Internet of Things）とその基盤となる半導体について数

回に分けて論じることにする。今号は IoT 時代に至る背景、

その意味するもの、市場動向について概観し、次号以降で

必要となる技術的・ビジネス的イノべーションについて、最

終的には半導体がいかに貢献し、価値ある産業として成長

するかについて論じることにする。 

 

           IoT 時代に至る背景 
1947 年誕生した半導体は来年で古希を迎えることになる。

一つの産業が 70 年続き、しかも成長し続けていることは稀

である。微細化の追求が高集積化、高速化、低消費電力化、

低コスト化を実現させ半導体の世界市場を約 35 兆円

（WSTS 2016年6月）の規模にまで成長させた。それに伴

う多くの技術革新がメモリ集積度を100万倍/30年、コンピュ

ータの演算速度を 100 万倍/30 年、通信速度は 690 万倍

/31 年まで向上させた。さらに IT の活用範囲が飛躍的に拡

大するとともにコンピューティング・パワーと情報伝達に要す

る単位当たりのコストが限りなくゼロになってきている（平成

22 年経済産業省）。 

この情報通信インフラと昨今のクラウド・コンピューティン

グや AI(Artificial Intelligence)の目覚しい進化の潮流が

数年前は不可能だったビジネスモデル・複合新産業が次々

と誕生し、イノベーティブなサービスを産み出す原動力とな

っている。 

このような半導体技術の進化と産業発展、および環境変

化の背景が IoT を生み出す原点になっているのだろう。 

 

IoT とは何か 
IoT の全体像を図にまとめる。自然界や人間社会の営み

に関する大量な情報、つまりビッグデータをセンサ技術

自然界
・自然環境
・環境汚染
・防災環境
人間社会の営み
・農業・漁業
・製造・流通
・オフィス・ホーム
・車や鉄道
・電力 ・上下水道
・医療とヘルスケア

AI型サーバ /
ストレージ

ビッグデー
タ解析によ
る最適解の
計算

クラウド・サイバー
空間

実空間

ビッグ
データ
の収集

最適制
御情報
ﾌｨｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸ

ネットワー
ク / ルータ

 

 
によってモニタリングし、無線通信やネットワーク・ルータ技

術を使ってクラウド・サイバー空間に伝送する。サイバー空

間上に存在する超高速で大容量・低電力・高信頼サーバ/ス

トレージを駆使してビッグデータの解析を行い、経済性・効

率性・安全性・快適性などのさまざまな項目を目的関数とし

て最適解を求める。再びネットワーク技術を使い、求めた最

適制御情報を実空間上に存在する機器や車にフィードバッ

クし、チューニング・制御するのである。このように、IoT は

極めて大規模なフィードバック制御系として捕らえることが

できる。 

重要なことは、この仕組みを具現化するには、あらゆる側

面で半導体が基本部品となるということである。しかし、この

ためには次世代多品種少量生産型デバイスの実現、高機

能・高性能センサ/RF を含めた回路の One Chip 化、各種

の Commodity IP (Intellectual Property) の品揃えの

充実、One Chip 丸ごとシミュレーションのような各種設計技

術、といった多くの技術的イノベーションが必要となる。 

さらに、サーバの AI 化を目論むニューロチップ、量子コ

ンピュータ、スピントロニクス・ストレージ、などは計算アルゴ

リズムを含めたソフトからハード、そして半導体デバイス構

造・製造プロセスまで、半導体に関連する全ての技術を根

底から変えてしまう大きなインパクトを持つことになる。 

 

          最近の IoT 関連情報 

今年（2016 年）7 月 18 日、ソフトバンクは「次のパラダイ

ムシフトは IoT」として英半導体設計大手 ARM Holdings

社を 100％買収すると発表した。日本企業による約 240 億

ポンド（約3 兆3000 億円）に上る大型買収である。ARM 社

の技術が入った半導体が搭載されているのはテレビ、スマ

ートフォン、タブレット端末、ドローン、スマート・ホーム(イン

ターネットに接続された室内温度調節器、電力メーター、煙

探知機など)、スマート・カー、ウェアラブル機器など実に幅

広い。あらゆるモノがネットにつながる IoT 時代が間近に迫

るなか、ソフトバンクは IT（情報技術）産業の最上流工程を

手中に収めることになる。ソフトバンクの ARM 買収の真の

狙いが、ARM 社との接点として集まる多くの産業分野の

生々しいマーケティング戦略とも考えられ、そのしたたかさ

は見事であるとの見方もある。この発表のインパクトは極め

て大きく、大手各社の業務提携、企業買収が目につくのは

偶然であろうか。 

米 Intel 社は ARM 社が開発した半導体のライセンス供

☆ 委員会報告 ☆ 
論説委員会 

IoT と半導体 
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与を受け、ARM 社仕様の半導体も作ることで受託生産の

規模を拡大、半導体の性能を高める微細化技術でのリード

を守る。生産規模を維持・拡大する目的で 2013 年に本格

参入した受託生産のためとはいえ、ライバルの ARM 社か

らライセンス供与を受ける決断は、Intel社にとってはスマホ

市場を巡る熾烈な戦いが伺われる。 

半導体大手のルネサスエレクトロニクスがパワーデバイス

やアナログ半導体に強い米 Intersil 社を買収し、完全子会

社化すると発表した。買収額は約 32 億 1900 万ドル（約

3250 億円）で、2017 年前半に買収手続きを終える予定と

いう。パワーマネジメント技術に強みをもつインターシルを

傘下に収め、自動運転などで広がる車載用半導体市場で

先行する狙いとみられている。 

その他、通信やセンサの技術に強いソニーと電力の顧客

網をもつ東電HDが組み、産業用途が先行していた IoTで

家庭向けのサービス基盤を立ち上げる。 

トヨタ自動車と KDDI は、世界中を走っているクルマから

インターネット上のクラウドにデータを収集し、それを渋滞の

回避など多様な用途への活用を考えるなど各企業の新た

なビジネスモデルの構築が伺われる。 

 

  半導体関連団体等からのご意見 
SEMI ジャパンは半導体製造技術/生産能力と材料技術

を有する企業が一堂に会する SEMICON Japan と World 

of IoT を同時開催することで新たなパートナーシップの形

成とコミュニティを広げる場を提供する。また、Innovation 

Village を隣接させニュープレーヤとの投資機関や大手企

業との交流の場を推進することを目指している。IoT が生み

出す半導体市場の規模は 435 億ドルとの予測がある

（Gartner 社、2015 年）。センサ 100 億ドル、マイコンを中

心としたプロセッサが250億ドル、通信チップが86億ドルと

している。しかし、IoT の全てを品揃えできる半導体メーカ

がないとも指摘しており、パートナーシップ戦略が鍵となる

ようだ。 

日本の小口径ラインは再構築されよう。現在、8 インチウ

ェーハ換算で No.1 の生産規模がある。その活用は IoT に

不可欠な製品の製造に適している。IoT の技術を製造装置

と生産ラインのインテリジェント化（スマートファブ）に適用す

ることで生産効率を上げコストを削減させることが重要。注

目のアプリケーションは車とヘルスケア（ウエアラブル）分野

と考えている。 

業界新聞の有識者はサーバ、インターネット、クラ

ウドなど、いわばIoTのインフラとも言える部分に関し

ては利用側に回るのが賢明であるとの見方をしている。

たとえば、半導体にとって異業種であった流通やアパレ

ル（衣料）、食品といった利用者（エンドユーザ）に近

い業界は、半導体の要求仕様を決定し、半導体産業をド

ライブする可能性がある。 

これらの産業の要求に応えるには、国内の8インチラ

インの規模として10万枚/月は必要であるがこれは高く

見積もってもデバイスの売価としてはせいぜい300億円

／月程度。半導体の新市場と言う観点では、もう一桁上

が欲しいところである。生産規模と同時に産業ごとにカ

スタマイズした高品質・低コスト半導体を、QTAT で供

給する役を担うのが日本半導体産業の進むべき道である

との意見である。このためにも、ファウンドリとして、

TSMC社やUMC社との差別化が図れる各種デザインルール

に適合したプロセス技術と経済性を考慮したマネージメ

ントが必要となる。   

                             

            まとめ             

高付加価値化を求めるIoT製品に対して多品種展開は

キーであり、QTAT設計・製造を可能とするデバイスの開

発、IP など設計リソース利用環境の整備や M＆A を含め

たビジネス戦略の構築などは不可欠となるだろう。 

また、IoT を支えるAI 技術のハードは2018 年に人間

に追いつくとも言われているが、この技術は、ソフトか

らハード、デバイスまで、全ての技術をdrasticに変え

てしまう可能性がある。巨額を投じてNECは東大とニュ

ーロチップを開発する動きがあるように、半導体産業に

大きな変革をもたらす技術の空洞化を避けるべく、IoT

の中核となる技術の開発も力強く推進すべきと思う。 

IoT は一見捕らえどころが無いように見えるが、漠然

としたIoT全体の議論ではなく、具体的な分野（例、通

信デバイスやルータに大きな技術的インパクトを与える

5G Wi-fi技術）をモデルに半導体産業に与える技術的・

ビジネス的インパクトを整理し、議論するところから始

めるのが有益と考える。次号以降の展開とする。     

 

                        

 

 
          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：渡壁弥一郎（委員長）、鈴木五郎（副委員長）、井

入正博、川端章夫、長尾繁雄、馬場久雄、伏木 薫、 

吉澤六朗（アドバイザー）、市山壽雄（アドバイザー） 
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◆新入会員(2016.7.1～2016.9.30) 
個人会員（ご入会順、敬称略） 

   小岩一郎、冨士元雅大、大西望、桐山雄一、 

中島幸一 

賛助会員（敬称略） 

   (株)半導体エネルギー研究所 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

◆賛助会員連絡会 
9 月 29 日、林野会館において賛助会員連絡会を開

催いたしました。内容掲載は次号に掲載いたします。 

◆賛助会員訪問 
6 月から 8 月にかけて賛助会員を訪問し、協会の活

動状況の説明、歴史館への寄付のお願いに回りました。

お忙しい中、お時間を割いていただき誠にありがとうご

ざいます。9 月末時点で 56 団体中 43 団体を訪問いた

しました。今回の訪問でいただいた特記すべきご意見

は下記の通りです。 

・ ベンチャー育成のための LSI 設計ツール（EDA)共

同利用の仕組みつくりをしてほしい。 

・ 半導体の資格テストが欲しい。STARC,アドバンテスト

社を参考にして SSIS で実施できるようにしてほしい。 

・ E ラーニングは考えられないか。 

・ 公的資金取得のサポートはできないか。 

・ SSIS みたいな中立的な第三者機関が国、特に経産

省等に発信／提案して動かすような、Action は取れ

ないか。 

・ 若い(現役含め)人が少なく、組織の将来性をあまり感

じない。情報発信力低い。若い会員獲得のために、会

費を半分にするとか入会のメリットをもっと打ち出すべ

き。若い会員の声を発表する機会をつくったら良い。 

・ 歴史館の内容の内、特に顕著なものについては半導

体遺産登録をしてはどうか。 

今後の取り組みについては執行部隊で検討してまい

ります。 

◆今後の行事予定 （詳細は HP に掲載） 
11 月：  9 日 SSIS フォーラム 

10 日、11 日  アドバンスト講座 

12 日 関東 城巡り 

14 日、15 日 秋季入門講座 

17 日 執行会議 

   
◆ご寄付芳名 （敬称略、50 音順） 

一般寄付 

 2016 年 7 月(93 号)掲載以降、2016 年 9 月 30 日ま

でに下記の方からご寄付を頂きました。紙面をお借りし

て御礼申し上げます。 

佐々木 元 

歴史館寄付 

9 月 30 日までに下記の方々（個人：41 名、法人：24

団体）から総額 110 万円の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。 
≪個人≫ 

相澤満芳、相原 孝、青木昭明、荒巻和之、家田哲郎、 

石川 元、市山壽雄、伊藤 達、伊東秀昭、内田傳之助、

内山雅博、内海 忠、梅田治彦、小川洋史、神山治貴、 

川端章夫、木原利昌、金原和夫、島 亨、清水秀紀、 

高畑幸一郎、中川洋一、中田靖夫、永塚幸夫、 

野澤滋為、野宮紘靖、橋本浩一、畑田賢造、馬場久雄、

深津英雄、星野 清、堀内豊太郎、堀江洋之、 

牧本次生、増原利明、真鍋研司、向井久和、森野明彦、

山﨑舜平、吉澤六朗、渡辺二之 

≪法人≫ 

(株)RS テクノロジーズ、イーエイシック・ジャパン(株)、 

(株)インターテック、インファイ・コーポレーション、SMC(株)、

サンディスク(株)、三和工機(株)、 

システム・ソリューションズ(株)、新光商事(株)、 

(株)人財ソリューション、SEMI ジャパン、 

東京エレクトロン(株)、ニッタ・ハース(株)、日本 ISSI(同)、

(株)日本マイクロニクス、萩原電気(株)、 

(株)半導体エネルギー研究所、(株)ヒューマンウェイブ、

(株)フジキン、(株)フローディア、(株)ヨコオ、 

ラムバス(株)、(株)リョーサン、(株)ルネサスイーストン 

 

会員状況(9 月 30 日現在) 

個人会員 266 名  賛助会員 58 団体 
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