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半導体発明 70 周年を迎えて  

1947年 12月 23日、米国ベル研で点接触型ト

ランジスタがバーディーン、ブラッテン、ショックレー

により発明された。この世紀の発明が 1956 年ノー

ベル賞を受賞したのは当然である。そして今日ま

で近代産業のあらゆる分野を支えて来た。 

   

私の半導体体験記 

私は 1957 年東芝がこの分野に産業として参入

した当初から今日まで 60年間携わってきた。 

この半導体が私のライフワークであることは大変光

栄である。私は日本の半導体産業の一期生である。 

1950 年後半から今日まで、日本の半導体産業は

様々な体験を味わってきた 

・揺籃期（1950年後半～）：当時はゲルマニューム

の時代である。 米国のRCA社、やGE社での

実習をもとに設備や冶具を自製し手探りでラジ

オ用のトランジスタを作った 

・成長期（1960～70 年）：半導体は産業のコメとい

われた。シリコンに変わったが半導体は農業で、

安い労働力と地道な努力がカギであった。時々

台風に遭遇し不作の時もあった。 

・拡散期（1980 年代）：半導体は漁業と言われ世

界にひろがり、取れたり取れなかったりし、取りす

ぎると怒られた。 

・半導体は情報革命の担い手（1980 年後半～）と

もてはやされたが所謂、爆

伸び、爆減、爆変、爆安そし

て製造設備の爆高で経営

者泣かせの日々であった。 

・IoT時代（現在） 

半導体は、いかに作るか⇒何を作るか⇒いかに使わ

れるかと産業の主役の座から降りた。 

でも半導体は相変わらず産業の基であることに変

わりはない。再び名実ともにスターの座に返り咲く日

が待たれる。 

20 年前に夢見た 21 世紀の半導体の姿  

（20年前に語った夢、良夢と悪夢） 

  
良夢では 2020 年に 100 兆円規模とあったが

2016年で 40兆円、価格ダウンの為か。イノベーショ

ンはメモリーでは多層化が驚異的に進んでいる

（NANDで 64層～100層）。そしてこの産業が世界

に拡散しているのはご承知の通りである。 
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悪夢では見た通り微細化、大口径化は主として経済

的な理由からスローダウンしている。巨額の投資を必要

とする工場は池にはならなかったが色々見直されている。

チップメーカーの評価は日本では低いがソニーのイメー

ジセンサーや東芝のNANDは経営を支えている。 

 

先人達は 70年の歴史の中で何を教えているか 

芭蕉の言葉に「古人の跡を求めず、古人の求めたる

所を求めよ」というのがある。先人たちの求めたもの、そ

して伝えたいものは何であったかを考えてみる。 

 

① 半導体は絶え間ない技術革新の産業である 差

別化されたキラープロダクトが必須、但しそれを

生み出すのに先見性と努力と時間がいる。 

    ⇒現在で言えばソニーのイメージセンサー、東芝の

NAND メモリーがキラープロダクトであろう。ただ

し NAND の場合発明されたのが 1987年、事業

として成功したのは 2000年に入ってからである。

実に10年余の時間がかかっているのである。「桃

栗 3年、柿 8年、梅はすいすい 13年、柚の大馬

鹿 18 年」と言うが、植えてから実がなるまで経営

者は忍耐強く待てるであろうか。 

 

② 半導体産業はグローバルな産業である 

     一国、一社、一個人ではこの産業は成り立たない 

⇒サムソンは世界的なデバイスメーカーであるが、日

本が買っている半導体以上に半導体関連の設備、

材料、部品を日本から買っているのである。即ち

サムソンが栄えれば日本も栄えるのである。 

⇒市場や技術はグローバル化しているのに、政治経

済がローカル化の風潮があるのは真に残念であ

る。 

③ 半導体産業は、マーケットオリエンテッドであると同

時にシーズオリエンテッドである。マーケットは多種

多様な半導体を要求する、そして同時に半導体は

新しい多種多様なマーケットを作り出す。 

⇒この半導体のダイナミズムはまさに驚異である   

 

IoT 時代は再び日本の半導体業界に夢と希望

を齎すであろう  

20 年前の私達の時代も厳しい時代であったが日本

の半導体には夢と希望があった。その後しばらく半導体

チップメーカーは沈滞の時期であったが、IoT時代は再

び日本に夢と希望を齎すであろう。IoT は最大 900 兆

円の巨大市場といわれるが、その中で電子産業は全体

の 10％ぐらいであろう。そして日本が勝つ戦略は、半導

体では世界シェアーの 30～40％を握っているイメージ

センサーや NAND Flash メモリーであろう。勿論半導

体を支えている、日本のお家芸である半導体設備、材

料も躍進するであろう。そして世界シェアーの 60％を握

っているロボットも期待の星である。 

日本は要素技術に強く、亦きめの細かいカスタム化も

得意である。これは多様な IoT 時代の大きな武器であ

る。 

今世界で政治、経済が最も安定しているのは日本で

あるといわれる。世界がどう動こうと我々日本はここまで

築いてきた日本の卓越した力をもってグローバルな視点

での世界の共存共栄を築いていかねばならない。 

我々OBはカーテンの陰から現役の皆さんに心からのエ

ールを送る。 
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理事長が橋本浩一氏から内海 忠氏に交替いたしました。 

2月23日の社員総会後ただちに臨時理事会が開かれ理事長、副理事長の互選がありました。橋本様から、「理事長として

3年間務めさせていただいたが、理事長の職を降り、SSISの新しい展開を新しい理事長のもとで。」との提案があり、内海様

が推挙され理事会一致で承認されました。橋本様にはこの 3 年間、本当にご苦労様でした、またありがとうございました。  

内海様には今後更にSSISを発展させるべくご指導をよろしくお願い致します。 

                                               事務局長 桜庭修平 

 

理事長就任に当たって 

             内海 忠  

此の度、社員総会後の臨時理事会

において理事の皆様よりご推挙頂き、

当協会の第 4 代理事長に就任いたし

ました。 

初代の川西 剛様、2 代目牧本次生

様、3 代目橋本浩一様と半導体業界

において著名な方々の後を受けて理事長を務めることに

不安と大いなるプレッシャーを感じております。 

SSIS の創立時と現在では半導体関連業界を取り巻く環

境は大きく変わり、日本企業にとっては大変厳しい状況が

続いています。SSIS の発展は先輩理事長の方々のリーダ

ーシップの下で、会員や社会が SSIS に求めるものを模索

しながら活動の基礎を作り、内容を充実させ、更に新しい

取り組みを加えて今日に至ったことは言うまでもありませ

ん。 

そのような変化の中にあって、「SSIS は、会員がこれま

で培ってきた能力を発揮し自らの人生をより充実させていく

ための支援を行うこと、並びに本会の理念に賛同する賛助

会員企業との連携を通して半導体関連産業の永続的な発

展に貢献する」という協会の理念・目的を変えることなく貫く

との“思い”があったと感じています。 

私も理事長として、また一会員としてこの“思い”を引き継

ぎ尽力したいと考えています。 

一方、客観的に SSIS を見てみますと、財務的には事業

収入、特に教育事業が好調に収入を増やし、会費収入の

減少を補ってきましたが、ここ数年の会員減少傾向を重く

受け止めなければなりません。 

SSIS の存在意義を見据え、理念・目的を貫くためにも、

SSIS の特質を最大限に活かし、時代に則した会員へのサ

ービスを常に意識し、実行していくことが大事であり、結果

として会員拡大、社会貢献につながるものと思っておりま

す。 

是非、会員の皆様の知恵と経験をお貸しください。 

最後に会員皆様のますますのご健勝を祈念して就任の

ご挨拶とさせていただきます。 

 

 

理事長退任に当たって 

            橋本浩一 

此の度、SSIS 理事長を退任

することになりました。2014 年に

就任以来 3年間の任期にわたり、

皆様には多大なご支援と、ご協

力を賜り有難うございました。私

の後任には内海忠氏が就任しましたのでご支援をよろ

しくお願い申し上げます。 

 ふり返ってみますと就任した 2014年はルネサス様の

退会に遭遇致しました。当時の収入源は約 60%が会

員収入残りが事業収入、他でしたので財務状況悪化

が懸念されました。すぐさま賛助会員拡大キャンペー

ンを実施し、過去最大の６３社にすることが出来、また

前理事長時代に始めた教育事業が大きく花開き、一

方私の時に始めた会員参加型 STaP 事業も順調に成

長し、結果 2016年の収入は 2013年の 142%に拡大

し、事業収入は約 55%と会費収入約 37%を上回り、財

政的に健全な協会の運営をすることが出来ました。 

 また日本半導体歴史館プロジェクトも 2 度目の多額

なご寄附を頂き、本館内容の改善、新項目の追加等

の資金を準備することが出来ました。 

一方個人会員数は2010年をピークに年々減少して

おり、協会の魅力度向上、個人会員拡大キャンペーン

等種々の努力を致しましたが、半導体産業を取り巻く

環境等により減少に歯止めが掛ける事が出来ません

でした。 

 世界の半導体産業は IoT に向けて大きく舵を切り、

今後も大きな成長が見込まれております。一方日本の

半導体産業は、アメリカのトランプ新政権の為替、自動

車に対する圧力、東芝問題等で不透明感が漂ってお

ります。 

 本年は当協会が発足して 20 年の節目に当たります。

内海新理事長のリーダーシップのもと、SSIS らしさを

発揮し、会員様へのサービス向上を会員増加に努め、

また、業界発展の為に尽力して頂きたいと思っており

ます。 

SSIS の末永い発展を祈念し、私の退任のご挨拶と

させて頂きます。 

半導体産業人協会理事長交替の挨拶 
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2017 年 2 月 23 日に一般社団法人半導体産業人協

会第 9 期の社員総会（以下総会）を執り行ないました。 

 

2017 年度社員総会 

日時：2017 年 2 月 23 日 15:00～17:00 

場所：茗荷谷 林野会館 604 号室 

出席者：53 名、委任状：145 通 

 

定刻の 15 時にスタートし、橋本理事長から議長に羽

田祐一会員が推挙され、会場の賛同を得て羽田議長の

もとに総会が執り行なわれた。 

最初に議長より定足数確認があり、内海事務局長より、

総会の 1 か月前の会員数は個人会員 260 名（休会者 1

名を除く）、賛助会員 55 団体、定足数はその過半数の

158 であり総会開始 5 分前の出席者は 48 名、委任状数

145通の計 193で定足数を満たしているとの報告を受け

て、開会が宣言されて 2017 年度総会を開始した。 

総会議事次第は以下の通り。 

Ⅰ、2016 年度活動報告 

（1）活動総括 

（2）各委員会活動実績 

（3）重点活動報告 

（4）収支実績報告 

（5）監査報告 

Ⅱ、2017 年度活動計画 

（1）活動の基本方針 

（2）各委員会活動計画 

（3）2017 年度予算案 

Ⅲ、役員選出の件  

  

Ⅰ、2016 年度活動報告 

最初に橋本理事長から、挨拶と 2016 年度の活動の

総括、会員数の増減（表 1 参照）が報告された。 

 

【活動実績指標数値】 

・フォーラム参加者数： 延べ 335 名（7 回開催） 

・会報発行総部数： 3,500 部（年 4 回発行） 

・見学会参加延人数： 16 名 

・コミュニティ参加延人数： 74 名（4 回開催） 

・人材支援活動：  求職登録数 3 人、 

   求人登録者数 3 社 

   （すべて賛助会員） 

・教育講座参加延人数： 358 人日 

・STaP 受注件数：  35 件 

 （会員参加者 17 名、発注元 10 社・団体） 

・協会活動規模（総支出）：  1,866 万円 

・収支：     ＋259 万円 

 

以下、総会次第に沿って進められた。 

委員会活動報告 

伊藤理事（執行会議議長）から全 11 委員会の活動

実績をまとめて報告された。 

収支実績報告 

内海事務局長が報告。 

寄付金の取崩しを含めた総収入は 21,298,418 円、

2015年
12月31日

現在
入会 退会 増減

2016年
12月31日

現在
個人会員 271 11 25 ▲ 14 257
賛助会員 57 4 6 ▲ 2 55

表１　会員数の増減

2017 
年度 

2 0 1 6 年 度 活 動 報 告   2 0 1 7 年 度 活 動 計 画   役 員 の 選 出 

 

羽田議長 
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総支出は 18,655,011 円、2016 年度収支計は＋

2,643,407 円、年度末正味財産は 19,787,516 円と

なったと報告された。（表 2、表 3 参照） 

 

 

 

監査報告 

中川監事から適正に処理されていることが報告され

た。付帯意見として 2016 年度の売り上げが 2,000 万

円を超え、収支が 250 万円を超す利益を計上したこ

とは、協会の活動が安定的規模に達したと評価する。

ただし、売り上げが教育事業に依存していることと、

継続的な会費収入の減少は当協会の発展の懸念材

料であること。今後は当協会のバリューである社会貢

献と会員サービスの提供を両立させる運営を通して

当協会のステータス向上を期待する旨が付け加えら

れた。 

 

羽田議長より賛否の確認が行われ、 

Ⅰ号議案は承認された。 

 

Ⅱ、2017 年度活動計画 

活動の基本方針が橋本理事長から紹介された。 

骨子は「当協会の強みである

豊かな人脈を生かし、会員の

皆様に喜んで頂ける施策を推

進し、協会の安定化を図り、半

導体を失っては国の将来が無

いとの思いのもと、関連団体と

の関係強化を図り、日本国の

半導体産業のシェアアップの応援団として尽力してい

く。」との基本方針と、下記の重点施策により会員様への

サービス向上策が示された。 

1）講演企画委員会：2020年以降の半導体、IT産業を

見据え、タイムリーで質の高いフォーラムで若年会

員、外部参加者を増やす。 

2）編集委員会：読者のひろば、開発物語、オアシス、 

地域便りと共に賛助会員紹介も強化していく。 

3）文化活動委員会：春季工場見学会、秋季研修旅行、

コミュニティ活動（地域、趣味）ゴルフ大会の活性化

を推進する。 

4）関西地区委員会：SSIS-NEDIA 共催シンポジウム

の更なる拡大を推進する。また、内容を HP に掲載

し、会員様へのサービス向上を図る。 

5）九州地区委員会：春季九州工場見学会を福岡（佐 

賀）地区で開催する。 

6）教育委員会：教育講座の拡大を図り『アドバンスト

講座、入門講座とも各年 2 回』、LSI 設計入門講座

の開催を検討し収入の安定化を目指す。 

7）論説委員会：永年培った豊富な知識、経験を活か

し、提言の一層の充実を図り、異業種業界との交流

も深め、外部への発信を強化する。 

8)半導体歴史館委員会：更なる充実を図るため内容

を見直し、「装置」「材料」セクションも新設し、また

海外発信も強化する。 

単位：円
予算(a) 実績(b) (b)/(a)%

8,626,000 7,785,000 90%
個人会費 2,510,000 2,447,500 98%
賛助会費 6,116,000 5,337,500 87%

事業収入 8,894,000 11,675,025 131%
寄付金等 500,000 1,822,000 364%
雑収入 16,394

18,020,000 21,298,419 118%
5,200,384 6,119,119 118%
3,261,400 2,611,953 80%

410,000 346,015 84%
160,000 199,280 125%

1,098,600 1,132,336 103%
10,130,384 10,408,703 103%
7,505,920 7,286,588 97%

308,080 959,720 312%
7,814,000 8,246,308 106%

17,944,384 18,655,011 104%
75,616 2,643,408

-70,000 -52,636
5,616 2,590,771

経常外収支
当期収支計

活動費計

収入計

管理費計
支出計
収支計

通信費
運営管理費

事務局費用
その他一般管理費

会費収入

事業費
委員会費用
活動振興費

表2　　2016年度収支報告書

一般社団法人　半導体産業人協会 (単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

[　流動資産　] 19,430,372 [　流動負債　] 1,577,431

　現　　　金 11,818 　未払金 141,182

　預り金 26,249

　ゆうちょ銀行 8,323,362 未払い法人税 70,000

前受金 1,340,000

　普通預金 4,680,912

　　みずほ銀行･新宿中央 738,164

　　三菱東京UFJ･新宿通　 1,973,168

　　りそな銀行・新宿 869,579

みずほ歴史館寄付専用 1,100,001

　定期預金 6,000,000

　　三菱東京UFJ･新宿通　 6,000,000

　　　　　[　純資産 ］ 18,210,085

　前払費用 414,280

　仮払金 0 　期首一般正味財産 14,519,313

　当期損益 2,590,771

[ その他の資産 ] 357,144   指定正味財産 1,100,001

　敷　　金 357,144

資産合計 19,787,516 負債･正味財産の合計 19,787,516

正味財産の部

表3　　貸　借　対　照　表　(第8期 期末）

2016年12月31日現在 

借　　方 貸　　方

資産の部 負債の部
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9)STaP 委員会：賛助会員様のポテンシャル事業を掘

り起こし、コンサルの強化を図り、非会員企業への

積極的アプローチを展開する。 

との具体策が挙げられ、結びに会員各位への協力要請

があった。 

各委員会活動計画 

9 委員会の活動計画が各委員長から報告された。 

報告者は以下の通り 

・講演企画委員会 増原委員長 

・編集委員会  相原委員長 

・文化活動委員会 野澤委員長 

・関西地区委員会 井上委員長 

・九州地区委員会 荒巻委員長 

・教育委員会  市山委員長 

・論説委員会  渡壁委員長 

・半導体歴史館委員会 向 委員長 

・STaP 委員会  吉澤委員長 

2017 年度予算案 

事務局長より報告。 

総収入 18,434,000 円、総支出 18,863,402 円、収支

12,598 円。（表 4 参照） 

 

2015 年度は管理上の費目分類を変更した旨が付け

加えられた。（事業経費は事業の直接経費のみを計上し、

所管する委員会の経費は委員会経費に計上） 

 

以上報告後、議長より会場に対し質疑が促された。 

神永会員から MEMS／センサーについて協会の活

動範囲として取り上げることは考えているかとの質問があ

った。 

これに対し、橋本理事長より今

は具体的にはないが、気になって

いるポイントであり協会としてどの

ように取り上げていくか考えを整

理していきたい。また、市山理事

からは STaP 委員会の教育分野

の準備としてセンサーのマーケテ

ィングを行っていく予定だ。 

と回答があった。 

川西会員からは SSIS の会員の

能力を生かし成果を上げているこ

とに敬意を表する。一方、会員の

能力も年とともに低下していくこと

が心配で、いかに新しい血を入れ

ていくかが大きな課題だと思う。と

助言があった。 

これに対し、橋本理事長から助

言のお礼が述べられた。 

Ⅱ号議案は承認された。 

 

Ⅲ、役員選出 

橋本理事長から役員候補として、 

理事新任：増原利明氏  

理事再任：橋本浩一、吉澤六朗、馬場久雄3氏が推

挙された。 

青木昭明、井上道弘、市山壽雄、内海 忠、野澤滋

為 5 氏は理事を留任、井入正博、中川洋一 両氏は

監事を留任、伊藤氏は本総会をもって任期満了により

退任する旨が報告された。 

議長より会場に賛否確認がなされ、 

Ⅲ号議案は承認された。 

 

以上により、予定された議案は全て承認され、議長

の閉会宣言があり、定刻に総会は終了した。 

 

総会議案の詳細は既にお配りした社員総会資料を

ご参照ください。 

 

             総会会場風景 

単位：円
2017予算案 2016実績 増減額

会費収入 7,605,000 7,785,000 -180,000
個人会費 2,325,000 2,447,500 -122,500
賛助会費 5,280,000 5,337,500 -57,500

事業収入 10,329,000 11,675,025 -1,346,025
寄付金等 500,000 1,822,000 -1,322,000
雑収入 0 16,394 -16,394

18,434,000 21,298,419 -2,864,419
5,972,542 6,119,119 -146,577
2,986,380 2,611,953 374,427

活動振興費 810,000 346,015 463,985
通信費 200,000 199,280 720
運営管理費 1,202,400 1,132,336 70,064

11,171,322 10,408,703 762,619
事務局費用 7,384,000 7,286,588 97,412
その他一般管理費 308,080 959,720 -651,640

7,692,080 8,246,308 -554,228
18,863,402 18,655,011 208,391

-429,402 2,643,408 -3,072,810
442,000 -52,636 494,636
12,598 2,590,771 -2,578,173

表4　　2017年度予算

事業費
委員会費用

当期収支計

収入計

活動費計

管理費計
支出計
収支計

経常外収支

川西会員 

神永会員 
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臨時理事会 

社員総会後直ちに理事会が開催され、互選により内

海 忠氏が代表理事理事長、市山壽雄氏および野澤

滋為氏が副理事長に選任されました。 

続いて理事の役割分担、運営体制が審議され、

2017 年度運営体制(表 5 参照)は次の通りになりまし

た。 

 

 

 

SSIS フォーラム・交流会 

社員総会に続いて、17時 30 分より慶應義塾大学 教

授/博士（工学）の黒田 忠広 氏をお迎えし、『左脳・右

脳型集積によるモバイル人工知能を目指して』と題して

講演をいただき、交流会を含めて 20 時少し前に全ての

行事を終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内海　忠
理事長（代表理事）
財務・法務担当

市山壽雄
副理事長
教育委員会委員長

野澤滋為
副理事長
文化活動委員会委員長

吉澤六朗
執行会議議長
STaP委員会委員長

青木昭明 知財権担当
井上道弘 関西地区委員会委員長

橋本浩一
馬場久雄 広報担当
増原利明 講演企画委員会委員長

井入正博
中川洋一
増原利明 講演企画委員会
野中敏夫 編集委員会
野澤滋為 文化活動委員会
井上道弘 関西地区委員会
荒巻和之 九州地区委員会
市山壽雄 教育委員会
渡壁弥一郎 論説委員会
向 喜一郎 半導体歴史館委員会
吉澤六朗 STaP委員会
内山雅博
佐々木元
竹下晋平
羽田祐一 諮問委員長
堀内豊太郎
高橋令幸
長谷川義榮

名誉顧問 川西　剛
特別顧問 牧本次生 日本半導体歴史館館長

牛尾眞太郎
梅田治彦
大山昌伸
河崎達夫
金原和夫
小宮啓義
志村幸雄
平林庄司
牧野　力
桜庭修平 事務局長
中村恒夫
高橋智子

事務局

顧問

表5　　2017年度運営体制

理事

監事

委員会
委員長

諮問委員 講演会会場風景 

交流会会場風景 

慶応義塾大学 黒田教授 
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概要 

脳は社会を作り、心を生み出した。人は自分の意図

を知り、それを伝えるために言語と論理を獲得した。

さらに認知能力を拡張する道具として生み出された

数学は、やがて脳に宿り、高度な抽象化によって身

体をそぎ落とした果てに、脳から溢れ出した。コン

ピュータの誕生である。初期のコンピュータは回路

網にデータを流して並列処理をする布線論理（ワイ

ヤードロジック）方式であった。この方式の欠点は、

扱える問題の規模が回路規模に制約されてしまう

「規模制約問題」と、システムが大規模になると接

続数が膨大になる「大規模システムの接続問題」で

ある。こうした課題に取り組む中で発明された画期

的な解が、プログラム内蔵方式（フォン・ノイマン

方式）と集積回路であった。フォン・ノイマンは、

複数の演算器を用意してそれらを物理的に結線する

のではなく、一つの演算器に毎サイクル違う命令を

実行させることで、規模制約問題の解消を狙った。

また、ジャック・キルビーは、フォトリソグラフィ

を用いて一枚のチップに素子を集積し一括配線する

ことで、大規模システムの接続問題を解決した。こ

うして単純化・極小化された演算資源をチップに集

積化・並列化することで、コンピュータの性能は飛

躍的に向上した。しかし、メモリとプロセッサの間

を命令とデータが頻繁に移動するので、これがいわ

ゆるフォン・ノイマン・ボトルネックとなり性能を

律速する。また、チップの微細化の副作用で電力密

度が増加し、抜熱限界に達した後は、「電力効率の改

善なくして性能改善なし」の状態が続く。そしてつ

いに微細化も限界に近づき、ムーアの法則が終わろ

うとしている。一方で、チップの性能が十分に高く

なったことで、人工知能が扱える現実の問題が増え

てきた。直感的・空間的な情報処理には、神経回路

網と機械学習が有効であることが明らかになった。

神経回路網と構造が近い布線論理方式を見直す議論

が起きている。布線論理の規模制約問題は、動的再

構成可能 LSIで培われた仮想化技術が役立ちそうだ。

こうした背景の中で、近接場結合集積技術（TCI と

TLC）が誕生し、動的再構成可能なプロセッサ（DRP）

と出会った。チップやモジュールを 3次元に集積し

て、フォン・ノイマン・ボトルネックを解消し電力

効率を高めることができる。さらにそのことを活用

して、神経回路網の仮想集積、すなわち時間軸を活

用した 4次元集積を行える。演算能力をフルに発揮

できるようになったプログラム内蔵方式の左脳型コ

ンピュータと、大規模な問題にも適用できるように

なった仮想布線論理方式の右脳型コンピュータを備

えたモバイル人工知能を創り、左右の脳が連携する

新しい情報処理の原理を探究する研究が始まってい

る。本稿では、脳とコンピュータと集積回路の歴史

を短く振り返り、我々が追究する一つの未来を描く。 

 

１． 脳とコンピュータと集積回路の歴史 

脳の誕生 

139 億年前、巨大なエネルギーの塊が突如として出現

し（ビッグバン）、エネルギーと物質が相互作用しながら

宇宙は拡大した[1]。最初の小さな揺らぎが銀河系を作

り、46 億年前に地球が誕生した。物理法則に従って物

質が変化する中で、自分の構造を情報としてDNAに保

存し自己複製する生命が出現したのが 40 億年前であ

る。生命は、突然変異と適者生存を頼りに不確かな環

境を生き抜き、単細胞から多細胞、植物、動物へと進化

し多様化した。そして動物は、外界から情報を獲得し行

動を決定するための中枢神経系である脳を得た。 

心の誕生 

6500 万年前の巨大隕石落下による環境激変を生き抜

いた哺乳類は、700 万年前に人類に分化し脳を進化さ

せた。現生人類は 20 万年前にアフリカで生まれ、5 万

年前に世界に広がり、地球温暖期に大躍進した。生存

のために助け合いが必要である。脳は社会を作り、心を

生み出した。人は自分の意図を知り、それを伝える言語

と論理的思考力を獲得した。 

数学の身体化と抽象化 

数学が誕生したのは 3000 年前である。四大文明期に

は計算機やピタゴラスの定理を用いて税金の計算や土

地の測量を行っている。古代ギリシャ時代になると、計

左脳・右脳型集積による 

モバイル人工知能を目指して 

講演 
 

F O R U M  

 
 

o r u m  

F o r uｍ

m  
 

S S I S  

慶應義塾大学 教授 黒田忠広 
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算よりも数学の内部世界が研究対象となり、数学が行為

（道具）から思考（身体の一部）に進化した[2]。やがて 7

世紀のアラビアで代数が発達し、15 世紀のルネサンス

で記号代数が発明されて、数学は物理的制約を受けな

い普遍的な視座を獲得した。そして 17 世紀になると微

積分が考案され、無限の世界を探究できるようになった。

極限や連続性の概念を厳密に省察する結果、直感を

超越できる抽象的な記号体系が生まれた。 

コンピュータの誕生 

そして 20世紀に入ると、「数学をする自らの思考につい

て数学をする」試みまでもが行われた。こうした数学の形

式化・公理化は、数学から身体をそぎ落とした。物理的

直感や主観的感覚などといった曖昧なものを完全に脱

ぎ捨てて脳から溢れ出した数学は、ついに「計算する機

械」としてのコンピュータを生み出した[3]。 

最初は布線論理方式 

当初のコンピュータは、演算器間の結線を切り替えるこ

とでプログラムする「布線論理方式」を採用していた。こ

の方式の欠点は、処理できるプログラムの最大規模が

予め用意したハードウェアの規模で制約される「規模制

約問題」と、システムが大規模になると接続数が膨大に

なる「大規模システムの接続問題」であった。 

プログラム内蔵方式の発明 

そこでフォン・ノイマンは、処理対象の「データ」と、デー

タの移動および演算を指示する「命令」をメモリに記憶し

ておき、プロセッサがこの命令を順に解釈して演算処理

を行う「プログラム内蔵方式（フォン・ノイマン方式）」を発

明した。複数の演算器を用意してそれらを物理的に結

線するのではなく、一つの演算器に毎サイクル違う命令

を実行させることで規模制約問題の解消を狙った画期

的な方式転換だった。しかし、メモリとプロセッサの間で

命令とデータを如何にスムーズに移動させるかが処理

効率を決める。これはやがて性能制約の原因となり、「フ

ォン・ノイマン・ボトルネック」として知られるようになる。 

集積回路の発明 

一方、「大規模システムの接続問題」をさまざまな角度

から検討した中で生まれた画期的な解が集積回路（IC）

である[4]。ジャック・キルビーは、フォトリソグラフィの技

術を応用して、一枚のチップに素子を集積し一括配線

することを考案した。集積回路は、微細化により性能・コ

スト比を指数関数的に改善できる。「ムーアの法則」は、

集積回路の指導原理となり、成長シナリオとなった。こう

して単純化・極小化された演算資源をチップに集積化・

並列化することで、コンピュータの性能は飛躍的に向上

した。高性能なコンピュータはさらに大規模な集積回路

の設計を可能にした。ムーアの法則に導かれて、コンピ

ュータと集積回路は手を携えて発展していった。 

 

２． 近接場結合集積技術の誕生 

「ムーアの法則」の終わりの始まり 

ムーアの法則がついに終ろうとしている。ムーアの法則

は性能・コスト比の改善シナリオである。コストはリソグラ

フィーで決まる。16nm 世代からトランジスタの単価が上

昇に転じているが、EUV（極端紫外線）リソグラフィーが

導入されれば再び下がるだろう。したがって、本質的に

困難な問題は、性能改善の限界である。それは電力、

つまり発熱が上限に達して、そのために回路をこれ以上

集積できなくなることである。 

電力効率の改善なくして性能改善なし 

電力あたりの処理性能、つまり電力効率（GFLOPS/W）

がムーアの法則の命運を握る。「電力効率の改善なくし

て性能改善なし」である。集積しても同時に使えないトラ

ンジスタが増えている。電源を投入できないのでダーク

シリコンと呼ばれる。7nm 世代になると、ダークシリコン

が全体の 75%にも及ぶ。 

電力増加の原因 

電力はスケーリング（微細化）の副作用で増える。電界

一定のスケーリングをすれば、電力は増大しないはずで

あった。しかし実際には、1980年代から 90年半ばにか

けて、回路の高速化が優先され、電圧一定のスケーリン

グが行われた。その結果、電力は 3 年ごとに 4倍増え、

15 年間で 3 桁も増えた。1995 年以降は電源電圧を下

げてきたが、デバイス内部の電界が既に高くなりすぎて

いるために電流は十分に減少せず、電力は 6年で 2倍

ずつ増え続けている。 

電力削減の方策 

電力増加の原因がスケーリングの副作用なのだから、そ

の対策は容易ではない。原点に戻って考える必要があ

る。電子デバイスでは電子に情報を載せる。CMOS 回

路の場合、情報処理に用いる電荷は Q=CV（C は回路

の容量で V は電源電圧）である。この電荷が電圧 V だ

け落ちて失うエネルギーは E=QV=CV2 となる。電力は

毎秒消費するエネルギーだから、さらに毎秒のスイッチ

ング回数をかけて、P=fCV2 で求まる。したがって、電

力低減の方策は３つある。低電圧化（V）と、低容量化

（C）と、スイッチング回数の低減（f）である。 
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低電圧化を妨げるリーク 

低電圧化は有効であるが、限界がある。立ちはだかる壁

はリークである。ゲート絶縁膜は、量子効果が現れる限

界まで薄くなり、これ以上薄くできない。トランジスタを水

平方向にだけ微細化すると、ゲートの支配力が低下し

てトランジスタが十分にオフしなくなる。したがって、電源

電圧を下げた分、回路が遅くなりリーク成分が増える。リ

ーク成分が支配的になると、低電圧にすることで電力は

かえって増加する。今日使われているプロセッサの電力

効率が最大となるのは、およそ 0.45Vである。 

リーク対策 

リークを減らすために、材料、プロセス、構造を変えてき

た。たとえばチャネルを立体構造にしてその両面をゲー

トで覆うことにより、ゲートの支配力を改善している。

7nmの FinFETはリークが十分に抑えられている。さら

に、トンネル現象を利用してサブスレッショルド特性を改

善するトンネル FET の研究も盛んであるが、その実用

化はとても難しいと聞く。 

低電圧化の余地はあと 1桁 

電圧をしきい値近くまで下げると、素子のばらつきの影

響が顕著に現れる。dependable あるいは resilient な

回路・システムが求められる。非同期回路も再考すべき

かもしれない。いずれにしても、低電圧化の余地はあま

り残っていない。室温でCMOSゲートを多段接続できる

理論限界は 0.036Vである。低電圧化の方策も残すとこ

ろ 1桁、電力換算で 2桁の余地しか残っていない。 

低容量化への期待 

電力効率改善のもう一つの方策は、低容量化である。

汎用の CPU に比べて、GPU や FPGA、さらに専用ハ

ードウェアでは、無駄な回路を削ぎ落として電力効率を

改善できる。また、データの移動には、計算よりも大きな

電力を必要とする。とりわけ別のチップとデータの出し入

れをすると、桁違いに大きな電力を消費する。DRAM

のアクセスが電力の観点でもボトルネックになっている。 

集積を 2Dから 3Dへ 

チップのデータ接続で大切なことは、辺ではなく面で接

続することである。チップの中はスケーリング率の 2乗で

高集積・高性能になる。一方、I/O はチップの周辺に配

置されるので、スケーリング率に比例して高集積・高速

になる。その結果、データ通信が内部の性能要求に追

いつかない。すなわち、チップを積層実装して面全体で

接続することが有効である。集積のレベルを 2Dから 3D

に進化させることが求められる。ムーアの法則が減速す

る中で、従来技術の延長ではない破壊的技術にも実用

化の機会が増えている。 

TSVはコストが課題 

3D 集積のためにシリコン貫通電極 TSV が登場した。

TSV の問題は、微細化やコスト削減、信頼性確保が難

しい点にある。こうした問題は、TSV が実装工程におけ

る機械式接続であることに起因する。世界中で四半世

紀にも渡り研究開発されてきたにもかかわらず、実用は

限定的である。そこでTSVに代わり誕生したのが、近接

場結合集積技術である。 

近接場結合集積技術 

近接場結合集積技術は、チップやモジュールの接続を、

はんだやコネクタによる機械式から、近接場結合による

電子式に変えることができる。電磁波は近接場で急激

に減衰するので、クロストークが小さく、並列接続に適し

ている。磁界結合を用いたチップ間無線通信技術の

ThruChip Interface（TCI）と、電磁界結合を用いた非

接触コネクタ技術の Transmission Line Coupler 

（TLC）が CREST 研究から生まれた。チップ間データ

転送の電力が 1/1000になり、回路基板を無線接続でき

るようになった。 

磁界結合（TCI）でチップ接続 

磁界はチップを貫通する。金属配線も半導体基板も貫

通する。加えて電界で動作する電子回路に影響を与え

ない。チップの金属配線パタンで作ったコイルの磁界結

合を用いるので、ウェハー工程で実現できる。また、チッ

プの微細化で効率が指数関数的に改善される。新たに

必要なのは 3次元方向の微細化、つまりチップを薄くす

ることだけである。 

極薄チップが可能に 

数年前までは、DRAM チップを 30um 以下に薄くする

ことは困難だと信じられていた。ところが近年、5um に

薄くできるという研究成果が報告された。Si基板が 5um

以下に薄くなると、高濃度でディープなウェルを用いて

積層チップに給電できるかもしれない。Highly Doped 

Silicon Via（HDSV）の実用化が研究されている。産業

界はチップを薄くする可能性に大きな期待を寄せ、関連

技術の開発を始めている。 

電磁界結合（TLC）でモジュール接続 

モジュールの接続には分布定数系の電磁界結合を利

用できる。伝送線路結合器 TLC は、LEGO のようにモ

ジュールを積層接続することを可能にした。 
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３． モバイル人工知能を創る 

原点への回帰と新たな進化 

ここまでの話を整理すると、布線論理方式のコンピュー

タにおける規模制約問題と大規模システムの接続問題

がプログラム内蔵方式と IC を生み、そこで生じたフォ

ン・ノイマン・ボトルネックを解消する技術として TCIを用

いた3D-IC技術が誕生した。さらに、TCIと動的再構成

技術を組み合わせることにより、布線論理方式を原点と

して新たに進化したコンピュータ方式を誕生させうる。 

仮想布線論理方式 

布線論理方式は多様・多数の演算資源の結合体の中

で直接データを流しながら処理を行う方式であるため、

そのハードウェア構成情報はプログラム内蔵方式にお

ける命令に比べて桁違いに大きな情報量となる。大容

量のメモリにこの構成情報を記憶させておき、必要なだ

けの構成情報を必要な時に素早くメモリから取り出して

実体化することができれば、瞬間瞬間で最適なハードウ

ェアを構築して情報処理できる「仮想布線論理方式」の

コンピュータを実現できる。 

TCI と仮想布線論理方式のインタープレイ 

プログラム内蔵方式は、チップ間接続技術が未成熟で

あった時代に、演算資源を単純化・極小化することで、

命令がフォン・ノイマン・ボトルネックをスムーズに通り抜

けられるようにした方式であった。仮想布線論理方式は、

3D-IC 技術によるボトルネックの解消を活かして、布線

論理方式による演算資源の多様性や大規模性を維持

したままこれを時間的に再利用、すなわち仮想化し、同

方式の欠点であった規模制約問題を解消する。 

100GFLOPS/Wに挑む 

このような新しいコンピュータと集積回路を研究すること

を目的に、JST の ACCEL 研究が始まった [5]。

100GFLOPS/W のモバイルスパコンと 512GB/s の積

層DRAMを TCIで実現できることを実証する。さらに、

TCIと動的再構成可能プロセッサDRPを組み合わせる

と、大規模なプロセッサのハードウェア構成を実時間で

切り替えることができ、新しい情報処理方式を切り開くイ

ネーブラーとなることを実証する。 

3D（実空間）から 4D（データ空間）へ 

言い換えれば、これは、プロセッサとメモリを実空間で物

理集積することでチップ接続の大問題を解決する3D集

積から、更にデータ空間でハードウェアを仮想集積する

4D集積（+1Dは時間）への新たな展開である。 

 
図：TCIを用いた 3次元集積回路 

左脳型と右脳型 

プログラム内蔵方式は、処理内容をまず細かい命令に

分解して逐次実行していく方式だから、処理手順が深

い「手続き型」の情報処理が得意である。一方、仮想布

線論理方式は、処理内容をまず演算器群の上の空間

的な構造に展開してその中で処理データを受け渡しし

ていく方式だから、データの流れが大規模な「構造型」

の情報処理が得意である。脳に置き換えれば、前者は

左脳型、後者は右脳型の情報処理と言えるだろう。 

新しい情報処理を探究する 

このようにACCELでは、フォン・ノイマン・ボトルネックの

解消により持てる演算能力をフルに発揮できるようにな

ったプログラム内蔵方式の左脳型コンピュータと、同ボト

ルネック解消により初めて可能となる仮想布線論理方式

に基づく右脳型コンピュータを併せもつ人工知能チップ

を創り出し、新しい情報処理の原理を探究する。 

ナノテクからシステムへ 

かつてリチャード・ファインマンが“There’s plenty of 

room at the bottom”と言ってナノテクノロジの探究が

始まったが、現在では脳から学ぶシステムの探究が面

白い。“There’s plenty of room at the top”である。 
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Ⅰ． ツアーの目的と全体像     （SSIS鈴木 五郎） 

H26 年度内閣府が行った「今を生きる若者の意識～

国際比較からみえてくるもの」なる調査結果が公表され

ているが、「自信が持てず、自分が社会を変えることが

できるとは思えない」とか「将来への希望が持てずに夢

を描くこともできない」というように、他の先進国の若者に

比べて日本の若者の消極さが浮き彫りとなっている。現

に私は１５年間大学で教鞭をとっていたが、アジアから

の留学生と日本の学生を比較して、まさにこの違いを実

感した経験を持つ。このままでは少子高齢化と相まって

日本の活力が低下してしまう、という危機感を覚えるの

は、本稿読者の皆さんも共通しているのではないだろう

か。そこで、「激しく流動する実社会の現場を若者に目

の当たりにさせ、五感で感じさせることにより少しでも彼

らの意識を変えることができるのではないか」との思いか

ら、発案者である井入前委員長を中心に論説委員会に

て今回のツアーを企画することにした。                               

ツアーの効果と効率を考え、行き先は技術革新の中

心米国シリコンバレーと決めた。訪問先はアカデミア、

企業、ミュージアム、さらにシリコンバレーで成功をおさ

めた日本人実業家のお宅とし、多角的にシリコンバレー

を俯瞰できるように配慮した。 

 今回若者の代表として参加いただいたのは、関東学

院大学理工学部応用化学コース小岩研究室修士１年

の赤堀巧太君と玉木一馬君の2名である。またSSISか

ら井入正博と鈴木五郎の 2名が同行した。   

 

Ⅱ． ツアーの内容         （赤堀巧汰、玉木一馬） 

 

(1) 2月 5日(日)  UCB井上隆秀様との面談 

UCB (University of California, Berkeley：カリフ

ォルニア大学バークレー校)に本部を置く IoT/CPSに関

する研究機関 CITRIS で Global Outreach Director 

Emeritus をされている井上隆秀様の御好意で電気工

学系の研究室を見せていただいた。カリフォルニア大学

には様々な分野の権威からの寄付金で作られた、名前

の入った研究室がいくつかあり、日本では見た経験が

無く新鮮であった。研究室は室内に仕切りを用いて 

1〜2 人の少

人数ブースに

分けられてお

り、ここでパソ

コン作業や研

究についての

議論をすると

のことだった。研究に集中するのに適した非常に良い

環境だと思った。 

また、カリフォルニア大学の広大な敷地だからこそ、こ

のように一人一人のスペースを提供できるのだと思っ

た。大学を訪問したのは日曜日であったが研究室や実

験室に学生がいて作業をしており、研究に対する意欲

が高く、熱心に取り組んでいる様子が見てとれた。この

光景は私たち学生にとって良い刺激となった。 

 

    

UCB 井上様の御案内でキャンパスツアー 

「SSISシリコンバレーツアー」報告 

SSIS 論説委員会   

 

 

 

 

 

 

 

関東学院大学理工学部  M1      赤堀巧汰    玉木一馬  
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(2) 2月 6日(月)Intel Museum訪問 

Intel が関わってきたコンピュータデバイスの歴史に

ついて学ぶことができた。まず、最初の半導体チップ

4004はわずか 4ビットしかない。2000年代に入ると 64

ビットのコアやデュアルコアなどが開発される。もちろん

ムーアの法則についての説明もあり、様々な知識を得る

ことができた。それ以外にミュージアム内外のデザインも

工夫されていた。Intel らしい大きなタッチパネルディス

プレイを使って Intel の歴史を紐解いていけるような展

示物も存在し、遊びながらにして学習できるという非常

に面白い内容が詰まっていた。 

 

(3) 2月 6日(月)  LAM Research社訪問 

半導体エッチング装置で世界トップクラスのシェアを

誇る LAM Research 社の訪問では日本法人社長をさ

れている吉田幸正様を含む社員の方々が迎えてくださ

った。 

まず、シリコンバレーにある本社で会社概要や製品、

取り組みなどのお話を聞かせていただいた。実績は非

常に素晴らしく、ウエハー製造装置やエッチング装置な

ど高い電力効率を備えた電子デバイスの製造で、世界

で高いシェアを持っている。社員の持つ良い所をどんど

ん伸ばしていこうとする社風で、自ら意見を言いチャレ

ンジするものは賞賛するというような、まさに企業間の競

争が激しいシリコンバレーらしい理念であった。設立か

ら三十数年でここまでの成長を遂げたのは、社内での

競争を積極的に行うことで企業間の競争を勝ち抜いて

きたからであると感じた。                    

次に、カリフォルニア州リバモア（Livemore）に

ある LAM Research社の生産工場に移動し、製造工

程など実際に目にしながら説明をしていただいた。コス

トを下げるなど、いかに効率よく生産するかを考えつつ

安定した性能を保つことは非常に難しいことだが、人種

に関係なく世界中から優秀な人材を集めて協力し、知

恵を出し合うことでそれを可能にしてきたのだと感じた。 

さらにここで我々が大学で行っている研究について、

簡単にプレゼンテーションさせていただいた。英語での

発表は初めての経験で緊張したが、なんとか相手に伝

えたいという気持ちでやり抜いた。課題も見つかった

が、練習通りに話すことができて良い体験となった。 

 

(4) 2月 7日(火)  Synopsys社訪問 

主に電子設計ソフトである EDA に特化している企業

である。社員は 11,200 人ほどであるが、そのうちの

33％が開発やR＆Dの製造にかかわっている。このよう 

   

  

   LAM Research社でのプレゼンテーション 

 

に開発に力を入れていることがわかる。こちらも先の

LAM Research 社と似たように社員一人ひとりの作業

空間が区切られていること、スターバックスコーヒーがあ

るなどくつろげるスペースも存在した。また外にはゴルフ

場もあるらしく、社員が仕事を効率よく行うための施設が

備えられていた。 

様々な EDA に関する装置や機械を見学させていた

だいたことで自分の知識をひろげることができ、新しい

可能性を見つけたような感覚を得た。 

 

(5) 2月 7日(火)  Cisco Systems社訪問 

ルータやワイヤレス LANの販売などインターネット関

連事業で成功をおさめており、世界最大のコンピュータ

ネットワーク機器開発会社である Cisco Systems 社を

訪問させていただいた。本社の敷地が圧倒的に広く、

車で移動時の第一印象は「とにかく広大」だった。社内

も広々としていてのびのびと仕事ができる環境があると

感じた。また、社内の数カ所に大きな電子パネルがあり

社員同士でテレビ電話をすることができたり、名前を検

索することで業務に活用している。Cisco Systems社は

女性や米国以外の出身も多く、新人研修をこの本社で

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
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数ヶ月行うと聞いた。我々のようにシリコンバレーの空気

を肌で感じて受ける影響は大きいのだと思う。「変化を

好み、業界の変革をリードしていく」社風で、本音で話し

合いながらお互いを高めていくことができる会社である

と聞いた。様々なプロフェッショナルが集まるこの会社で

切磋琢磨しながら、社員の個性や能力を伸ばしていくこ

とができる環境だと思った。 

 

(6) 2月 8日(水)  Stanford University訪問 

大学内は土地の広さなども関係しているのであろう

が、研究室一つ一つが広く綺麗であり学生たちが研究

しやすい環境作りがされていることがわかった。 

また歓談できるスペースがあったり、作業スペースが

一人ひとり区切られており、先に訪問させていただいた

企業と似たような環境を大学のうちから体験させている

のだと感じた。研究内容も非常に高度であり日本ではな

かなか取り入れられないような工夫がなされていた。 

  

Stanford Universityにて 

 

(7) 2月 8日(水)谷上秀行様との面談 

 シリコンバレーで起業をし、成功をおさめた経験を持

つ谷上様の御好意で自宅へ招待していただき、サンド

ウィッチをご馳走になりながらアメリカでの経験談を聞か

せていただいた。印象に残ったのは「たくさん失敗を重

ねて多くのことを学び、成功するために誰もやっていな

いことに挑戦した」という言葉だった。やはり起業を成功

させることは簡単ではないのだと感じたが、失敗しても

決して後ろ向きに考えず、何か得ようとする姿勢が成功

するための大切な要素なのだと思った。また、勉強熱心

であること、自分にできること・できないことの判断をし、

駄目ならすぐに切り替えることも重要だと谷上様は語っ

ていた。そして業界の変化に対して、柔軟に対応する

能力が必須である。そのために谷上様は様々なことを

貪欲に学び、知識を蓄えることで、常に業界の行く末を

予測し準備をしてきた。谷上様が語る経験と生の声はと

ても重みを持っていて、夢を必ず掴むという意思の強さ

と、そのための努力は厭わない芯の強さに私は強烈な

刺激を受けた。情勢に流されず、自分のやりたいことと

そのために必要なことを正確に判断するなど、「物事の

本質を見極める能力」を養うことが大切なのだと感じた。 

    

  

            谷上様の御自宅で 

 

(8) 2月 8日(水) Computer History Museum訪問 

コンピュータの歴史について学ぶことができた。特に

印象的だったのは最初のコンピュータは「人」だというこ

とだ。戦時中は戦争に行く男性と手作業で計算する女

性に分かれていたのである。またその他にも他国に負

けまいとし、競い合う戦争がコンピュータの技術の進歩

に大きく関わっていく。その後、コンピュータはもちろん

パソコンだけではなく、ロボットにも搭載されていく。私た

ちの年代がよく知る人型のロボットや小さなロボットなど

も置いてあり、一般人にとっても親近感や興味を持ちや

すい展示の仕方であった。 

 

ENIACの実物 

(9) 2月 9日(木)  UCB Bears2017参加 

Bearsは研究成果発表である。発表は学生や教授が

行っており、内容は AI やドローン、車の自動操縦など

話題性のあるものばかりだった。日本の研究発表と比べ

て非常に和やかな雰囲気で、時おりジョークを交えて笑
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いが起こるなど会場全体が発表者に対して温かく接し

ている印象を受けた。 

Bears の目的の一つとして、研究内容や成果を企業

に認知してもらうことが挙げられる。これにより共同研究

の実現や研究費の援助が行われることがあると伺った。

そのため企業から参加している人がほとんどで議論も積

極的に行われていた。評価された研究室は援助された

資金でより進んだ研究ができ、優秀な人材が集まりやす

くなる。この一連の流れが研究意欲を活発にし、技術が

発展していく環境を作っているのだと感じた。 

 

      Bears Neural Dust の発表 

 

(10) ツアーに参加しての感想       （赤堀 巧汰） 

今までの自分の考えは就職後も国内に留まり、海外

への転勤など考えていなかった。しかし今回のシリコン

バレーツアーを受け、世界で成功した大企業を中心に

見学させていただいたことで、自分に海外への転勤とい

う新たな考えが生まれた。 

見学させていただいた企業はどれもすばらしく社内

に軽食が取れたり、コーヒーブレイクできるリラックススペ

ースや仕事スペースが区切られていたりなど日本では

あまり見ないような社風であった。このように社員一人ひ

とりに対する福利厚生がしっかりなされており、仕事が

捗るような工夫がされていた。また社員だけではなくイン

ターンシップを受ける学生たちにも配慮されていた。こ

れは日本のインターンシップはただ企業に訪問し、単純

な作業をし、終えるということがほとんどだと思う。つまり

インターンシップを受けた会社は自分の就職活動には

あまり影響せず、ただ客として研修をした、ただそれだ

けになってしまっていると私は思う。しかしアメリカのイン

ターンシップはインターンシップを受ける学生は自分の

就職したい企業を選択し、将来の就職活動に直接結び

付けていく。また企業側もインターンシップを受けに来る

学生を、将来自分と同じ職場で働くかもしれないと思い

ながらインターンシップを行うのである。 

ほかにも企業というものは自分たちの考えに囚われ

がちで新しいことを行うということはリスクの高い行為で

ある。しかし大企業では築きあげてきた土台がしっかりし

ているからこそ、積極的に新しいことに挑戦していける。 

そんな様々な日本とアメリカの違いを感じ、アメリカの

企業のいいところを少しでも日本の企業に取り入れたい

と感じ、自分の視野を大きく広げるきっかけとなった、今

回のツアーに大変感謝している。 

 

(11)  ツアーに参加しての感想       （玉木 一馬） 

アメリカでは学生が学べる環境、社会人がスキルアッ

プできる環境が整っており、積極的に新しいことに挑戦

する考え方が浸透していた。挑戦しようとする人を後押し

してくれる環境があるからこそ新しい事業や企業が生ま

れて、互いに競争しながら成長していけるのだと思う。 

日本では良くも悪くも保守的な考え方を持つ人や企

業が少なくないが、世界の最先端を進むならば常に変

革を求めていかなければならないと感じた。日本の良い

部分を残しつつ、アメリカの積極的に自分の意思を主張

する考え方が教育に取り入れられるともっと良くなるとも

思った。また、英語の大切さも身に染みて感じた。ワール

ドワイドな企業では世界から優秀な人材を集めるため英

語の能力がないと働くことができない。もっと英語に触れ

て自分の能力を高めていきたいと思う。 

シリコンバレーを実際に訪れることで得られることは多

く、自分自身が影響を受け感化される部分がたくさんあ

った。ここでの経験を就職活動だけでなく今後社会に出

てからも活かしていきたいと思う。 

 

Ⅲ． まとめ               （SSIS鈴木 五郎） 

 学生さんに書いていただいた前章の内容からも伺える

ように、論説委員会で考えたツアーの目的は十分達成

できたと思う。そこで我々は今後も継続的にこのツアー

を続けたいと考えているが、 

(1) 訪問先と参加する学生、そして SSIS のメリットが同

時に得られる仕組みの実現 

(2) 現地での移動手段等、ツアー遂行に当たって生じ

る実務上の問題点の解決 

などの課題が明らかとなった。論説委員会では、これら

の対応策に関する検討を開始したところである。 

最後に、今回のツアーを実施するにあたり、我々の目

的を理解下さり、御多忙にもかかわらず多くの時間を割

いてくださった UCB 井上隆秀様、LAM Research 社

長吉田幸正様、谷上秀行様、それに関東学院大学の

小岩教授に深く感謝いたします。 
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垂直統合と水平分業 

1980 年代、半導体産業にファブレスとファンドリという

企業形態が現れました。半導体の設計から製造、販売

までを行う垂直統合型に対して、設計と製造を別企業が

行う水平分業型の形態が顕在化し始めたのです。とは

いえ垂直統合と水平分業は、この用語を定義した西村

吉雄が出版と印刷の分業化で例示したように、昔から起

きていた変化の形態です。(1) 半導体産業の場合は設

計と製造という統合化された工程の分離でしたが、セッ

ト製品とその部品の設計・製造を統合するか、分業する

かの形態もずっと前から存在していました。素材‐部品‐

セット‐システムの系列を統合したビジネスとするか、ひと

つに特化して他を外部調達するかの形態のいずれかで

す。コモディティ商品では商品製造とその小売がもっと

古くから分業化されていました。つまり垂直的・水平的な

統合・分業は、あらゆる産業においての新結合時の統

合化と結合後の分業化(専業化)の繰り返し現象といえ

るのでしょう。産業構造のダイナミックな変化はこうした統

合化と分業化の現れと見ることができますから、企業統

合や事業分離などのカーブアウト、新規に出現する起

業の活動は、このような統合化・分業化の形態変化と切

り離して語ることはできないのでしょう。 

 

企業統合・カーブアウト 

企業統合あるいはカーブアウトの効果は、例えば“規

模の経済”と“範囲の経済”から吟味されます。こうした

吟味法はひとつの企業の企業力(収益力)を高める視点

で有効であるのは論を待ちません。統合であれカーブ

アウトであれ、常に競合企業との相対的な競争優位性

をいかにして築くかが中心的課題であり、規模・範囲の

経済の視点からシナジーあるいは経営リソース集中の

効果を測って経営施策を練り上げる必要があるからでし

ょう。とはいえ、規模・範囲の経済では測りきれない要素

も無視できません。それは産業の発展的な変化が、企

業間の競争によっているばかりでなく、企業間の多様な

交叉が自然の協働を生み出していることにも強く依拠し

ているからです。企業間の自然の協働は、一企業の経

済的指標(B/S や P/L など)に還元できない、産業の社

会的・文化的なある種の財ともいえましょう。それは、産

業における統合化・分業化の活動によって次第に見え

てくる要素です。 

 

半導体産業における水平分業の成立 

その具体例として、半導体産業におけるファブレス・

ファンドリの水平分業化を見てみることにしましょう。半導

体産業も他の産業と同様、“何(what)を作るか”とそれ

を“どう(How)作るか”が不可分です。したがって、半導

体メーカーは設計と製造の両方を行う形態で始まりまし

た。ここで設計と製造とは、商品の設計とその商品を製

造する製造技術の設計(設計には研究開発を伴う)、お

よびその製造技術による商品製造です。半導体企業は

設計と製造が不可分どころか、設計と製造の一体化こ

そが競争力の源泉と考えていました。ところが、不可分

であるはずの設計と製造が別企業で分業化される形態

が生じたのです。つまり、商品設計だけを行うファブレス

企業と、製造技術設計とファブレスが設計した商品を受

託製造するファンドリ企業ができたのであり、そしてこの

分業形態が確固たる産業構造として成立しました。しか

しこの分業形態の成立は、設計と製造が不可分ではな

かったというのではなく、結論からいえば、設計と製造の

不可分性がファブレスとファンドリの別企業のあいだでも

維持されたということです。ひとつの企業内で不可分な

のではなく、産業内で不可分なのであって、企業間で分

業することは可能であったということです。もっと具体的

にいえば、“何(what)を作るか”とそれを“どう(How)作る

か”の相互の情報交換がファブレス企業とファンドリ企業

で充分に行われる形態が成立したということです。 

 

水平分業の“あいだ” 

この例で重要なポイントは、設計と製造に関する不可

分な関係要素を相互に共有できる様態を前提にして、

ファブレスとファンドリのそれぞれが規模・範囲の経済で

経営リソースを集中的に活用する形態が成立したという

ことです。この前提条件にある不可分の関係要素は、そ

れぞれの企業の規模・範囲の経済では測定困難でしょ

う。産業内・産業間で企業の活動が交叉しているところ

(企業と企業の“あいだ”)で生起する要素であって、各

社毎の貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の科目で

企業統合あるいは事業分離についての一考察 

 SSIS歴史館委員会 委員長 向 喜一郎 
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は計上されないものだからです。とはいえ、ファブレスも

ファンドリも、設計と製造のあいだの不可分な関係要素

を相互に共有するために多大な経営リソースを割いて

います。それはマーケティングや研究開発費の一環とし

て双方のP/Lに計上されますが、それはあくまで自社の

事業のための活動費用として計上されるのであって、外

部との関係要素を分離抽出できる性質のものではありま

せん。 

設計から製造までを一貫して行う企業においては、

設計と製造の不可分な活動要素が企業内で閉じている

ために簿記上の何らかの科目で全て費用計上されます。

とはいえ、この不可分な要素は設計部門と製造部門と

の“あいだ”に生起するものであり、それを分離抽出して

費用計上するのは困難であることは変りません。設計部

門か製造部門のいずれかの費用として計上するほかあ

りません。これと同じ事情で、ファブレスとファンドリの分

業形態では双方の“あいだ”の費用をそれぞれで何らか

の科目で計上しているにすぎません。 

 

“あいだ”の不可視性 

設計と製造は、それぞれの活動の性質や様態が異な

るために、企業内では設計部と製造部のように分業組

織化するのが自然であり、活動費用も組織単位で計上

するのが自然です。とはいえ設計と製造には不可分な

関係が必ずあり、組織活動にする以上、その関係要素

は組織と組織の“あいだ”に生起するほかありません。で

すが、“あいだ”に生起する関係要素は、その費用の計

上の仕方で見てきたように、いずれかの組織に帰属させ

るほかありません。こうした組織活動の認識の仕方によ

って、“あいだ”に生起する不可欠な関係要素は表面に

は現れなくなります。あたかも深層に隠れたかのようにな

ります。しかしながら、その深層での設計と製造の不可

欠な関係要素を組織と組織の“あいだ”で生み出す活

動こそがイノベーションの源泉であって、それが企業活

動を成立させているのです。ファブレスとファンドリの分

業の成立も、深層で両者の“あいだ”の活動が活発にな

されているからといえましょう。 

 

“あいだ”とは 

ここでしばしば使用してきた“あいだ”という用語は、精

神病理学者の木村敏の｢あいだ｣を参照しています。(2)  

木村敏の｢あいだ｣は、人と人、人とモノ、モノとモノなど

の間にあります。もっと広くいうならば、人やモノが世界と

出会うところが｢あいだ｣ということです。本稿では、人を

組織集団に、モノを設計・製造やデバイスなどの商品形

態に拡張して、それらが世界と出会うところを｢あいだ｣と

しました。ところで、木村敏の｢あいだ｣は人やモノがある

からその間にできるということではありません。そうではな

く、｢あいだ｣があるからこそ、私たちはその｢あいだ｣で瞬

間々々に起きている出来事を通して人や組織やモノを

表象として(言語化して)二次的に認識できる、ということ

です。私たちは｢あいだ｣にある他者との差異を通して他

者を認識し、その認識から自分と自分の中のもう一人の

自分との｢あいだ｣を通して自我を見出します。組織も

様々な｢あいだ｣を通して組織のアイデンティティを自覚

してゆくのでしょう。 

精神分裂病(総合失調症)は、｢あいだ｣を経験できず

に自己を自己として自覚できなくなる病といわれます。

自己に他者が入り込んで自己ではなくなる病です。個

人とは異なり、組織としての自己はメンバーのみならず

周囲にも客観的に知覚されており、自己を自覚できない

精神病と見做されることは少ないでしょう。ですが、組織

が｢あいだ｣を見失い、組織活動を客観的な組織体同士

の規範に基づく交換過程と見做してしまうと、その組織

体は他者が入り込んで自己を自覚できない精神病と同

じ状態といえるでしょう。精神病の組織体の厄介なところ

は、個人ならば社会と交われなくなるのとは違って、周

囲と交わる最低限の機能が機械的に作動するので病気

の自覚がないことです。そのような極端な病にはならな

いとしても、｢あいだ｣での活動が活発でない組織は精神

病の症状を抱えているのであり、遅かれ早かれ衰退して

ゆくほかないでしょう。 

 

サプライ・チェーンにある“あいだ” 

ファブレスとファンドリの分業形態をもう少し掘り下げ

てみましょう。両者の関係は、1 社のファブレスと 1 社の

ファンドリの 2 社間関係にはとどまりません。各ファブレ

スは複数のファンドリをサプライヤとし、各ファンドリも多

数のファブレスを顧客としています。つまり、どのファブ

レス・ファンドリも、設計と製造の“あいだ”は特定の相手

とだけにあるのではなく、複数・多数を相手にして“あい

だ”を形成しています。この複数の“あいだ”の多様性が

より有効なイノベーションをより頻度高く生み出す源泉に

なります。1980 年代に勃興したファブレス・ファンドリの

分業形態が成長してきた要因は、かつて社内に作られ

る設計と製造のひとつの“あいだ”として不可分と見做し

てきたものを、複数企業の分業化によってむしろ多数の

多様な“あいだ”を形成し、有効なイノベーションの生起

確率を高めたからともいえるでしょう。 

なお、ファブレスとファンドリの“あいだ”が有効なイノ

ベーション生起の場たりえたのは、両者が“あいだ”で活

動する態勢を整えていたことは見逃せません。例えばフ
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ァブレスは自ら製造をしませんが、ファンドリに委託する

に当たって必要な製造技術仕様を提示する能力を持っ

ています。その能力は、自ら製造技術を開発設計できる

水準です。同様に、ファンドリもファブレスがチップ設計

するアーキテクチャ上の基本的背景をよく理解する能力

を有しています。双方にこの能力があるからこそ、“あい

だ”でのインベーションの生起確率が高まり、半導体産

業の水平分業が成立したといえるのでしょう。 

 

多種多様な“あいだ” 

 “あいだ”は設計‐製造間だけにあるのではなく、研

究・開発・設計・調達・製造・販売・サービスなどの機能

相互間に必ず生じ、そこで多様なイノベーションが生ま

れ出でます。また素材‐部品‐セット‐システムの商品形

態間にも“あいだ”が生じ、そこでもイノベーションが生じ

てきます。あらゆるイノベーションはひとつの機能・ひと

つの商品形態において生まれるように見えますが、それ

はイノベーションの生起結果をいずれかに帰属させざる

を得ないからであって、実際は“あいだ”から生起してく

るものなのです。したがって、ファブレス・ファンドリの分

業構造形態においても、両者間の設計と製造の“あい

だ”のみならず、ファブレスとその顧客との“あいだ”、あ

るいはファンドリとそのサプライヤ(半導体製造装置や半

導体素材の)との“あいだ”もイノベーション生起に重要

な場となります。要するに(半導体デバイス)顧客‐ファブ

レス‐ファンドリ(半導体製造装置・素材)サプライヤのサ

プライ・チェーンの各所にある“あいだ”(図 1)が重要な

要素であり、そうした多様な“あいだ”が深層にあって活

性な産業を成立させているといえましょう。 

 

 

   

                  

                 図１ 様々な“あいだ” 

 

 

 

 

 

企業統合・カーブアウトの課題 

以上、各企業が垂直統合的であった半導体産業に

おいてファブレス・ファンドリの水平分業形態が生じてき

た経緯から、産業構造の深層にある機能的・商品形態

的な“あいだ”の重要性を見てきました。こうしてみると、

企業が経営戦略として企業統合や事業のカーブアウト

を選択するとき、規模・範囲の経済によって有効性を判

断するだけではなく、“あいだ”を如何に維持・創成して

行くかが重要課題になることが明らかになります。 

 

企業統合の本質的課題 

企業統合のケースを取り上げてみましょう。現在は産

業再編のフェーズにあるケースが多いので、ここでは同

業種内で競合していたA社とB社が企業統合する場合

を具体例にしてみましょう。この場合、当然ながら両社の

統合による期待されるシナジー効果を規模と範囲の経

済で見極めるでしょう。つまりシェアやコストなどの規模

面とポートフォリオや商品開発力などの範囲面で両社の

足し算以上の相乗効果(シナジー)を見定めて、企業統

合を進めてゆくでしょう。ここで足し算効果と相乗効果は、

期待を込めながらも、両社の経営諸指標からある程度

は見積もり可能です。ですが、両社がそれぞれ培ってき

た企業文化的な差異の影響は見積もりが困難です。こ

の差異は両社の統合によって、至る所で顕在化します。

統合当初は差異によって、相乗効果どころか足し算にも

達せずにマイナス効果になるケースが多いものです。日

本企業同士の統合では、この差異が弊害になって統合

効果がなかなか現れず、差異をなくす融合にかなりの

時間とエネルギーを要するケースが多いようです。 

しかしながら、実は両社の企業文化的な差異こそが

統合後の企業に多様な“あいだ”を持ち込むのです。そ

して新たに持ち込まれた多様な“あいだ”こそが、統合

前には見積もれなかった思いも掛けないイノベーション

をシナジー効果として生み出す源泉になるのです。もち

ろん統合によってサプライ・チェーンは拡大するので、

それに伴って外部との“あいだ”の多様性も拡大します。

企業統合は、規模と範囲の経済で効果させることが当

然としても、互いに異質な企業の結合で多様な“あい

だ”を造りだすことに本質的な意義があるのでしょう。 

（＊） 

“あいだ”という場 

異質な企業文化の統合で生ずる“あいだ”は、互いに

相容れない・反発しあう要素によってできる空隙・溝のよ

うに思われがちです。ですがそのような諸要素は、実際

には統合によって生まれる“あいだ”で激しく交叉し、衝

突し、反応(新結合)するのです。“あいだ”は、乗り越え
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難いがために空虚な空隙・溝になるのではなく、両側(A

社と B 社)の単独陣営での場合よりも遥かにダイナミック

で、濃密なホットな場になるのです。設計と製造、セット

と部品などに生ずる“あいだ”においても同様であって、

“あいだ”が最もホットな場であるがゆえに両者は不可分

なのです。“あいだ”における諸要素の交叉と衝突、そ

れによって生じる反応(新結合)がイノベーションになる

からです。“あいだ”とは、そこで差異要素が交叉・衝突・

反応(新結合)する、濃密かつホットなイノベーションの場

である。 

 

企業内外の“あいだ” 

統合によって、“あいだ”は企業内部に新たに造られ

るだけでなく、外部のサプライ・チェーンとの間でも増加

します。外側との“あいだ”は内部よりも遥かに大きく多

様な差異があります。ですから、外部との“あいだ”での

差異の交叉・衝突・反応も内部よりも遥かに激しいし、大

きな反応(新結合)の頻度も高い。そこで、社会を変革す

るイノベーションの素になる反応(新結合)を掴む機会が

多いのです。したがって、企業統合の意義は組織の内

外に“あいだ”を飛躍的に増やすことにあるといえるので

す。 

 

“あいだ”の誤解 

しかしながら、外部との“あいだ”では反応(新結合)の

頻度や程度があまりに激しいので企業はそのほとんどを

受け入れることができず、“あいだ”を単に立場の相違と

して片づけてイノベーションの機会を逃してしまう傾向も

否めません。顧客は顧客、サプライヤはサプライヤ、自

社は自社として相手の立場に踏み込まない、つまり差異

の交叉・衝突・反応の場を傍観する傾向です。それは、

濃密でホットな場である“あいだ”を立場の違いという単

なるギャップ(溝)と見做す傾向ともいえましょう。実は、

“あいだ”を立場の違いによるギャップと見做す傾向は、

企業内部の組織部門間(例えば設計と製造)にも現れま

す。紆余曲折を経て成長した企業が組織の役割と責任

を明確に定義し―それは必要なことですが―、活動が

秩序だって安定になるほどこの傾向は強くなるでしょう。

空気のように見えない“あいだ”が双方の差異要素を通

り抜けさせない見えない壁に変わってしまうのです。お

そらくは、企業組織内にある“あいだ”を壁に変えてしま

うこの傾向が外部との“あいだ”をも分厚い壁と錯覚させ

るのでしょう。その場合、組織内に新たな“あいだ”を造

る企業統合は、イノベーションの機会を掴むことを妨げ

てきた錯覚の壁を再び“あいだ”に戻すことになるでしょ

う。 

逆言すれば、企業統合で生ずる差異を統合の弊害

になる空隙や溝と見做して、これを単に埋めてなくすの

は企業統合の意義を台無しにしていまいます。存続会

社側の仕組みへの統一や、どちらかのよい方の仕組み

を選択して組み直すような融合策などは、台無しにする

典型例です。両社の差異が造り出す濃密でホットな場

である“あいだ”から新結合を生み出すことこそが統合の

本質的な意義なのです。その時に企業統合は、両社の

DNAが結合した新DNAが出来上がり、文字通りの“生

まれ変わり”を果たすのでしょう。 

 

企業文化の差異 

日本企業が企業統合をする場合、企業文化が近い

(似ている)企業を選ぶ傾向が強いでしょう。海外企業と

の統合を避けて、日本企業同士の統合を指向するのは

この傾向の故でしょう。ですが、多様な“あいだ”を造り

出すことが企業統合の主要な意義であるならば、むしろ

企業文化が似ているよりも異質な者同士の方が効果的

でしょう。最初は何をいっているのか理解できないくらい

差異が大きいほど、“あいだ”から新結合を生み出す機

会は大きいのです。企業文化の違いが大きいほど統合

の効果は大きく、文化が異なる海外企業との統合ならば

もっと大きくなるといえましょう。 

 

留意点 

ただし、企業内部に新たな差異の“あいだ”を造る統

合はコンプライアンス上の不整合を一時的にもたらしま

す。企業統合は異なる二つのコンプライアンス・システム

を一つに統一する必要があります。このコンプライアン

ス・システムの統一化が、下手をすれば差異(差異によ

る空隙・溝)を解消してしまう主因となります。そもそもコ

ンプライアンス・システムはメンバーや組織の最終的な

行動を規格化する側面を持っていますが、それが思考

プロセスをも規格化しまう危険があるからです。企業組

織はその内外部の各所に“あいだ”があり、そこでの交

叉・衝突・反応の過程をメンバーが思考吟味することに

よってイノベーションを具現化する。コンプライアンス・シ

ステムは、そのイノベーションの具体化過程(組織行動)

で作動させるのですが、具体化前の “あいだ”でのイノ

ベーションを生み出す過程(非組織的思考)では自由・

柔軟な思考吟味活動が保障されるように構築されなけ

ればなりません。 
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カーブアウトの課題 

企業統合が組織の内外に“あいだ”を造るとすれば、

分社化などカーブアウトはもともと社内にあった“あい

だ”を断つ作用になります(社内で共有されていたカー

ブアウトさせる側の事業のサプライ・チェーンとされる側

のサプライ・チェーンが切断される)。ですからカーブア

ウトでは失われる“あいだ”を意図して新たに造らなけれ

ばなりません。それは、カーブアウトさせる側もカーブア

ウトされる側の双方とも重要なことです。この参考例が、

半導体産業で起きたファブレスとファンドリの水平分業

化です。既に見たように、この水平分業化では設計と製

造との“あいだ”をファブレス企業とファンドリ企業が頻繁

かつ密に接触する新たな関係性を創りだし、それぞれも

“あいだ”での交叉・衝突による反応(新結合)を把握する

エンジニア(ファブレスは製造技術者、ファンドリは設計

技術者を)を確保しました。したがってカーブアウトの場

合でも、失われるサプライ・チェーンの“あいだ”を造り直

し、“あいだ”で協働できる体制を強化することが肝要で

す。 

 

カーブアウトの例示 

例えば、コンピュータ事業と半導体事業を行っていた

企業が半導体事業を手放すとしましょう。両事業はコン

ピュータシステムと半導体の切り離せないマーケティン

グ・技術面での“あいだ”と、その“あいだ”を形成するそ

れぞれのサプライ・チェーンを社内で共有していたので

すが、その両方が同時に切断されることになります。した

がって、事業分離に際しては、コンピュータ事業部門は

半導体業界とのより密な関係を築き、密な関係を保つ

半導体技術を把握する体制を整備する必要があります。

同様に半導体事業部門もコンピュータ業界との関係性

を新たに強化する体制にする必要があります。具体例を

挙げれば、かつての IBM が両事業(半導体は内製の

み)をやっていました。90年代以降に IBMは SIやソル

ーションビジネスへと経営重心(3)をシフトさせ、半導体部

門を大幅に縮小しました。ですが、半導体の先端技術

開発部門は切り離さずにおり、現在でも全米の半導体

R&D をリードする活動を続けています。コンピューティ

ング関連のソリューションビジネスに不可欠な半導体産

業との“あいだ”をしっかりと繋いで本体事業を強化して

いる好例でしょう。 

因みに、かつての日本の総合電機企業は殆どが持っ

ていた半導体事業を分離しました。ですが分離に際し

ては、切断した“あいだ”を補完する体制造りに配慮不

足であったように思えます。結果として ITと半導体の“あ

いだ”は弱くなり、これが総合電機の IT 事業も分離した

半導体企業もグローバル市場での強力な競争力を持て

ていない一因になったのではないでしょうか。 

 

オープン・イノベーション 

企業統合や事業分離などのカーブアウトは、最終的

に規模や範囲の経済の効果を上げる経営戦略的に重

要な手段です。究極的には有効なイノベーションの生

起頻度を高めることを目的とするひとつの手段です。イ

ノベーションは、どれほど優秀な人材を集めてもその閉

じられた集団内部から生起することはなく、その集団外

部との多種多様な“あいだ”で生起するものです。企業

統合はその“あいだ”を新たに造り増やす手段です。ま

たカーブアウトは各事業の集中度を高める手段ですが、

その際には分離する事業それぞれに分離によって失わ

れる“あいだ”を補完する新たな“あいだ”を造り直すこと

を前提にした手段です。図 1に例示した多種多様な“あ

いだ”を如何に造りあげ、そこで如何に活性な活動を行

うかが企業活動に肝要なポイントといえましょう。企業間

の業務提携やプロジェクト毎のコラボレーションは、企業

統合よりも緩い“あいだ”の活動形態であり、特にカーブ

アウトした事業では有効な手段の候補でしょう。そして産

業内外での“あいだ”での最も緩く自由な形態がオープ

ン・イノベーションにほかなりません。逆言すれば、社内

に最もタイトな“あいだ”を造る企業統合でさえもが“あい

だ”というある種のオープンな場を造ってイノベーション

を起こす方法であって、オープン・イノベーションの一形

態といえるでしょう。 
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私は長崎県長崎市の出身です。東京で育ちまし

たが、父母も祖父母も長崎出身で血統は生粋の長

崎人です。 

父方では 13 代目になりますが、母方では 12 代

続いた家です。先日、母方の本家の創業 210年祝

いで長崎に行ってきましたので、本家の歴史から長

崎が特徴のある歴史を持った街である事をご披露

するとともに老舗が長寿を保っていられる原因にも

触れたいと思います。 

 

母方の本家であります。中村倉庫 創業 211 年  

長崎県長崎市。当初、ひちや 長崎貿易の船荷を

預かる仕事を意味したが、物を担保に融資する質

屋業になり、その後、数多く所有する倉庫を活用し

て倉庫業となった。明治期は 政府米を預かる等官

需から始まったが、次第に電機メーカーなど、長崎

を販売拠点とする機器メーカーの民需、倉庫業とし

て営業を続けて来た。 

 

現在の 11 代目当主重敏（従弟）は大学卒業後

一部上場企業に就職した。アメリカに営業所を出し

た折、責任者として赴任、爾来、20 年近く勤務した。

家業を継ぐため帰国、中村倉庫、専務として 10 代

目重明を助けた。重敏の業績は、江戸時代から長

崎県内に所有する不動産の活用を図って不動産

業に進出した。医師専門のマンションや長崎県に

赴任した社員の社宅としたマンション、長崎市中心

部に駐車場が少ない所に注目した、パーキングタワ

ーを経営するなど経営を多角化した。 

 

 

 

現在は創業の地に多額の資金を投じ、マンショ

ン併営のビルを建設、トレーニングジムを誘致した。

合わせてジムで使う温水プール用に温泉を採掘、

掘り当て、長崎市内唯一の温泉を併設した。11 代

目重敏は大学の後輩でもあり親類でもあるので小

生のいささかの、エンジニアリング会社の経験と人

脈を通じ彼の相談相手をした。 

 

11 代目は、アメリカ時代につきあった友人に 12

代目になる長男を預け、彼らと提携し貿易業に乗り

出す。 

 

元来、長崎商人は堺の商人と似たところがあり、

長崎市が江戸の直轄地であったこともあって、自由

都市的色彩があった。その中でも有力商人の家系

である中村家は、商人ではあるが、名字帯刀を許さ

れ、中村嘉衛門重雄（シゲカツ）として、代々重雄を

名乗っていた。その後”重”の名前をつないで嘉衛

門は消えた。 

 

11 代目重敏は、アメリカで起業を考えたこともあ

るほど、海外取引に興味を持ち、12 代目になる長

男、重遠をアメリカの知人に預け、大学卒業後留学

させた。特殊サッシの輸入、地ビールプラントの輸

入、等日本での販売権、実施権を取って、帰国し

た重遠をチーフに貿易業に進出した。 

洋酒輸入販売業 テキーラの日本販売権を取得

し輸出入業を設立。 

 

 

 

 

地域 

だより 
長崎人と長寿企業 

 中尾 誠男 
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日本は歴史上他国に占領されたことがないと言

われているが、長崎はキリシタン大名大村純忠によ

って、イエズス会に寄付され、7年間イエズス会領で

あった歴史がある。その間、神社仏閣がことごとく破

壊され、南蛮寺と呼ばれる教会ばかりが作られた。 

九州征伐で来た、秀吉、江戸幕府を開いた、家

康ともキリスト教を利用したスペインなどの領土的野

心に気附き、キリスト教を禁令した。 

 

宗教的にキリスト教に染まった長崎市民を改宗さ

せるため、神道では、おくんちで有名な諏訪神社を

一之宮とし、全仏教の九州鎮守を寺町に招聘、長

崎市民に対する宗教対策とした。江戸時代期、長

崎では、正月 3 日に踏み絵をする風習が続いてい

た。天草の乱で有名な、信者の一部は激しく抵抗し、

一部は隠れキリシタンとなって明治維新によって禁

令が解かれるまで、信仰を守ったものもいた。（世界

文化遺産に申請中の由） 

 

江戸期、長崎の政界のトップは江戸の大身旗本

の中でも、3 万石に相当する実入りの多い人気の

長崎奉行を頂点に、長崎で代々世襲の長崎代官

（高木作衛門）始まりは頭人といわれる町年寄り 5

人（高島良悦、高木作衛門、後藤宗太郎、町田宋

賀、）の一人ではじめは全員キリシタンであった。高

木作衛門は改宗し頭領となった。治安は福岡藩と

佐賀藩に交代で分担させた。 

 

宗教界では神道は諏訪神社、仏教は寺町の各

宗派代表の寺院（華人の為の黄檗宗興福寺や崇

福寺もある）に統一されている。江戸時代は仏教界

が明治維新後は廃仏毀釈で神道がトップを務めた。

経済界は、最初の頃は 頭人、下っては長崎乙名

と呼ばれる有力商人（長崎会所）と新地にある中華

人脈が力を持っていた。中村重雄嘉衛門も長崎乙

名の有力な一人であった。 

 

 

 

 

鎖国時代は出島を通じ、長崎港は日本で唯一

海外に許された貿易港であった歴史から、貿易業

に従事する者に力があった。（朱印貿易）  又、唯

一世界に開かれた出島を通じ、もたらされる海外の

情報を通訳する阿蘭陀大通詞、小通詞（蘭学）や

中国向け唐通詞と呼ばれる世襲の家から医学、天

文学、砲術あらゆる専門家が生まれ、育っていった。

私の家系でも日本で始めて種痘を始めた蘭医、楢

林宋謙や、蘭大通詞楢林栄建（福沢諭吉に蘭語を

教えた）などが著名である。 

 

徳川将軍に定期的に情報を伝える行列が長崎

から江戸へ上って行ったが、逆に江戸や大阪の庶

民の中から、蘭学、阿蘭陀医学の知識習得のため

に長崎に集まる若者がいた。幕末には坂本龍馬や

福沢諭吉なども長崎に集まり、知識を得たり、銃砲

を輸入する等（グラバー等）明治維新の原動力にな

った。 

 

原爆投下や明治維新による開国など激変があり、

長崎には長寿企業はそう多くないが中村倉庫は数

少ない長寿企業である。中村倉庫も何回か危機が

あり、最近では昭和 20年に長崎に原子爆弾が落と

され焼け野原になった時期や、（10 代目重明は 2

男で戦争に行き、跡をつがない予定であったのが、

長男が死去、復員後すぐ 10 代目を継いだ。新民

法公布前であった為長子相続となった） 

 

戦後長崎では長崎交通、松田氏や三菱重工出

入り商人足立氏などと長崎復興若手７人経済人と

して著名であるが 10 代目もその一人である。中村

倉庫が長寿企業となった理由を考えると、 

（１）代々長子相続を守って来たこと 

（２）明治維新で長崎だけの特権であった貿易の

権利がなくなった大きな時代の変化に即対応

できたこと 

（３）新民法下の相続がスムースにできたこと等で

あろうか。 
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長崎の有力商人は事業の拠点を東京にも持つ

ことが多く、経済規模の大きい東京進出が事業拡

張の手段であると同時に、新民法下での均分相続

に対応して、事業を継がない兄弟への相続財産と

して東京に有する資産を充てることが出来る点など、

スムースに事業承継できた原因の一つであったとも

考えられる。（東京の地価と長崎の地価の格差）私

の高輪の家も祖母が相続したものであった。（長崎

が江戸の直轄地であったこともあって有力商人は

東京になんらかの伝手があったと思う）（例、文明堂、

吉宗） 

 

明治になってから長崎の経済界は、坂本龍馬の

海援隊に端を発する岩崎家の三菱財閥、この頃か

ら経済界の代表は三菱重工長崎造船所であり長

崎市民の 3分の一は三菱重工、長崎の影響下にあ

ると言われてきた。長崎商人もこの三菱との縁がで

きやすく、三菱重工、三菱電機などの工場が長崎

にある為、三菱に努めている人間に嫁がせることは

良い縁を得たといわれる程である。又、江戸時代か

ら長崎の乙名どうし婚姻を結ぶことが多く、長崎の

有力商人乙名同士、親戚になっていることが多い。 

 

私の家も父方にも母方にも長崎乙名が入り組ん

でいる。宗教界の縁では母方の曾祖母がおくんち

の諏訪神社の創業一族の出身である（社家である）

又、江戸期政界トップの高木作衛門の末娘”とま”

は中村 10代目の祖母である。キリシタンでない証と

してはこれ以上のものはない。 

貿易業のように大きなリスクが出る場合は助け合

うことはメリットがあったことだと思うので有力商人が

親類である人脈は大いに有効であったと思う。 

 

私は旧三菱化学出身で傍系乍ら三菱の役員と

いうのは三菱重工の存在が大きい長崎では評価さ

れるようである。日経新聞に取締役就任が載った折

は長崎から祝電やらお祝い、花などが届いた折は

家内がびっくりしていた。近年長崎は誘致したソニ

ーが東芝に売却したり又買い戻したり、大分を撤退 

 

して長崎と熊本を増強したり、動きが激しいものの、

ハウステンボスなどのテーマパークでのロボットホテ

ル、等、IT 産業に向けた産業構造の変革（インダス

トリー4）に乗り遅れないようにと企図している姿が見

える。 

 

企業が長寿であるためには果敢に変革してゆか

ねばならない事と、特徴のある新規技術、新規開拓 

オンリーワンそして、後継者が次々に生まれなけれ

ばならない。狭い長崎から、有名芸能人や、有力企

業が生まれるのは、歴史的に進取の気風のある長

崎だからということはご当地自慢、身びいきだろう

か？ 

 

 

長崎 蛇踊り（じゃおどり） 

（2017 年 3 月） 
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我流「音楽」鑑賞論 

                      佐々木 元 

 

１．音楽とは 

 

「音楽」を考える時に、先ず第一に頭に浮かぶのは、

これを「芸術」と見るか、「産業」と見るかであろう。「芸

術」としての見かたからすれば、これは「創作」「演奏」

「記録再生」の局面があり、それぞれが固有の要素を内

包している。一方、「産業」と見るか「ビジネス」と見るか

はさて置いて、例えば NHK が年末に放送する紅白歌

合戦などは「鑑賞」の対象なのかに関しては、私見では

あるが、いささか疑問視せざるを得ない。従ってここでの

鑑賞の対象は、「演奏」もしくは「記録」かつ「再生」され

るヨーロッパ起源のいわゆる「クラシック音楽」を対象とし

ている。言い換えれば、「楽譜」などが存在し、反復演奏

に耐える「音楽」と言っても良い。 

ここでクラシック音楽の「作品」を考える時、新作の位

置付けが極めて弱い点が憂慮される。その原因としては

これまでに作曲された多くの「名曲」を超えることが難し

いのに加え「ウィーン楽派による 12 音階手法が曲を

益々難解にしたことも関連しているとも言える。 

 

 以上述べた理由から鑑賞においては、作品を生み出

した歴史的背景の下、作曲家を念頭に置いた自己流の

選択をしている。ここにその対象となる 10名の作曲家さ

らに1名の特別枠の紹介をすることで、いくらかでもご参

考になれば幸いである。 

 なお、このような考え方に至ったのは、吉田秀和、柴

田南雄両氏の著述に負うところ大であると申し添えた

い。 

 

２．作曲家及び心に残る３曲 

 

このリストには 10名+1名の作曲家を自己流に選んだ

代表的作品と共に示したい。この選択については正に

骨格に過ぎないことをご理解いただきたい。 

 

 

 

 ２．１ 尊敬する３名 

   2.1.1 J.S.Bach 

    ・マタイ受難曲 

     宗教曲の頂点 

    ・平均律クラヴィア曲集 

     調性音楽の演奏手段の拡大 

    ・無伴奏ヴァイオリンソナタ 

パルティータ 

一つの楽器が生み出す多彩な世界 

   2.1.2 W.A.Mozart 

    ・歌劇「フィガロの結婚」 

     歌のアンサンブルが素晴らしい 

    ・ピアノ協奏曲第 24番 K491 

     第 4楽章の変奏曲が見事 

    ・弦楽五重奏曲ハ長調 K515 

     交響曲を越えた堂々たる展開 

   2.1.3 L.V.Beethoven 

    ・交響曲第 3番「英雄」 

     限りなく広がる豊かな世界 

    ・弦楽四重奏曲第 14番作品 131 

     室内楽の枠を越える崇高な世界 

    ・ピアノソナタ第 32番作品 111 

     第二楽章の祈りのテーマ 

 

 ２．２ 恐怖を感じる３名 

   2.2.1 F.Schubert 

    死の直前に作曲された曲 

    ・ピアノソナタ変ロ長調 D.960 

    ・冬の旅 

    ・交響曲ハ長調 D944 

   2.2.2 G.Mahler 

    オーケストラと歌との交わりが作りだす独特な 

    世界 

    ・大地の歌 

    ・交響曲第 2番 

    ・交響曲第 6番 

 

 

 

オアシス OASIS ～憩いの時空間～    
 

 

http://www.illuststyle.jp/content/2125
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   2.2.3 D.Shostakovich 

    スターリン圧政下の音楽家の苦悩 

     ・交響曲第１４番「死者の歌」 

     ・弦楽四重奏曲第 15番 作品 144 

     ・歌劇「ムツエンスク郡のマクベス夫人」 

 

 ２．３ 各分野の代表者 

   2.3.1 J. Brahms 

    ドイツの黒い森を思わせる 

     ・交響曲第４番 

     ・ドイツレクイエム 

     ・クラリネット五重奏曲 

   2.3.2  J.Verdi 

    イタリアの華やかな陽光と情熱 

     ・オテロ 

     ・トロバトーレ 

     ・レクイエム 

   2.3.3  F.Chopin 

   ポーランドの土の香とパリのエスプリ 

     ・マズルカ 

     ・ポロネーズ 

     ・ノクターン 

     特に一曲を選ぶのは難しい 

   2.3.4  B.Bartok 

    民族的手法で現代的作品を生み出した 

     ・歌劇「青髭の城」 

     ・弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 

     ・弦楽四重奏曲第 6番 

 

 ２．４ 陰の功労者 

  F.J.Haydn 

    宮廷音楽家としての役目を勤めるかたわら、 

    質の高い作品を作りだした。 

     ・交響曲 104番「ロンドン」 

     ・キリストの七つの言葉 

     ・オラトリオ「天地創造」 

 

３．結びに代えて 

 ３.１ ウィーン楽派 3人組の生み出したもの 

     ・A.Schoeberg 

月につかれたピエロ 

     ・A.Berg 

歌劇「ヴォツェク」 

     ・A.Webern 

パッサカリア作品 1 

「音楽」を「創作」として見たとき、これがどこにいくのか。

「道しるべ」の無いさすらいが始まっている気がする。 

  ＜付 1＞心ならずも省いた 3曲 

     ・W.A.Morzart 

      交響曲第 40番ト短調 

     ・L.V.Beethoven 

      交響曲第５番「運命」 

     ・F.Schubert 

      交響曲ロ短調「未完成」 

  ＜付 2＞心ならずも省いた 3名 

     ・R.Wagner 

     ・P.I.Tchaikovsky 

     ・G.Faule 

以上 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

シンガポールと私（その２） 

―シンガポールに学んだこと、いろいろ― 

 

                     喜田 祐三 

 

シンガポールは国土が狭く（淡路島ほどの面積）、人

口も少ない（450万人）都市国家だから可能と言う事もあ

ろうが、私が 7年半の駐在期間を通して学んだシンガポ

ールの優れた点（日本が見習うべき点）を 5点挙げれば

次のようになる。 

 

（1）クリーンなシンガポールの実態  

 

私のアパートは、オーチャード通り沿いの高層階にあ

った。クリーンを標榜しているシンガポールでも、深夜の

オーチャード通りは、ゴミだらけである。 

これは私がアパートの窓から観察した事実である。深

夜、午前 3時頃になるとトラックにオレンジ色の制服を着

た労働者（囚人や出稼ぎ労働者？）が到着する。彼らは

一斉に汚れたオーチャード通りを掃除する。午前 4時に

はゴミ一つない、クリーンなオーチャード通りになる。こ

れはオーチャード通りに限らず、シンガポール中で行わ

れている事だと思う。国民の税金はここにも使われる。

「クリーン」を標榜するシンガポールとしては、明快な税

金の使われ方である。 
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（2）競馬の「はずれ券」は、翌週の「宝くじ」に変身 

 

私の東京の自宅は府中市にある。東京競馬場の

近くだ。競馬が行われる週末には夕方になると、はず

れ馬券が紙吹雪のように舞って、街が汚れる。 

シンガポールでは競馬の「はずれ馬券は」翌週には

「宝くじ」になるので、お客は「はずれ馬券」を大切に

家に持ち帰る。したがって、はずれ馬券の紙吹雪は

シンガポールにはない。何と頭の良いことだろう。 

 

 

 

（3）自動車（新車）登録は、500 台／月に限定 

 

シンガポールの自動車は高額なので個人ではな

かなか購入できない。車の値段は車体価格に加えて、

所有権価格が加わるからだ。所有権は毎月入札で高

額から 500 台まで認可される。前月の認可所有権価

格の最低入札額が新聞に公開される。 

所有希望者は、その情報を見て入札する。 

車の新車登録数を 500 台/月に限定して、道路渋滞

にブレーキをかけると同時に、所有権料で国はお金をも

うけることができる。車を持てる裕福な人からお金をとる

合理的な考え方だ。ちなみに、車の価格は日本の約

4～5倍だ。 

 

（4）ＥＲＰ[Electric Road Pricing(日本の ETC)］ 

は 1997年から実用化 

 

現在、日本では ETC を装着した車が増えた。その

普及率は、ようやく 80％を超えたようだ。 

シンガポールの高速道路は無料である。唯一、道

路で有料なのが「都市エリア」に入るとき、また「空港

エリア」に入る時だ。車がいちいちゲートでお金を払

っていたら、一瞬にして渋滞が発生するだろう。1997

年シンガポールはすべての車に ERP 端末を装着す

ることを義務付けた。 

そして、装着に必要な端末代も装着作業費も無料

にした。シンガポールでは、ERP に限らず一旦政府

が決めたら、そのことは短時間で実行される。日本で

は、ETC はシンガポールから 4 年遅れて 2001 年か

らサービスを開始した。しかし、端末も端末装着費も

有料であったため、普及に時間がかかった。技術的

な問題は日本もシンガポールも同じと思う。両国で違

うのは、行政の戦略と決断と実行力だ。これは学ぶべ

きことだと思う。 

 

（5）HDB (Housing Development Board)に 

  よる持ち家制度 

 

国土の狭いシンガポールは、常識的に持ち家が 

困難である。しかし、国民が持ち家をすることは国の

安定と繁栄の礎になる。シンガポール政府は、国民

に「持ち家しやすい仕組み」を作った。それが 

HDB（住宅庁）の設立である。チャンギ空港を出て高

速道路をダウンタウンに向かって走ると、左右に床あ

げの鉄筋コンクリート高層アパートが見えるだろう。99

年の貸与期間を設定して国民に販売するが、その価

格は安価である。1 軒の広さは、私が赴任した 1995

年頃のものは 100 平米を超える広いものだった。価

格は日本の 1/3 以下である。シンガポール人は結婚

すると、積み立てた自分の年金（CPF）を頭金にして

20 年のローンを組んで購入する。若者にも購入でき

る仕組みがある。 

 

 

 

（6）その他  

 

以上のほかにも、教育、税制、先端技術開発補助

金制度、自動車免許の取得・更新、など多くの特徴

ある制度があるが、又、別の機会を設けてお話しした

い。 
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鳥を撮る （酉年にちなんで） 

 渡辺 二之 

 

私は、基本的には風景の撮影を得意としております

が、そんなに絶えず風景を撮りに行くことは出来ないの

で、近所で撮影するには何が良いかを考えて、手近に

いる鳥を撮ってみようかと 10 年くらい前に行動を起こし

ました。実際に鳥を撮ってみると、相当技術と忍耐がい

ることが分かりました。 

 

まず、鳥がどこにいるか探すのが実に大変です。声

はするが姿を見つけられません。また、鳥を探すために

歩き回り、見つけて撮ろうとするとすぐに逃げられます。

相手は生き物ですのでこちらの思い通りにはまずなりま

せん。鳥は待ちの撮影です。鳥が留まる場所を見極め

て、ひたすら来るのを待つのです。ある意味魚釣りと同

じかもしれません。 

 

次に機材ですが、超望遠レンズが不可欠です。カメラ

は連写ができ、応答速度が速いことが望ましいです。人

間が対象物を見つけて、シャッターを押すまでに、極め

て反応が早い人でも 0.1～0.5秒はかかります。そして、

カメラのシャッターを押してから実際に撮影されるまでに

高性能の機材でも 0.05～0.1 秒は掛かります。つまり、

静止している鳥ならば遅いカメラでも撮影出来ますが、

動いている鳥の撮影は大変難しいと言うことです。また、

超望遠でないと小さい鳥を大きく撮すことは困難です

（鳩や鴨など近くに寄ってくる鳥は普通のカメラで撮影

出来ます）。超望遠になると、大きく重いし、ブレ易いの

で三脚か、防振機能を備えたカメラが必須です（私の機

材はミラーレス一眼で、そんなに重くはありません）。 

 

そんなに大変ならやめれば良いと思われますが、この

難しい撮影技術を磨こうとするのが人間の意欲なので

す。本格的に鳥を専門に撮影している人を「鳥屋」と呼

んでいます。プロもいますが、アマチュアが大多数で

す。私は前述のように基本は風景屋ですので、ずっと待

っていることは性に合わないため、ほどほどにしか撮影

しませんが、機会を見つけて撮影しており、コレクション

としてもある程度の鳥の写真を撮りだめています。右の

段でそのコレクションを少しご紹介いたします。 

 

 

 

１）止まっている鳥の例（カワセミ） 

   

 

２）飛んでいる鳥の例（コアジサシ） 

 魚を加えて水面から飛び出す瞬間を撮影 

   

 

３）歩きながら魚をゲットした写真（ヨシゴイ） 

   

以上、すごく難しいと思われるでしょうが、比較的安価

な超望遠レンズを備えたカメラも市販されておりますの

で、皆様もご興味が有れば挑戦してみるのも一考かと思

います。留まっている鳥ならば上記の機材で十分撮影

出来ます。SNS にアップされている方も大変多いです。 

 （完） 
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クルーズの旅 

                       川西 剛 

 

私は最近クルーズの旅にはまっている。ホテル間の

移動がなく年寄りには楽であるだけでなく、色々催し物

のある船の生活も楽しいし、寄港地での観光に何時も

期待をしている。気をつけなければいけないのは、飲み

地獄、食い地獄で運動不足で太ってしまう事である。 

最初のクルーズの旅はモスコーからサンクトペテルブ

ルクまでの 1500Km のボルガ川（含む運河）の船旅で

あった。昼は船のデッキから広いロシアの果てしない大

地を眺め、夜は満天の星を見ながらウォッカを味わい、

さらにはウグリッチ、ゴリツィー、キジ島等のロシアの歴史

を訪ね、そして最後はエルミタージュ美術館を堪能し

た。 

           

  

 

 

世界遺産キジ島の教会 

 

印象的だったのは家族で訪れたアラスカの氷河の 

旅である壮大なメンデンホール氷河、波静かなアラスカ

湾の日の出、野生の熊との出会い、人間の営みをはる

かに超えた自然の圧倒的な力を感じた。 

   

 

昨年は北海クルーズに出かけた。ドイツ、ノールウェイ、

スコットランド、イングランド、オランダ等、歴史と自然の

美しい北ヨーロッパの落ち着いた、静かな所である。ゴッ

ホやレンブラトやフェルメールの名画にも出会った。 

 

現役時代の仕事の旅と違って、今の旅は自分を見つ

め直すいい機会である。人間の作った歴史や芸術を探

勝するのも楽しいが、それ以上に大自然との出会いは、

時に大きな感動をもたらし、宗教心の薄い私さえ創造主

への畏敬の念を感じる。 健康の許す限り続けたいのが

旅である。 
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６７才を過ぎての手習い、 

ボトルシップ工作講座を受講 

           角井 宜治 

 

昨年の春から、川崎市の公開講座：1 年間でボトルシ

ップ工作指導員を養成する講座を 4 月から受講してい

ます。全ての部品を用意してもらって、瓶入れの楽しみ

を体感した、最初の作品が、この写真です。ドイツ時代

には、ガラス瓶の中にガラス

細工の帆船があり、中を作成

してから、最後に底の蓋をし

たのだろうと思っていました。 

 

小さい時から工作が好きで、小学生の夏の宿題で、

楊枝とアイスバーの木工細工で祇園祭の長刀鉾を作っ

た記憶があります。高さ 20cm ぐらいだったでしょうか？

残念ですが、写真は、残っていません。この作成のため

に、例年よりも、たくさんのアイスバーを買ってもらった気

がします。その頃、流行の金属ブロックを買ってもらって、

いろいろと組み立てていたことも思い出します。今のよう

に精巧なブロックではなかったので、大雑把な形しかで

きませんでした。でも、完成品は、私には、それなりの形

である物に見えていました。 

 

その後、何を作っていたか、正確には思い出せませ

んが、時々、プラモデルや、雑誌の付録に付いていた

物を、作っていたような記憶があります。会社に入っても、

このような模型工作をすることは、ありませんでしたが、ド

イツに赴任して、紙の城：Paper Craft を見つけ、久し

振りに作る喜びを見出し、作り始めました。もともと、城

（天守閣）が、好きで、ドイツの城も見て回ってもいました

が、この紙模型をいくつも作って、当時の借家の、あちこ

ちに完成品を飾り悦に入ってい

ました。有名な白鳥城を完成し

た時、記念写真を撮ったのが、

右の写真です。 

 

次に、城に飽きて、船に移り

ました。乗物でも、私は、車でな

く、飛行機でもなく、帆船です。

個人の好みでしょうか。昔、父

が模型ヨットを作って、池で浮

かべていたことで影響を受けているのかもしれません。 

赴任が終わって、これらの完成模型を日本に持って

帰るか？ となると、狭い日本の家屋では、飾るところが

ありません。白鳥城のみでもと思いましたが、諦め、今は

ありません。時が過ぎ、3 年後、再赴任で、思い出した

（ストックしてあった）Paper-Craft で、ドイツの城を作る

ことを再開しました。それの完成品の内、二つの城は、

持ち帰って、部屋に飾っています。 

 

ある時、市販のドイツの城も良いが、日本の城（天守

閣）を作りたいと思い、ドイツのカタログを見ると、通販で

あるようでしたが、自分で設計して作ってみようと思い、

始め、最初に好きな、大阪城を作ってみました。設計図

を得られないので、写真本から、それなりの設計図を描

きましたが、作った大阪城は、見た目に寸胴で、見れば

見るほど、嫌になり、作り直したのが、この写真の作品で

す。少しは、ましだと思いませんか？ それから、彦根城、

名古屋城、犬山城、岐阜城と、5城を作りましたが、持ち

帰ったのは、大阪城と、名古

屋城です。日本に帰国して、

松江城を作りましたが、置くと

ころに困ると思い、それ以来、

作らずに。 

 

本題のボトルシップは、課題の 2作目を作っていた頃、

8月に小学生向けの一日講座の手伝いをすることになり、

「そうだ、孫も、3 年生だから、するか」と思って、娘を通

して、聞くと、「丁度、夏休みの工作の宿題があり、喜ん

でする。」と返事で、我が家で、課題 1 作目の少し変え

たキットを提供して、1 日工作しました。孫娘は、帆の絵

は、自分で描き、船体に着色をして、入れる前までは、

不思議にしていましたが、挿入もできて、完成品を持ち

帰りました。学校では、友達から、予想通り、どのように

するのかと尋ねられたそうです。[それは、秘密と言いな

さい」と言っていたのですが、自慢気に、何とか説明した

と、聞きました。] 

 

どのようにして、入れるの

か？  

ご承知の人もおられるでし

ょうが。課題の 3 作目の作品

で説明しますと、まず、瓶の

外で、仮組み立てをします。

その時、外から操作するため

の糸が帆柱が増えれば、多く

なり、これが根気と難しいところです。 
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次に、これを瓶の口を通せるように分解して、この日

本丸は、船体を上下に分けて入れます。下の赤い部分

と上の白い部分が分離できるようにしてあります。下の部

分を入れる時に、瓶の中の位置合わせを間違わないよ

うに、外から印を付けて先端が、瓶底に接触しないよう

にします。 

 

帆柱は、帆を丸めて挿入し、最初のフォアマストを入

れた後、糸を手繰り寄せて、柱がまっすぐに立つように

して、フックに、結び付けます。これが、瓶の中で、遠隔

操作をするので、難しい。特に老眼で、瓶ガラスを通し

てみると、焦点がぼけて、小さなフックの輪が見えにくく、

時には、イライラしながら、それこそ、根気よく、時間を掛

けて進めました。 

 

順次、メインマスト、ミズンマスト、ジガーマストと、一つ

ずつ入れていきますが、途中で、見張り台や、救命ボー

トなども 入れていきます。接着は、水性ボンドを、使う

ので、乾燥するのを少し待つ必要もあります。 

 瓶入れ日本丸の完成品です。如何でしょうか？ 先輩

方の作品と比べると、細かな所で、ミスが目立ちます。

（先輩方からは、本人が知っているからだと、慰めも貰い

ましたが） 

今、この様な、大きいガラス瓶を探すのが困難なよう

です。課題 2作目は、780mlの焼酎瓶に、帆柱 3本の

帆船を入れましたが、最近、これより大きな透明瓶（ウィ

スキーのガラス瓶）が、なかなか見つかりません。 

 

今は、城との組み合わせで、瓶の中に、安土城もどき

を、中で作ってみようと考案中です。単純に考えれば、

下が大きいため、簡単な積み上げになるので、何か、一

工夫しよう（瓶の中でぎりぎりまで、積み上げる天守閣）と

考えて、正月明けから進めていますが、いまだ完成でき

ていません。 

 

 

STaP 翻訳活動 

                        井入 正博 

会社員生活をリタイアした後の生活をどのようにして

生産的で充実したものにするかは、私にとって大きなテ

ーマである。健康で元気な期間における時間の使い方

に選択肢は多くあり、自分で自発的に決めることができ

る。自分の好きなこと、興味のあること、社会や誰かの役

に立つこと、報酬が得られること等の視点で、複数の活

動でポートフォリオを組んでいる。そのようなポートフォリ

オが自己のアイデンティティの構築に繋がると思える。 

 

生涯を通しての幸福を生む最大の要因は、金銭的な

有形資産もさることながら、家族・親戚や友人との関係

や生活の充実等の無形資産であると思える。会社員時

代は、家庭の中で有形資産を得る役割にほぼ専念し、

無形の資産形成の多くの部分を妻に依存していたが、

リタイア後は無形資産の形成に関わる時間を長く持てる

ので、その分責任を感じる。現代の長寿社会では、夫婦

の関係と親子の関係は長期化する傾向にある。夫ある

いは父親として、妻や子どもの思考を刺激し、相互の関

係に有益な役割を果たすためには、会社員時代の遺産

だけに依存するのではなく、現在・今日の活動に基づく

アイデンティティの保持が重要であるように思える。 

 

私のポートフォリオには「英語の上達」が含まれている。

その根源は、会社員時代に幸いにも英語を使って仕事

をする機会を得てある程度のスキルを獲得できたためで

ある。私にとって英語はいまだに難しい外国語であるが、

テレビやインターネット上に楽しめる教材が溢れていて、

上達の機会には事欠かない。ポートフォリオに組み込ま

れた活動のスキルを上達させるためには、自己管理さ

れた努力が必要であることは言うまでもない。 

 

時に STaP 事業での外国製半導体デバイスの国内

販売用の技術資料の英文和訳に参加している。分量が

多い時には、2～3 日を費やす場合もある。内容は難物

であるが、不明点を調べまた考える時間がとれるのでよ

り正しい判断ができ、また新たな知識を得て達成感を感

じることも多い。家庭生活においては、パソコンに向かっ

ている時間も認知される。報酬の多寡はあまり問題にさ

れない。英語を生かす場の一つとして、この翻訳業務に

意義を感じている。適度な仕事量が継続し、より多くの

仲間を得てこの活動が発展することを希望している。 
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シチリア島を訪ねて 

 

立命館大学経営大学院教授（元ソニー） 

濱田初美 

 

満 65歳となり、2017年 3月末で定年を迎えました。

最終講義を終えたのち、退職記念に家内と、桜に似た

アーモンドの花が満開となる2月にシチリアを訪問しまし

た。地中海最大の島：シチリアは面積 2.6 万 km2人口

508 万人、州都パレルモは 68 万人、四国 4 県 1.8 万

km2 人口 391 万人より大きいイタリアの特別自治州で

す。 

夏は乾燥し冬は温暖ながらも多雨の気候です。幸い

にも滞在時は晴れ続きで快適でした。当地は北イタリア

に比べて豊かではありませんが、レモン等の柑橘類や

オリーブの産地でワインも有名です。 

シチリアは、古代からギリシア、カルタゴ、ローマ、アラ

ブ、スペイン、フランス、オーストリア等々の異民族支配

を受けたことから、文化の多様性に富み、キリスト教やイ

スラーム等が共存しています。 

世界遺産が 7 ヶ所もあり観光業がメインの地域です。

印象的だったのはパレルモのサン・ジョヴァンニ・デリ・エ

レミティ教会です。屋根の上に 5 つの赤い丸屋根、アラ

ブ・ノルマン様式の建物がありました。また古代ローマの

カザーレ別荘跡のモザイクは圧巻でした。（右写真） 

 http://www.villaromanadelcasale.it/ 

 シチリアの世界遺産： 

・パレルモのアラブ・ノルマン様式の建造物計 9件 

・ピアッツァ・アルメリーナのカザーレ別荘跡 

・アグリジェンドンド神殿の谷（コンコルディア神殿） 

・シラクーサとパンターリカの岩壁墳墓遺跡 

・ヴァル・ディ・ノート（後期バロック様式の 8の街々） 

・エオリエ諸島（7つの火山島で構成） 

・エトナ山（ヨーロッパ最大の活火山） 

 

ギリシアの植民都市だった紀元前、当地のシラクーサ

にアルキメデスが生まれています。俳優のシルヴェスタ

ー・スタローンもシチリアがルーツです。フランシス・コッ

ポラ監督作品 1972 年公開の映画史に残る『ゴッドファ

ーザー』でマフィアのドンを演じたアル・パチーノの祖父

母はコルレオーネ出身といわれています。 

 

 

 

イタリアでは同島出身の犯罪集団を「Mafia＝マフィ

ア」と呼んでいます。彼等には Omertà（オメルタ）＝血

の掟といわれるマフィアファミリーの理念があるようです。 

 オメルタは、世に知られてはおりませんでしたが、

2007年 11月 5日、パレルモのボスの一人の alvatore 

Lo Piccolo が逮捕されたことで一端が明らかになりまし

た。真偽は不明ですが、マスコミ論調等から実態に近い

とみられています。その教条は組織運営に使えるでしょ

う。 

・約束は絶対に遵守しなければならない。 

・仲間には真実を語らなくてはならない。 

・一人で他組織のメンバーと会ってはいけない。 

・どんな時でも働ける様準備を怠ってはならない。 

・酒場やクラブに入り浸ってはいけない。 

・妻を尊重しなければならない。 

・仲間の妻に手を出してはいけない。 

・仲間や他ファミリーの金に手をつけてはいけない。 

・警察とは通じてはならない。 

・警察関係、ファミリーに背信的感情を抱く者、素行が

悪い者、モラルに欠けるものは仲間になれない。 

 

シチリアには美味しいファストフードが沢山あります。

Focaccia con Milza＝紐状にした脾臓の煮込みをパ

ンに挟むモツバーガー、アランチーニ（Arancini）と

いうゴルフボール位の揚げ握り飯、カンノーロ

（Cannoli）というお菓子などです。魚介類、新鮮な果

物や野菜が豊富でした。いつかまた訪れようと考えて

います。 

 

4 月から特任教授として引き続き教壇に立ちますが、

これからも Active Learning に精を出し経営者の養成

という使命をまっとうしたいと思っております。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%8E
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本誌前号（95号）では、AI (Artificial Intelligence)

について技術的ビジネス的視点で解説した。今号では、

AI を実際に実行するためのエッジコンピューティング、

AI/IoT 関連事例、そして半導体市場動向、について論

じる。 

 

エッジコンピューティング 

AI の処理には、ニューロモデル各シナプスの信号重

みを決定するクラウド側の学習フェーズと、学習済みニ

ューロモデルを用いてエッジコンピューティング側で実

際の制御を行う実行フェーズとがある。今回はクラウド側

の計算機に比べて、圧倒的に膨大な数量となるエッジ

コンピューティングに関して、半導体の構成などを説明

する。 

最も一般的なエッジコンピューティング用回路の基本

構成を下図に示す。イメージ、加速度、温度、圧力など

各種センサから取り込んだアナログデータをデジタル信

号に変換した後は二つの処理に分かれる。 

一つ目はエッジコンピューティング側で閉じた処理で

ある。SRAM に格納された学習済みニューロモデルに

関して、デジタル化されたデータを入力し、制御信号と

なる出力を計算する。処理の中枢を担うのは英ARM社

のプロセッサコアである。高速化を図るための並列処理

論理などは、FPGA 上に効率よくインプリメントされる。

ニューロモデルの出力結果はバスあるいは、5G Wi-Fi

などの R/F 通信機能を用いて、制御対象回路に伝えら

れ、実際の制御が行われる。 

二つ目の処理は、デジタル化された信号に関してデ

ータ圧縮を施した後、クラウド側へデータ転送を行う。ク

ラウド・サイバー空間側でのセンシングデータ利用のた

めである。いわゆるビッグデータとして扱われることにな

る。 

   

S R A M

A / D
ARMコア

FPGA

プログラマブルSOC 各種センサ

R/F
通信

加速度

エッジコンピューテイングの回路構成

温度

圧力

イメージ

 

米Xilinx社、Altera社、Cypress社など従来からの

FPGA/PLD メーカは、プログラマブル SoCと称して、セ

ンサを除く全ての回路をワンチップ化し、それぞれ

「ZYNQ」「Stratix」「PsoC」などの製品名で販売してい

る。また、米 Intel 社にマージされた Altera 社は、

「Intel Xeon」プロセッサと「Sratix」を MCM（Multi 

Chip Module）に搭載したものを製品化している。 

エッジコンピューティング用回路は直接インターネット

に接続されるため、データセキュリテイの保障が非常に

重要となる。FPGA に関する論理構成用データは

SRAM やフラッシュメモリに格納される。ここでは RSA

（Rivest, Shamir and Adleman）暗号などのアルゴリ

ズムを用いてこのデータを暗号化するのが一般的であ

る。さらに、外部からの不正な侵入を感知し、メモリ回路

の自己破壊機能を具備する FPGAもある。インターネッ

トを介して、半導体ユーザが設計した論理あるいは回路

情報が漏洩したり、書き換えられたり、破壊されることを

防止するためである。また設計論理インプリメント用に論

理ブロックや配線ブロックが埋めこまれた FPGA のよう

に、ワンチップ内にあらかじめアナログ・アレーなどの構

造を埋め込んでおき、A-D コンバータやセンサ用アンプ

などのアナログ回路をプログラマブルに効率よく構成で

きるものもある。  

PCI バス・インターフェースなどのいわゆるペリフェラ

ル回路はハードウェア IPとして、プログラマブル SoC供

給側から提供される。半導体ユーザ自らが、ソフト IP と

して IPベンダーから入手する必要はない。また、プログ

ラマブルSoCメーカの多くはファブとして台湾TSMC社

や UMC 社の 20（nm）や 14（nm）など最先端プロセス

を用いている。 

FPGA としての構造的な宿命、つまり冗長配線に起

因する配線遅延の増加、およびスイッチング消費電力

の増加などの欠点と、time to market のためのQTAT

設計を可能とする利点、この二点の折り合いをどう付け

るかが、設計上のポイントとなるのであろう。 

以上エッジコンピューティングに関して紹介した。「全

体としてのハーモニーを保ちつつエッジコンピューティ

ング側で人間の脊髄反応的な処理を行い、クラウド側で

人間の脳に対応した高度な情報処理を行う」という人間

の神経系に類似した仕掛けが将来現実になるかも知れ

ない。 

 

☆ 委員会報告☆ 
 

 IoT と半導体(3) 

論説委員会 

ｒ 
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AI/IoT関連事例――車関連 

ルネサスエレクトロニクスは、今年 2月の ISSCCで車

載用マイコン向けのモーター制御専用回路技術

「IMTS（Intelligent Motor Timer System）」を開発し

たと発表した。フィールド指向制御演算の処理を高速で

実行し、CPU の負荷も大幅に軽減することができるクラ

ウドとエッジの役割を考慮した製品ではないだろうか。 

今 年 （ 2017 年 ） １ 月 の 米 CES （ Consumer 

Electronics Show）でルネサスエレクトロニクスは、運転

手のいない完全自動運転のクルマの試作品を展示した。

「走る」「曲がる」「止まる」といった車体制御、およびその

ための周辺状況の把握などに必要な半導体を全て自

社製品でまかなえることが強みである。 

三菱電機は自動運転に四元数ニューラルネットワー

クを使ったアルゴリズムで学習処理時間を短縮したコン

パクトAIを紹介した。MCU/FPGA組み込み可能なAI

プラットホームである。四元数は W.R.Hamilton によっ

て考案された高次元数で実部と 3 つの虚部からなる。3

次元空間における代数表現を容易に行うことができるの

でコンピュータグラフィックスや姿勢制御などの分野で

注目されている（兵庫県立大学と共同研究）。 

トーメンエレクトロニクスはNVIDIAが提供している自

動運転の開発プラットホーム「DRIVE PX 2」とその上で

動作するソフトウェア基盤 (OS) 「DRIVEWORKS 

ALPHA 1」を発表した。DRIVE PX 2は自動運転シス

テムに求められるハード機能を統合した SoC「Parker」

を搭載する車載ボード。ARM社のCPUアーキテクチャ

ーに基づく 6 コアの CPU とディープラーニング処理に

最適化されたNVIDIAのGPU「Pascal」の回路を備え

ており、半精度の浮動小数点演算性能は 1.5TFLOPS

に達する。 

 

AI/IoT関連事例――ウェアラブル関連 

楽曲を聴いた時の脳波を測定して脳を活性化する曲

を自動作曲する AI を大阪大学と東京都市大学などの

研究グループが開発した。将来的には、音楽を利用し

て個人のメンタル状態を活性化させることも可能なシス

テム開発につながると期待される。さらにベルギーの研

究機関などと共同でヘッドホン型ワイヤレス脳波センサ

を開発した。このセンサを使って実験参加者にさまざま

な楽曲を聴いてもらい脳波の変化などを調べ、この変化

などを AI に機械学習させ、参加者のメンタル状態を活

性化できるオリジナルな楽曲を自動作曲させることに成

功したという。 

研究グループによると、これまでのAIによる自動作曲

は、曲の特徴を細かく指定する必要があった。今回開

発されたAIは楽曲と脳波の関係を機械学習でき、指定

なしで作曲が可能になった。開発した AI を活用してオ

ーダーメードの作曲ができるようになったことから、研究

グループは音楽療法のほか、ゲームなどのエンターテイ

ンメントやスポーツなど広い分野での応用も将来的に可

能になる、としている。将来、音楽を使って気分をコント

ロールし、仕事の能率を上げたり勉強への集中力を高

めたりするシステムを実現できるとみている。 

 

半導体市場動向 

このような環境の中、2016 年の世界の半導体販売高

は史上最高の$339 Billionを記録した（2月 23日付け 

WSTS 発表値）。昨年前半の半導体市場後退の見込

に対して後半から急速な回復で良い結果を生み出した

ことになる。半導体全体の約 3 割を占めるロジックは同

発表値で$91.5Billion となった。2015 年から 2018 年

までの WSTS の年平均成長率（CAGR：Compound 

Annual Growth Rate）ではアナログが 4.3％の大きく

伸びる。更に２桁の大きな伸びを予測している NAND

フラッシュメモリやセンサおよびアクチュエータは IoT の

成長産業として注目される。 

 

まとめ 

半導体市場は IoT関連デバイスの需要の牽引もあり大

きく成長傾向にある。センサ、ロボット、フラッシュメモリ、

カスタム LSI分野は日本の強さが発揮できる領域であり

タイムリーな製品戦略に期待したい。一方、電子部品メ

ーカは自社の半導体ラインを整えつつ幅広い経営戦略

で強さを発揮している。IoT関連機器は基本的にはセン

サに、信号変換や演算処理を実行する回路、無線や有

線での通信機能を組み合わせて搭載することになる。こ

れらを 1チップまたは 1パッケージに集積することで、小

型・軽量化、低消費電力化、低コスト化は必須となるだ

ろう。その意味でも、電子部品メーカと既存半導体メー

カの連携・融合のより一層の推進は日本の産業力強化

に繋がるであろう。IoT/ICT社会の到来に向け更なる強

固な基盤を構築するため IT エンジニアだけでなくハー

ドウェアエンジニアの増強、強化施策としてクラウドを活

用した LSI 関連設計のプラットホームを構築し分散して

いるエンジニアを有効的に活用する戦略的なビジネス

モデルをつくる動きもある。 

 

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、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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昨年 9月の第 6回に続いて、今回も講演会と懇親会

の 2 部構成で以下のように実施しました。今回も、現役

の方が参加しやすいように土曜日の開催と致しました。 

 

1. 日時： 2017年 2月 4日(土) 15：00～19：30 

 

2. 場所： 八王子東急スクエアビル（八王子駅前） 

〒192-0083 八王子市旭町 9番 1号 

 (1)講演会‐八王子学園都市センター第 2 セミナー

室 八王子東急スクエアビル 12F  

(2)懇親会‐スカイラウンジ・クレア  

        八王子東急スクエアビル 11F  

 

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、下記の方々

にご出席をいただきました。多摩会会員 13 名、関東

地区の SSIS会員 16名であり、第 2セミナー室の定

員（25名）を上回る合計 29名でした。 

 

内海  忠、川那部 隆夫、金原 和夫、栗原 岩雄、

小川 忠彦、周藤 仁吉、田辺  功、野中 敏夫、 

溝上 裕夫、向 喜一郎、村田  純、島  亨、 

藤井 嘉徳、渡壁 弥一郎、野澤 滋為、中尾 誠男、

眞鍋 研司、梅田 治彦、角井 宜治、内山 雅博、 

森脇  健、日高 義朝、柏木 正弘、福田  弘、 

加藤 重雄、坂本 典之、藤江 明雄、高橋 令幸、 

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：「がんの早期発見と 

最先端“粒子線がん治療”装置」 

 

 (2)講師：高橋令幸氏 理学博士の略歴など 

1938年 愛媛県四国中央市生まれ。 

1968年 東京大学大学院物理学専門博士課程を

中退、同大学理学部助手に就任。 

1983年 東京大学理学部講師に昇進。その間、

電気通信大学非常勤講師併任、米国テ

キサスA&M大学サイクロトロン研究所客

員研究員として勤務。 

1984年 住友重機械工業(株)入社、医用＆産業

用加速器開発に従事、放射光技術部副

部長、量子機器事業部開発部長兼設計

部長、量子技術研究所所長を歴任。 

1992年 住友イートンノバ(株) 常務取締役に 

就任、イオン注入装置事業に従事。 

1998年 同社長に就任、2005年退任後 2年間 

相談役を務めた。  

この間、SEMIジャパン諮問委員、SEAJ理事

の任務を経験、SSIS 運営委員、理事を経て、現

在諮問委員兼文化活動委員。 

 

 

 

 

(3)講演の概要 

講演では、がんによる死亡者数や種々のがんの罹

患数の推移に始まり、がんの早期発見手法とその実

施例の紹介、がん治療の方法の中で特に粒子線が

ん治療の原理および装置について詳細にかつ分かり

易くお話しいただきました。 

 

☆ 委員会報告☆ 
 

SSIS第７回多摩会 

 文化活動委員会 多摩会幹事 川本 佳史 

ｒ 
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内容の概要を以下に記載します。 

 

  

 

がんによる世界の死亡者数は 2010年に 800万人

を超えて、死亡要因の第一位となっており、年と共に

直線的に増えつつあります。日本でも高齢化社会の

進展とともに 2015年の罹患者数は 100万人に近く、

死亡者数は 35万人を超えて、心臓病、脳卒中をはる

かに凌ぎダントツの１位となっています。 

がんの治癒確率は早期発見の場合が高く、進行す

るにつれて急激に低下します。早期発見の手段とし

て、腫瘍マーカ、超音波（エコー）、X 線透視、マンモ

グラフィ、X線CT、MRI、PETなどがあります。特に、

MRI と PET は、がんの早期発見に重要な役割を果

たしており、その方法の計測原理と検査装置とともに

診断例なども詳しくお話しいただきました。 

つぎに、治療方法には外科治療（手術）、化学療

法（抗がん剤治療）、放射線治療（X線、ガンマ線、粒

子線）などが行われています。外科治療はがんの病

状ステージⅠからⅡ、化学療法はステージⅢからⅣ

で行われています。放射線治療はステージによらず

広い範囲で適用されています。特に、粒子線（陽子、

重粒子、中性子）治療は、身体部位の損傷が極少で

子供や老齢者に体力的負担をかけないので、幅広い

年齢層に適用可能です。また、最近の粒子線治療は、

粒子加速器科学技術の進歩によって、大きな広がり

を見せています。講演では、がん治療のための粒子

線治療装置とその技術、治療の特徴、治療例とその

成績について最新の状況を詳細に解説いただきまし

た。 

がんの早期発見と治療については、聴講者の皆様

にはたいへん関心が高く、興味深い内容でした。講

演後の意見交換では、実際に粒子線治療を受ける施

設や治療費用、適用できるがんなど大変熱心な議論

が行われました。時間が足りなくなりましたので、続き

は懇親会の場でも議論いただくことに致しました。 

5. 懇親会 (17:00〜19:30) 

懇親会では、金原さんのご発声により、ビールで乾杯

した後、各自それぞれ食事と日本酒や焼酎やワインな

どを楽しみながら談笑いただきました。 

2 時間半の飲み放題の時間でしたが、皆様それぞれ

の小グループでの議論などで盛り上がっておりました。

そのため時間の都合で久しぶりにご出席いただいた

方々に近況報告などを行っていただきました。 

 

 

和気あいあいのうちに多くの情報交換ができ、親睦を

深めることができました。なお、中締めは梅田さんにお

願いしました。 

 

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。次回は本年 9

月下旬か 10 月上旬の予定です。多くの方々にお気軽

に是非ご参加頂きたく、宜しくお願いいたします。 
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日差しに春を感じる 3 月、第７回 YMK 会 講演会、

懇親会を盛会の中で実施致しました。 

講師の藤井嘉徳氏は東芝出身で国際事業部、半導

体事業本部、業界活動ではWSTS日本協議会、EIAJ

半導体調査統計委員会等でご活躍され、現在、SSIS

歴史館委員会や編集委員会等での委員会活動に参画、

また母校の慶應義塾大学では、国際政治経済の分野

における学術研究団体の幹事長を務めておいでです。 

また、趣味は多岐にわたり、歴史全般、昭和史につい

ての情報収集、古生代・中生代の古代生物の研究や、 

美術鑑賞、戦史・日本海軍連合艦隊に関する分析と 

研究、等々 

 

― 記 ― 

Ⅰ．講演会： 

・日時；2017年 3月 10日（金） 

午後 4時～5時 45分 （6時に閉会） 

・場所；かながわ県民センター306号室/ 

JR 横浜駅西口北出口から徒歩 5 分(横浜市

神奈川区鶴屋町 2-24-2 

         

◆講師 藤井嘉徳氏 

◆古代日本の深層 

～邪馬台国と卑弥呼の謎、そして聖徳太子の実像～ 

Ⅰ. 日本における歴史の時代区分 

Ⅱ. 邪馬台国と卑弥呼の時代 

Ⅲ. 古代日本の原風景 

Ⅳ. 飛鳥時代と聖徳太子 

Ⅴ. 倭から日本への覚醒 

 

近年、日本史ブームが訪れ、書店や図書館には、関

連する書籍であふれています。今回の講演会では、とり

わけ、歴史ファンならずとも、日本人なら誰しもご存知の

邪馬台国に都する倭の女王、卑弥呼と、飛鳥時代に活

躍した聖徳太子にスポットライトをあてます。古代史最大

の謎の１つ、邪馬台国はいったいどこにあったのだろう

か。そして、卑弥呼はどのような人物だったのだろうか。 

昭和の時代、長きにわたって千円札や 1 万円札にも

登場した国民にもなじみの深い聖徳太子は、近年、

徐々にそのイメージ像が変わりつつあり、その実在性も

揺らぎつつある。二つのテーマに関し、古書など、様々

な客観資料を紹介しながら多面的な分析を加えつつ、

プレゼンター独自の見解もご紹介します。 

この週の TV 放送でも来年からの教科書には「厩戸

皇子(聖徳太子)」と聖徳太子が(カッコ)書きされると報じ

られ物議をかもしていたところである。 

 

参加者(順不同、敬称略)； 

藤井嘉徳、伊藤 達、内田康臣、真鍋研司、 

高橋令幸、清水秀紀、山崎俊行、野澤滋為、 

田辺 功、金澤雅義、家田哲郎、角井宣治、 

柏木正弘、内山雅博、梅田治彦、野中敏夫、 

川本佳史、北村嘉成、中尾誠男、高畑幸一郎、 

岩本永三郎、渡壁弥一郎、日高義朝、島 亨、 

(24名) 

     

―会場風景１― 

Ⅱ．講演内容についてのアウトライン： 

１．日本史のレビュー 

①日本の歴史区分  ～先史から有史～ 

②天皇紀の諡名（おくりな）から推測しうる神話から実

話への非連続境界線 

 

２．古代歴史書の特徴とその資料信頼性の見方 

①日本の歴史書：記紀、風土記、歌集:万葉集 等 

②中国の正史： 漢書地理史、魏志倭人伝、随書倭

国伝、旧東書、新唐書 

３．邪馬台国と卑弥呼の謎 

①弥生後期から古墳時代にかけての古代日本の 姿 

②古代中国の政治的事情と、倭国、卑弥呼の実像 

③シャーマニズムと古代天文学 および 太陽の黄道 

④邪馬台国の歴史論争、九州説、近畿説、他の紹介 

⑤奴国や投馬国、邪馬台国の輪郭、所在の考察 

 

☆ 委員会報告☆ 
 

第 7回 YMK会（横浜・町田・神奈川） 

 SSIS文化活動委員会 日高義朝、島 亨 
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４．聖徳太子の実像に迫る 

①飛鳥時代、その歴史的風景 

②日本書記と中国の正史との記述の相違点 

③聖徳太子の功績についての評価 

④聖徳太子の実在性に関する検証  

 

５．倭国から日本への覚醒 

①日本の言語特殊性 口誦文化   

②文字の表音文化から表意文化への軸足移動 

 

 

―会場風景２― 

質疑応答 

韓国史からの質問や天皇陵への質問、等々歴史へ

の聴衆の強い関心がしのばれ、藤井講師の YMK 会で

の次回の講演が楽しみになってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―熱演する講師― 

 

Ⅲ．懇親会： 

・日時；2017年 3月 10日（金） 午後 6時～8時半 

・場所；『桜くら 横浜店』/県民センターから横浜駅方

向へ徒歩 5分岩崎学園ビル B1  

 

参加者(順不同、敬称略)； 

藤井嘉徳、梅田治彦、野中敏夫、家田哲郎、 

角井宣治、高畑幸一郎、渡壁弥一郎、野澤滋為、 

高橋令幸、柏木正弘、内山雅博、真鍋研司、 

清水秀紀、川本佳史、山崎俊行、田辺 功、 

日高義朝、島 亨、(18名) 

 

いつものように侃々諤々、賑やかな楽しい懇親会とな

り話題が沸騰した。 

次回、第 8回 YMK会へのご出席を期待します。 

                日高義朝、島 亨(文責) 

 

 

 

ふじい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 歴史館委員会報告☆ 

歴史館 2016 年(平成 28 年)のご寄付への御礼 

 
 

2017年(平成 29年)4月 2日 

半導体歴史館館長 牧本次生 

半導体歴史館は 2010 年(平成 22 年)の開設から内容の拡充を重ねて参りました。最近では、内外から毎月

2000 件以上のアクセスを頂けるようになりました。こうした経緯から、平成 28 年より①｢半導体製造装置・材料｣

セッションの新設、②｢統計資料室｣の新設、③｢開発ものがたり｣の拡充、④英文化の推進、⑤米国 Computer 

History Museum との連携による Oral Historyの掲載などの本館展示内容の更なる充実に着手しました。 

ついては平成 28 年 6 月より、皆様方にこの拡充プロジェクトの資金補助を頂く募金をお願いしてまいりまし

た。その結果、2016年(平成 28年)末に 110万円のご寄付を頂きました。 

ここに、ご寄付を頂いた皆様方に篤く御礼申し上げます。 

なお本募金は 2017年(平成 29年)以降も継続させて頂き、既に追加のご寄付を頂いております。引き続き皆

様方のご支援を頂き、世界に発信できる半導体歴史館へと充実させる所存です。改めて皆様のご協力に対して

御礼を申し上げるとともに、半導体産業の発展を心から祈念いたします。 
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新入会員(2017.1.1～2017.3.31) 

 個人会員（ご入会順、敬称略） 

   荒井幸夫、中村恒夫、吉岡信行、小林俊英、 

   吉田 功 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 

一般寄付 

 2017年 1月(95号)掲載以降、2017年 3月 31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。 

相原 孝、青木昭明、荒巻和之、池永和夫、石川静香、

石川 元、井上道弘、内田傳之助、内田雅人、 

梅田治彦、大石恭一、大成 基、大西新二、小川洋史、

加藤重道、神永 晉、神山治貴、川端章夫、川本佳史、

木原利昌、金原和夫、小崎勝浩、小林伸至、小宮啓義、

坂本典之、崎谷文雄、佐々木 元、柴田圭一、島 亨、

清水秀紀、志村幸雄、鈴木孝徳、高橋令幸、 

高畑幸一郎、田辺 功、趙 成洙、中川洋一、 

中田靖夫、永塚幸夫、中根 久、野澤滋為、萩原義昭、

橋本浩一、福井 博、伏木 薫、星野 清、 

堀内豊太郎、牧本次生、増田尚也、増原利明、 

萬田和彦、溝上裕夫、宮川宣明、宮下 実、山崎俊行、

山﨑舜平、八幡惠介、吉澤六朗、渡壁弥一郎 

 

歴史館寄付 

2017年 1月(95号)掲載以降、2017年 3月 31日迄

に下記の方々ご寄付を頂きました。 誌面をお借りし

て御礼申し上げます。 

≪法人≫ 

(株)日立国際電気 

 

1～3月実施行事 

1月 10日 趣味の会（鎌倉散策の会） 

 17日 監査役会 

 19日 理事会、執行会議 

2月  4日 多摩会 

 16日 執行会議 

 23日 社員総会・臨時理事会 

 

2月 23日 SSISフォーラム 

3月 10日 第 7回 YMK会 講演会 

 16日 執行会議 

 

事務局員交代 

3 月から事務局員となった中村恒夫さんが事情によ

り退職いたします。4 月より外所和博さんが後任とし

て業務を引き継ぎます。 

 

事務局長就任あいさつ 

桜庭修平 

今回大任を仰せつかり責任の重さを痛感すると共

に協会の更なる発展に少しでも寄与していきたいと考

えております。 

当協会の活動に参加することで会員の皆様の人生

の刺激や充実のきっかけにして頂ければと考えており

ます。そのために現在実施しております SSIS講演会、

コミュニティ・趣味の会等様々の催し物についてのタ

イムリーな情報発信に工夫をしてまいりますので、積

極的な参加をお願い申し上げます。 

 

4～6月行事予定 

4月 13日 SSISフォーラム 

 20日 理事会、執行会議 

 25、26日 九州工場見学会・ゴルフ大会 

5月 18日 執行会議 

 25、26日 春季入門講座 

6月 1、2日 春季アドバンスト講座 

 15日 理事会、執行会議 

 22日 諮問委員会 
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