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近年、IT・エレクトロニクス産業を取り巻く環境は、

急速にかつグローバルに変化を続けております。

IoT（Internet of Things）やビッグデータ、AI（人

工知能）などは、ものづくりをはじめサービス、観光、

農業など、ありとあらゆる場面で活用されることが期

待され、それとともに、IoT などを支える IT・エレクト

ロニクス技術の重要性もいっそう高まってきており

ます。 

 

私の前職であった研究開発課では、最先端であ

り、また将来を見据えた研究開発に対する支援に

携わっておりましたが、デバイス産業戦略室長に

着任してからは、使用者が要求するニーズにマッ

チした製造、技術開発を行うことの重要性につい

て、より意識を働かせるようになりました。現職に着

任して間もなく 1 年を迎えますが、これまで、半導

体、電子部品等の IT・エレクトロニクス産業に携わ

る多数の企業、関係業界、大学・研究機関等への

訪問、意見交換をさせていただきました。これらを

通して、IT・エレクトロニクス産業が我が国の雇用、

経済を支える基幹産業であることを再認識するとと

もに、日々急速に進化する技術に対応すべく、新

技術・新製品の開発や生産のため、弛まない努力

をされていることを肌で感じました。 

 

経済産業省では、本年 5 月、IoT、ビッグデ

ータ、AI 等の技術革新により、あらゆる構造的

課題にチャレンジし、解決していく、そしてそ

れを経済成長にも繋げ、一人ひとりにとって、

より豊かな社会を実現することを目的に、新産

業構造ビジョンを策定いたしました。 

 

 

 

「第 4 次産業革命」に

よる IoT や AI 等の技術

革新を踏まえ、経済・社

会の様々な課題を解決し、

豊かな暮らしを享受でき

る未来の社会、すなわち、

「Society 5.0」を実現していくことが重要です。

「Society 5.0」は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、

情報社会の次の「超スマート社会」と呼ばれていま

す。「第 4 次産業革命」の「技術革新」を「新たな

社会」へと結びつけるのは、「産業」の役割です。経

済産業省では、我が国の産業が目指すべき姿として、

「Connected Industries」というコンセプトを本年

3 月の CeBIT（ドイツ情報通信見本市）において提

唱しました。 

 

  Connected Industries は、例えば①人と機械・シ

ステムがつながって、人間の知恵を引き出し、現場

力や技術力をさらに強化する、あるいは、AI やロボ

ットが人の活動をサポートすること。②企業と企業

が国境を越えてつながり、新たな製品やサービスを

創出する、あるいは、異分野・異業種が保有するデ

ータを融合・共有し、新たなビジネスを形成するこ

と、③人と人がつながって、匠の技が世代を超えて

伝承されること等、様々な「つながり」から、新た

な付加価値を創出する仕組みです。 

 

  経済産業省としては今後も、この考え方を国内外

に発信し、議論を深めていきたいと考えています。

そして、Connected Industries という「ブランド」

の下に、関係する政策をバインディングし、強力に

推進していきます。 
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  また、総務省と連携し、「IoT 推進コンソーシア

ム」を 2015 年 10 月に設立し、現在会員は 3,000 社

を超えております。本コンソーシアムにある「IoT

推進ラボ」にて、IoT の新たな取組や新ビジネス創

出を目指す事業者と、シーズ又はニーズを有する企

業、団体、自治体等とのマッチングイベントにより

先進的プロジェクトを発掘・形成するとともに、IoT

ビジネス創出を円滑にするための資金支援や規制緩

和、実証事業などに取り組んでいるところです。ま

た国内に限らず、海外の有望な企業等との連携も視

野に入れ、IoT の取組へ積極的にチャレンジする

方々を引き続き支援してまいります。 

 

さらに、研究開発税制の拡充、中小企業経営力強

化税制の創設、固定資産税の特例等、中小企業・小

規模事業者等の投資環境の整備を図ってまいります。

加えて、地域未来投資促進法が 5 月 26 日に成立し、

承認を受けた事業者等に対して、先進的な事業に必

要な設備投資に対する減税等の支援措置が行われる

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人半導体産業人協会（SSIS）にお

かれましては、講演会、半導体教育講座等の企

画、運営を通じて、半導体関連産業の活性化に

取り組んでこられました。今後ますます進化・

変革していく IoT 社会と連動し、半導体がもつ

役割、重要性もいっそう増してくるものと思わ

れます。今後も、SSIS の活動が、我が国半導

体産業の発展に大きく寄与することを祈念し、

そして SSIS 及び会員の皆様がさらなるご活躍

をされることを期待いたします。 
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１．はじめに 

半導体集積回路のパターン寸法の微細化トレンドは

2020 年から 2024 年にかけてスローダウンあるいは飽和す

る。しかしながら、これはムーアの法則の終焉を宣言するも

のではなく、3D 化（縦トラ、BEOL メモリ）の進展で、単位

平面あたりの“高集積・高機能・多機能化”のトレンドは維持

されてゆく、と考える方が妥当であろう。この際、高集積・高

機能・多機能化を必要とする新アプリケーションの動向と絡

めて将来を展望することが極めて重要となる。 

 ここでは、ポストムーア世代を想定し、IEEE 内に新設さ

れた IRDS（International Roadmap for Devices and 

Systems, http://irds.ieee.org/）[1-2]と、その国内対応組

織として（公社）応用物理学会(JSAP)・シリコンテクノロジ

分科会内に新設した SDRJ（System Device Roadmap 

committee of Japan, https://www.sdrj.jp/）[3]について

述べながら、半導体戦略のあり方について考えてみたい。 

 

２．半導体とスマート社会基盤 

近年、ディープラーニング等の機械学習の進展で、人

間が生活してゆく上で必要となる情報処理（見る・聞く→理

解・判断）を、快適にサポ―トしてくれるスマート社会が現実

のものとなりつつある。例えば、スマートフォンに向かい言

葉を発すると、数秒以内にその言葉の意味がほぼ正確に

帰ってくる（図 1）。これは、①人間の生活環境に密着した

アナログ情報をデジタル情報に変換し、あるいはインター

ネット上のデジタル情報を選択し、アナログ情報に変換し

て人に伝える IoT エッジデバイス、②RF および光ファイバ

ーからなる高速モバイルネットワーク、③大量のデジタルデ

ータを演算処理するクラウドコンピューティング、の密接な

連携により実現される。これにより、これまで個々人対応の

独立情報であったものが、ネットワークの背後に存在するク

ラウドコンピュータに蓄積され、超多数拠点からの全体傾

向としての「情報の意味」が「理解」され、そしてコミュニティ

内に「知識（英知）」として共有化されるようになる（図 2）

[4]。 

このスマート社会を支えているのが、まぎれもなく半導体

である（図 3）。すなわち、半導体のロードマップとは、将来

のスマート社会・スマートコミュニティをいかに創造してゆく

か？ と等価といえる。 

 

 

 

 

ポストムーア世代に向けた 

半導体ロードマップを考える F O R U M  
S S I S  

応用物理学会 シリコンテクノロジ分科会 システムデバイスロードマップ委員会 

林 喜宏 （ルネサスエレクトロニクス（株） ヘルスケアソリューション部） 
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３．半導体デバイスのスケーリング動向 

半導体デバイスは、（1）ハイエンド（スパコン等）、（2）マ

ジョリティ（モバイル等）と（3）極低電力（IoT エッジ）とに大

別され、それぞれ性能要求が異なる。 

ハイエンド対応に関しては、微細化/高密度化の要求が

顕著で、すでに 14/16nm 世代において 2.5 次元構造の

FiNFET が採用されている。5nm 世代以降では、積層ナ

ノワイヤ型 GAAFET（Gate-all-around）など 3D 構造化

による[5]、「実効的高密度化スケーリング」が継続してゆく

(図 4)。モバイル等のマジョリティ対応では、FET のゲートリ

ーク電流の抑制を加味しつつ、スケーリングによる SRAM

マクロの省面積化、さらには RF・アナログ性能の高性能化

を同時に実現させる「バランススケーリング」が技術を牽引

させてゆくであろう。 

一方、IoT エッジ対応では、電池駆動を想定した低電圧

動作が求められ、Vth 近傍動作ロジック、薄膜 SOI デバイ

ス、embedded FLASH に代わる低電圧動作可能な新し

い不揮発性メモリや低電圧 RF 等、「低電圧スケーリング」

が技術を牽引してゆくであろう。 

 

４．ポストムーア世代に向けたコンピュータ 

   アーキテクチャの動向 

一方、半導体デバイスのスケーリング課題を克服するた

め、新しいコンピュータアーキテクチャに関する研究開発も

活発化してきている[6]（図 5）。 

長い間、コンピュータアーキテクチャはフォン・ノイマン型

アーキテクチャを基本とするもので、内部クロックに従い、

内部メモリに記憶されたプログラムとデータとを逐次処理し

てゆく「プログラムセントリック」なものが主力であった。この

局面では、半導体スケーリングは極めて有効であった。 

しかしながら、半導体スケーリングによる高性能化の停

滞傾向と、プロセッサーとメモリとの動作速度の乖離、さら

にはインターネットの発展で容易に集められる莫大量の小

規模データ群の効率的演算処理の必要性から、「データ

セントリック」な超分散アーキテクチャの研究開発が活発と

なってきている[6]。 

例えば、超並列の行列演算をベースとするニューラルネ

ットワーク（特に、ディープラーニング）やその行列解を効

率よく見出すための演算アルゴリズムなどである。 

この兆候は、半導体デバイス技術潮流にも影響を及ぼ

している。すなわち、FPGA（Field-programable gate 

array ） や DRP （ Dynamically Reconfigurable 

Processor）などのリコンフィグラブルロジックの開発や、ロ

ジック LSI の多層配線内に形成されるクロスバーメモリ（新

不揮発メモリ）、その応用としてのハードウエアベースニュ

ーラルネットワークの研究開発も活発化している[8-9]。そ

の他、スピントロニクスや量子効果デバイスなど、新しいデ

バイス物理に基づいたシステムデバイスの提案も活発化し

てきている。 

ポストムーア世代に向けては、3D 化[9]によるスケーリン

グトレンド（More Moore (MM)）を注意深く吟味すると同

時に、新しいデバイス物理に基づくシーズの追求（Beyond 

CMOS(BC)”と、データセントリックアーキテクチャを効率よ

図 6 ポストムーア世代に向けたコンピュータサイエン

スとデバイス物理との協調イノベーション。 
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く実現するためのニーズの明確化とを進め、それらを効率

よく対応させてゆくことが極めて重要である（図 6）。 
 

５．2030 年に向けたロードマップのスキーマ 

これまで述べたように、ポストムーア世代では単に半導

体デバイスのスケーリング技術のトレンドを議論するだけで

は、全体像を捉えることはできない。IRDS/SDRJ では、

2030 年のスマート社会基盤を構成するであろう、① デー

タセンタ対応スーパーコンピュータアーキテクチャと、②人

間と接する IoT エッジデバイアーキテクチャ、③それらを結

びつけるモバイルネットワークアーキテクチャ、この 3 つの

技術進展を議論する（図 7）。 

2017 年 7 月時点では、大別してシステムアーキテクチャ、

微細/3D デバイス、新回路機能デバイス、および半導体

FAB システムに関係する 11 のワーキンググループを組織

化している（図 8）。そして、それぞれが関係する技術項目

の性能達成予測時期（年度）を取りまとめたタイムテーブル

を作成し、それをベースにした相互議論によりスマート社会

実現に向けた統合的システムデバイスのロードマップを明

らかにしてゆく。 

 

 

 

６．まとめ 

コンピュータ、ネットワークと半導体の進展を、統合的に

扱うシステムデバイスのロードマップを明らかにしてゆく活

動には、多くの困難も予想される。だが、その解決に向け

た異種専門家間・異業種技術者間の真摯な議論の中に、

真の新しいロードマップが隠されているように思う。SDRJ

はその自由な議論の環境を提供する。そして、「まず始め

てみよう」がそのモットーである。 
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【はじめに】 

今春※は4月25日、26日に21名の参加で開催した。25

日は、福岡の三菱電機-パワーデバイス製作所と佐賀の

産総研九州センターでミニマルファブを見学した。 26日

はオプショナル行事として、第15回SSISオープンゴルフ

大会と歴史探訪を開催した。 

（※昨年は熊本地震の影響でやむなく中止とした） 

 

【4/25午後：工場見学会】 

三菱電機-パワーデバイス製作所 

・住所：福岡市西区今宿東 1-1-1 

・見学時間： 13:00～14:30（90分） 

福岡空港から都市高速経由で約 30 分で到着した。 

2009 年にも訪問しており、発展ぶりが楽しみだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

会社説明 

 

パワーデバイス リーダーの三菱電機の拠点は 

福岡がヘッドクォーターで、設計・開発と組立工場があ

り、熊本県合志市にウェーハ工場がある。2014 年には営

業・開発・設計部門が集約、部門間の連携強化を図り、新

技術・新製品開発を加速し、市場ニーズに対応するため

に新棟を竣工された。見学会は組立工場（モジュール組

立）をご案内頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーデバイス イノベーションセンター 

 

 

三菱電機のパワーデバイス

への取組の歴史は古く、その

発端は 1952 年、中央研究所

での開発にさかのぼる。パワー

デバイスの初期の需要は、電気機関車や電力会社などで

あり、その後、産業機器（インバーター、サーボ、ロボットな

ど）の拡大とともに発展してきた。1990 年まではトランジス

ターモジュールが主力製品であったが、現在では IGBT

（Insulated Gate Bipolar Transistor）チップを搭載した

モジュールと IPM（Intelligent Power Module:駆動回

路や保護回路を搭載するモジュール）が大半になってい

る。 次世代材料の SiC※１による製品の開発にも注力され

ている。 ※1：各種 SiC パワーモジュール 

 

パワーデバイス４分野の利用例※2   

1．“白物家電”を中心に海外でも圧倒的シェア 

省エネ化を実現する最新の半導体デバイスを搭載し

たインバーター回路内蔵の製品（インテリジェントパワ

ーモジュール）。  ※2 出典一覧 2 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生用パワーモジュール 

 

2．国内の電鉄分野でトップシェアを獲得 

電鉄・電力・大型産業などの重工業分野では、シス

テムの小型・軽量化、省エネ化要求が年々高まってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道車両用パワーモジュール 

 

2017年春季九州工場見学会報告 

                  九州地区委員長 荒巻 和之 
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3．新世代プロジェクトも進行中 

電気自動車及び燃料電池車に向けて、自動車用パ

ワーモジュールの更なる性能向上や機能集約化及び

小型化を目指し、開発プロジェクトが進行中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車用パワーモジュール 

 

4．先端の制御技術で産業界をまるごと省エネ 

世界的な環境保護意識の高まりにより、パワーエレク

トロニクス分野でもパワーデバイス応用機器の省エネ化

が強く求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業用パワーモジュール 

 

次世代材料の SiC※１による製品の開発 

三菱電機は、1990 年代初めに SiC の要素技術開発を

スタートし、SiC 搭載品の実用化で省エネ効果を既に実

証しています。革新的な SiC パワーモジュールで、低炭

素社会の実現と豊かな生活の両立に貢献します。   

※1 出典一覧 1 参照 

優れた特性を持つ SiC 

＜電力損失の低減＞ 

 

 

            ＜高温動作が可能＞ 

 

＜高速スイッチング動作＞ 

 

＜高い放熱効果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiC デバイスは低損失、高温・高速動作、高放熱と優れ

た特性を誇る。価格性能比が高い分野から普及が進んで

いる。2015 年からは、ハイブリッドに続き、本格的なフル

SiCIPM を PV、東海道新幹線車両､パッケージエアコン

に発売をされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターのロビーにて 

現在、環境・省エネ製品向けのパワーデバイス分野の

高成長を睨み、世界規模で M&A が進展している。日本

半導体が強みを持つ分野で、そのリーダー企業として大

いなる発展を願わずにはいられない。 

7 
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【4/25午後：工場見学会】 

産総研九州センター※３ 

・住所：佐賀県鳥栖市宿町 807-1 

・見学時間： 15:30～17:15（105分） 

三菱電機から都市高速―九州自動車道経由で 

約 60 分で到着、ミニマルファブの見学が楽しみだ。 

 九州における産学官連携の中核としてのイノベーション

ハブ機能を果たすとともに、オール産総研体制の窓口とし

て、九州における情報発信・情報収集のハブの役割も担

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニマル 3DIC の説明 

 

ミニマル 3DIC ファブ開発研究会※４は産総研 

つくばの支援を得て産学官連携で実施している。 

（1）シリコン貫通電極（TSV）技術を用いた 3DIC 

プロセス・設備の開発 （2）パッケージ用コアプロ 

セス・設備群開発の進捗のご説明を頂いた。 

世界で唯一のプロジェクトであるが一歩一歩計画通 

り開発が進んでいるようで成功を期待したい。 

疑似ＳoＣ試作サービスの説明 

 

ピーエムティー社からミニマルファブによる再配 

線技術の FO-WLP による試作サービスの計画について

ご説明を頂いた。マスクレス露光装置のメーカでもあるピ

ーエムティー社は大分の元ＴＩの工場跡地に試作工場の

建設※５をアナウンスされている。 

見学は 2 班に分かれ、ミニマルファブショールームと太

陽電池モジュール長期暴露試験をご案内頂いた。ミニマ

ルにはスローガンが掲載されており、プロジェクト成功への

熱い想いが伝わってきた。 

 

ミニマルファブ装置 
 

 “スローガン” 

 

2010 年からシリコン、アモルファスと CGIS 型で 

太陽電池モジュールの信頼性や発電量を含む実環境性

能評価を行っている。気象データと発電データの相関も

取られている。 

 

太陽光発電暴露試験施設 
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産総研九州センターにて 

 

日本発のミニマルファブにおいて、九州でも熱い想い

で開発が行われている。IｏT 時代は好機到来、 

その成功を願って止まない。 

 

【4/26：歴史探訪】 

 当日は小雨模様、観光タクシーでホテルを 9:00 に 3 名

で出発した。 大宰府政庁跡→観世音寺→大宰府天満

宮→九州国立博物館のコース。 

■大宰府政庁跡 

サッカー場より広い緑地 ?、礎石が残るのみである。

奈良・平安時代を通して、九州を治め、我が国の西の

守り（防衛）、外国との交渉の窓口となる役所（大宰府）

とした。 

■観世音寺※６ 

日本最古の梵鐘があり、菅原道真公も聴いていた。 

平安から鎌倉時代の重要文化財の仏像16体をはじめ、

5ｍ 前後の観音像がずらりと並んだ様には圧倒された。

（撮影禁止の為、出典6から転載した） 

 

 

■大宰府天満宮 

菅原道真公を祀る神社で、「学問・志誠・厄けの神

様」として1,100年以上守り伝えられ、歴史的な建造  

物や数々の宝物があり、年間約 700 万人の参拝者が

訪れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■九州国立博物館（全国で４番目の国立博物館） 

特別展：タイ～仏の国の輝き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４/２６：第 15 回 SSIS オープンゴルフ大会】 

大宰府ゴルフ俱楽部、参加者 9 名、優勝(初) 

は石川さん、ベスグロは市山さんでした。 

 

＜出典:ネットリソース一覧＞ 

1.三菱パワーデバイス SiC パワーモジュール 2016 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/ 

catalog/pdf/sicpowermodule_j_201604.pdf 

2. 新卒採用サイト 2018＞パワーデバイス製作所 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/graduates/ 

environment/place/p_device/ 

3．産総研九州センター 

http://www.aist.go.jp/kyushu/ 

4．ファブシステム研究会 

http://fabsystem.jp/ 

5．ピーエムティー 大分に工場建設（日経 2016.9） 

http://www.nikkei.com/article/ 

DGXLZO07394240Y6A910C1TJE000/ 

6．観世音寺 

http://kotomachi.exblog.jp/3206008/ 

7．大宰府天満宮 

http://www.dazaifutenmangu.or.jp/ 

8．九州国立博物館 

http://www.kyuhaku.jp/ 
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 SSIS 春季九州研修旅行 2017 のオプションとして 

4 月 27 日(木) “有田陶磁器の里” を訪問した。 

  

訪問先； （有）しん窯 青花 

佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙 2788 

   代表取締役社長 梶原茂弘、 

同 夫人      梶原和子 

       同 専務        橋口博之 

 

訪問者； (敬称略) 

金原和夫、 内山雅博、 島 亨 

 

はじめに 

陶磁器は古くから人々の関心を集めているが、とくに

日本では、利休、織部など茶道の発達と、中世、西欧へ

の大量輸出と、中国、日本をモデルにした西欧の陶磁

器の発達が注目を集めていた。 

 

一方、最近の研究から 佐賀県 “有田” が全国的に

も先駆的な役割を担ってきたことが判明している。 

人間国宝を擁する歴史ある名窯である「今右衛門窯」、

「柿右衛門窯」は有田に、「太郎右衛門窯」は唐津にあ

る。 

―日本遺産/磁器の故郷・14 代今右衛門の作品― 

 

昨年は熊本地震のため有田訪問を断念したが、念願

の訪問に、内山雅博さんはいつものように用意周到だっ

た。窯元 “しん窯 青花” の和子夫人と連絡を取合う中 

で、彼の名刺を同封したところ早稲田の先輩、後輩と判

明し、翌 4 月 29 日から 5 月 5 日まで  “春の陶器市” 

開催で町中が準備の真っ最中であるにもかかわらず、 

梶原茂弘社長自ら計画立案から案内、説明まで買って

出てくれることと相成った。 

 

梶原茂弘社長は、早大理工・応化卒業後に、窯元 

“しん窯” を継ぎ、暮らしの器 “青花” (せいか)を興し、

「グッドデザイン賞」、「ロングライフデザイン賞」等を受賞

している。 

 

一方、世界炎博有田館企画委員長、有田教育委員

会委員長、NHK ラジオ・佐賀新聞の委員、等々、多彩、

多岐な役割を担ってきた人である。 

また、早大応用化学の親友の大林秀仁さんは、日立

から日立ハイテク社長という経歴でボク達の仲間である。 

 

しん窯 青花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―しん窯 青花での梶原社長(右)― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―ろくろを回しながらの製作― 

 

 
―有田焼創業 401 年の有田を訪れて―  

SSIS 文化活動委員会   島 亨  
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―設計から絵付けまで手作業での製作― 

 

梶原社長と愛弟子で後を託している橋口専務で案内

を開始した。さすがに早稲田理工学部応用化学のご出

身らしい社長の一連の説明は幅広く、具体的である。 

窯元として昔は最も苦労していたのが窯の温度管理

であったが、今は LPG 炉になって自動的に管理してく

れるので地震等のほかは安心だとのことである。設計、

制作は手作業での流れ作業である。皆さん黙々と作業

に熱中している。 

 

 ―「小型の登り窯」・「登窯の 1/50 模型」と梶原社長― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―青花ブランドを記す名残の煙突― 

 

社長の案内で「登り窯の跡地」へ向かう。 

広大な敷地の中でも、かつて、その中心にあったのが

「登り窯」である。「黒牟田新窯」の古窯跡の保存指定が

されており、その両側に、左に見学者のための実演用に

古い登り窯の 1/50 の模型の登り窯があり、右には大学

教授の弟さんの小型の登り窯が鎮座している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―広大な７連の「登り窯」の跡地― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―「黒牟田新窯」の古窯跡の保存指定― 

 

●しん窯の歴史 

しん窯は 1830 年、天保年間に有田皿山・外山で大皿

や大鉢など「荒物」を得意とする窯として当時の鍋島藩

指導のもとに築かれたといわれている。 

今も 5,000 坪の工場敷地内の山の斜面に沿って「黒牟

田新窯」として古窯跡の保存指定を受けている。 

 

●「青花」(せいか)とは 

1976 年、しん窯で発表した暮らしの器「青花」ブランド

で、青花とは中国語では“チンホワ”とよみ、藍色と白の

染付の器を意味する。青花の特色は、①形状のおおら

かさ、②絵柄の楽しさ・ユニークさ、③呉須(絵具)の味

わい、④釉薬のぬくもり、⑤暖かくひかえめで飽きがこ

ない暮らしの器で、数々のグッドデザイン賞を受賞して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―梶原茂弘・和子ご夫妻― 
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社長自らの運転で陶磁器の町『有田』を案内してくれると

いう。 「しん窯 青花」は、都の西北ならぬ「有田の西

北」にあるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―しん窯の煙突を背景に― 

 

梶原さんは有田で家業を継いでから 50 年になるが、

この間、「しん窯 青花」の運営とともに有田町の町興し、

近隣市町村との連携に力を注ぎ、今や町の名士である。 

 

車を走らせながら社長の案内は続く。有田郷の陶磁

器は古くは大川内窯から内山、外山、黒牟田と数々の窯

が作られ、各地へ引き継がれてきており、今でも新しい

発見が多々あるという。 

陶磁器の材料、特に有田焼特有の青みがかった白がで

るカオリンの多い材料がよく、今は天草の方から仕入れ

ているが産地の取り合いが激しいという。かつての泉山

鉱山の跡地の “白磁が丘公園” へ向かった。梶原さん

が子供の頃走り回って遊んだ材料鉱山の跡地は、今は

立ち入り禁止の「白磁が丘公園」となっている。 

「陶祖李参平の碑」や陶山神社も見て回った。 

           ―白磁が丘公園― 

  

―泉山陶石の碑・陶工の碑― 

 

梶原社長は、今泉今右衛門の家系で、無形文化財 

 

(人間国宝) 14 代今右衛門 とは祖母が姉妹の二いとこ

(従兄弟)にあたる由。ゴールデンウイークに山口県萩市 

で行う講演の準備に出かけていてご本人には会えなか

ったが、14 代の兄上の今泉善雄さんにお目にかかり、

懇切丁寧な説明を受けた。また、13 代の奥方、14 代の

母上が挨拶に出て見えて SSIS としてご挨拶したところ

「半導体・IT」もよくご存じで恐れ入った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―今右衛門窯― 

 

今泉今右衛門は 370 年以上の歴史と伝統を誇る窯元

で、江戸時代は鍋島藩による将軍家への献上品として

作られた色鍋島の御用赤絵師を継承している家系で、

明治以降も、今右衛門として重要無形文化財、並びに

その保持団体としての認定を保持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―人間国宝 14 代今右衛門の作品群― 

 

14 代は、江戸期より鍋島でよく使われた「墨はじき」と

いう白抜きの技法を駆使した作品で、現代の色鍋島の

品格と風格を求めているという。皇室の方の会見やイン

タビューのとき、色鍋島などの壺や花器が背景にあると

いう。4 月 29 日から 5 月 5 日までが『第１１４回有田陶器

市』開催で、その準備に追われていて、町中が忙しく動

き回っていた。期間中は歩行者天国になって道路封鎖

されるようで、その前日だったので町中を車で走り回わる

機動力を発揮できて助かった。 

 

昭和天皇が 4 度もお越しになったという有田町は町民

の誇りである。 
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佐賀県立九州陶磁文化館 

1980 年に竣工、開館した。総工費 17.5 億円で、多く

の町民も浄財を拠出したという。 

九州の古陶磁、現代の九州陶芸、九州陶磁の歴史、 

蒲原コレクションや、柴田夫妻コレクション、等々を梶原

社長の説明で時間が許す限り見て回った。 

 

金原さんがドレスデン滞在中に 4 度も美術館へ出向

いてマイセンの陶磁器に親しんだと話が出た時、1978

年にマイセン・有田の姉妹都市の契約を結んだ時には

梶原さんも同行、参加しているという。中国の景徳鎮市と

も 1996 年に姉妹都市になっている。 

 

マイセン陶磁器は、強健王との異名をとったザクセン

大公アウグスト 2 世が、東インド会社を経由し中国、日本

の磁器を集め、1710 年、大公に磁器作りの実験を任さ

れたベットガーはザクセン領内のアウェというところで取れる

白い土を原料にして日本から 100 年遅れて白い磁器を作

ることに成功した。大公はザクセンで磁器作りを独占するた

めに、ドレスデンから 30ｋｍほど離れたザクセン大公国の旧

都マイセンの城内に窯を設けて、外部の人間がマイセンの

町に入ることを禁じ、陶工が町の外へ出たり、磁器作りの技

法を他人にしゃべることを厳禁して、秘密保持に努めたとい

う。今でいう知財権確保である。 

 

18 世紀中頃、日本から大量に輸出されていた陶磁器が

1767 年から急激に減少して最盛期の 1/3 に減少している。

伊万里・有田をお手本にしてマイセン陶磁器の品質が良く

なっていったこと、中国の明、清の抗争が落ち着き景徳鎮

の生産体制が回復したこと等と一致する。 

 

●蒲原コレクション  

ヨーロッパに輸出された古伊万里の品を収集し、逆輸

入したもの。金欄手様式が中心で、オランダ東インド

会社の注文品であることを意味する「VOC」の銘が入

った品もある。また、伊万里焼を模倣してヨーロッパで

作られた品も含まれる。 

 

●柴田夫妻コレクション 

  江戸時代の初期から幕末までの有田磁器を体系的に

集めた約 10,000 点の作品群。その中から約 1,000 点

が常時展示され、有田焼の形状や色彩などの作風や

製作に用いた技術の変遷を辿ることができる。その学

術的価値から、2006 年に国の登録有形文化財（美術

工芸品）に登録されている。 

 

●ほかにも各種のコレクションがあり、「寄付」の重要性を

認識した次第である。 

①白雨コレクション - 肥前の陶磁器を主に、九州各

地の陶磁器、萩焼、備前焼、瀬戸焼、美濃焼など

日本各地の名品を集めたもの。 

②唐津高取家寄贈品 

 炭鉱王として知られた唐津市の旧高取伊好邸（旧

高取家住宅）で来客をもてなす宴席や茶室などで

使用されていた食器や酒器、調度品、文具などの

陶磁器の品。肥前の陶磁器が中心。 

③青木龍山コレクション  

 有田出身の陶芸家青木龍山の作品 62 点を収蔵。 

④中里逢庵コレクション 

 唐津出身の陶芸家中里逢庵の作品 13 点を収蔵し、

その中から数点を展示。 

 

梶原さんが JR 有田駅まで見送ってくれて満ち足りた

気持ちで有田を後にした。 

深謝！ 

 

このたびの有田の旅を通じて、中国の景徳鎮や李氏

朝鮮、有田の李参平や鹿児島の沈寿官などが日本の陶

磁器の先駆者となっていること、マイセン、ジノリ、ロイヤ

ルコペンハーゲン、ウエッジウッド、ヘーレンド、等々の

西欧の陶磁器は、日本より 100 年の後発ながら独自の

ブランド力で高い付加価値を保有していることは考えさ

せられた次第である。 

 

また、梶原社長ほか現地の経営者、指導者の皆さん

は「陶器市」のように人々に陶磁器に親しんでもらうイベ

ントを運営するとともに、如何にして「ブランド・イメージ」

を上げるか、「事業の付加価値」を上げるか！ に日夜、

努力されていることを実感し敬服した次第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―JR 有田駅、春の陶器市の案内― 
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■「AI」の 2 つの解釈 

AI とは、「Artificial Intelligence」（人工知能）の略

であり、人工的にコンピュータ上で人間と同様の知能を

実現させようという試み、あるいはそのための一連の基

礎技術を指す。クラウドに連携し、クラウド内のビッグデ

ータの中から、テキストや画像、音声、映像など使えそう

な知識を見つけてタグ付けする「学習」と、その知識をも

とに新しい結論を得る「推論」により成長していくもので

ある。ここでの学習は、人間の脳神経を模した多層構造

のニューラルネットワーク（脳機能に見られるいくつかの

特性を計算機上のシミュレーションによって表現すること

を目指した数学モデル）を使ったディープラーニング

（深層学習）によって行われる。ただし、同じ AI でも、少

し 異 な る 解 釈 が あ る 。 IBM は 、 Augumented 

Intelligence（拡張機能）という解釈も示している。これ

は、人になり替わりうる知能を実現するというよりも、人の

知能をサポートするというものである。既に全世界で数

多くの採用例がある同社の AI「Watson」は、人と対話し、

必要な情報の探索や高度な意思決定を支援し、新たな

価値を創造という役割を担っている。いずれにしても、

両社とも学習と推論を繰り返して新たな価値を生み出す

機能を持っている点は変わらないといって良いだろう。 

 

■IoT における重要な役割 

AI は 、 す べ て の モ ノ が ネ ッ ト で つ な が る IoT

（Internet of Things）においては極めて重要な役割を

担うこととなる。具体的には、AI は IoT を通じてクラウド

に集められたビッグデータの中から、対象者（利用者）

の嗜好や行動パターンに関連した情報にタグ付けし、

次に取るべきサービスの方向性を推論する。そして、そ

の推論に基づき、AI が考えた具体的なアクションを携

帯電話やロボット、あるいは自動運転車などのユーザー

側端末が実行する。ユーザー側端末は単なる機械では

なく、人間と IoT とのインターフェースの役割を担うこと

になる（実際には、クラウドとユーザー側端末の間には、

データ処理の速度と能力を高めるため、小さなエッジサ

ーバーが配置されるかもしれない。これはいわゆるエッ

ジコンピューティングである）。 

 ロボットなどのユーザー側端末は、そのアクションを通

じて、AI が次に取るべきアクションを学習・推論するた

めの基本データとなる利用者関連情報（嗜好や現在の

体調、欲求など）をセンサーで取得する役割も担う。そ

のデータが IoT を通じてクラウドに上がり、クラウドの中

でビッグデータ化される。そして、そのビッグデータから

AI が次のアクションの推論の材料となる情報にタグ付け

する。このようなサイクルを延々と繰り返すのが IoT のネ

ットワークであり、AI はまさにそのエンジン的な役割を担

うのである。 

 

■2030 年に 87 兆円市場 

 調査会社の EY 総合研究所では、AI 関連産業の市

場規模について、2015 年の 3 兆 7451 億円から、2020

年には 23 兆 638 億円、2030 年には 86 兆 9621 億円

に達すると予測している（図）。 

 

 2030年時点の市場規模を産業別に分類すると、運輸

部門が 30 兆 4897 億円で最大になると予測している

あらゆる産業で導入が進む AI（人工知能）の 

    最新動向と電子デバイス産業への影響 

（株）産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 編集委員 甕 秀樹 
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（表）。おそらくその大半を自動運転車が占めると予測さ

れる。部分的な自動運転機能を持つ車は、すでに日産

自動車などからリリースされているが、さらに完全自動運

転を目指すうえでは AI が不可欠となるため、今後自動

車向け AI の開発が活発化するであろう。 

 

■事例紹介 

AI の活用は、既に様々な業界において始まっている。 

●自動車 

2020 年あたりからの本格実用化を目指し、自動車メ

ーカーや Tier1 メーカーが開発にしのぎを削る自動運

転車には、AI が必須となる。現在の先進運転車支援シ

ステム（ADAS）では、道路の白線の認識のみで車線維

持走行を行っているが、白線を誤認する場合や認識し

ない場合も考えられるため、横方向の白線情報だけで

なく縦方向の位置も明確にする必要がある。そのために

高精度の地図が必要となる。この高精度地図を実現す

る取り組みとして、トヨタ自動車などは車載のカメラ画像

から空間情報を自動生成する取り組みを進めているが、

メンテナンスが難しいため、他の自動車メーカーや地図

メーカーなどと協力していく必要があるという。 

また、一般道の走行では、シミュレーションができない

状況に遭遇する可能性もあるため、初めて遭遇する事

象にも経験を踏まえて的確に対処できる知識の積み上

げが必要になる。そこで必要となるのが、AI によるディ

ープラーニングである。過去の自動車自身の経験や他

車からの情報などを「学習」し、そこから最適なシミュレ

ーション結果を「推論」することが必要となるが、これは

AI があってこそ可能となる。AI 搭載自動運転車の開発

は、大手自動車メーカー、Tier１メーカー、地図メーカ

ーの間で活発化している。 

トヨタ自動車は、AI の研究開発を担う米国のトヨタ・リ

サーチ・インスティテュート（TRI）が事故が起きそうな時

に AI が運転者を支援する自動運転システムを 5 年以

内に開発する意向を表明している。また、同社は AI 用

半導体でエヌビディアと提携することも発表している。 

ホンダは、知能化技術の研究開発を強化するため、

外部有識者や研究機関との連携を図る共創の場として、

新拠点｢Honda イノベーショ ンラボ Tokyo｣を 2016 年

に開設した。また、2017 年には、世界規模でイノベーシ

ョ ン を 加 速 す る 為 の 新 会 社 「 Honda R ＆ D 

Innovations」をシリコンバレーに設立したほか、ロボテ

ィクスと AI を研究する R＆D センターＸも設置している。 

同社は、このほど中国・上海で行われた「CES Asia 

2017」において、AI を活用した車両のプロトタイプを披

露した。そのひとつが、自動運転機能を持つ EV コンセ

プトカー「NeuV（ニューヴィー）」。AI を使った「感情エ

ンジン」を搭載、ドライバーの表情や声からストレスの状

態を判断し、安全運転のサポートに役立てるほか、ドラ

イバーの嗜好を学習して状況に応じた選択肢を提案で

きる。 

日産自動車は、マイクロソフトの開発する車載バーチ

ャル・パーソナルアシスタント技術を自動運転技術に取

り入れようとしている。 

この他、デンソーが NEC の AI や IoT 技術を活用し

て自動運転システムの開発を行っている。また、ダイムラ

ーやアウディ、ボッシュ、ZF、ゼンリンなどがエヌビディ

アの開発する AI チップを活用した自動運転技術の開

発を進めている。 

●ものづくり 

産 業 用 ロ ボ ッ ト 大 手 の 安 川 電 機 は 、 IBM の

「Watson」を活用してロボットの故障を未然に防ぐシス

テムを開発した。17 年の実用化を目指している。ロボッ

トの故障時期を高精度で予測するシステムで、自動車

工場への適用を目指している。 

ブリヂストンは、乗用車や小型トラック用ラジアルタイ

ヤを生産する彦根工場（滋賀県）に、AI を実装した最新

鋭タイヤ成型システム「EXAMATION（エクサメーショ

ン）」を導入する。同社のコア技術である高分子・ゴム・

複合体の材料加工に関する知見を加えた独自のデー

タ解析に、生産工程等で得られる膨大な情報をビッグ

データ解析し、さらに技能員が培ってきた技術・ノウハウ

を加えた独自のアルゴリズムを搭載している。 

●医療 

東京大学の医科学研究所は、IBM の「Watson」を活

用して、60 代の女性患者の正確な白血病の病名をわ

ずか 10 分で見抜いたと発表した。病名から割り出した

適切な治療法によって患者の命を救ったという。 

慶應義塾大学は、2017 年 4 月に「AI 医療センター

（メディカル AI センター）」を開設した。放射線画像や病

理画像、バイタルデータに基づく診断やベッドコントロー

ルなど臨床の幅広い場面で AI 活用を推進するための

基盤を整備する。 医療支援ソフトウエア・IT サービス

の企画・研究・開発を行っているエクスメディオは、スマ

ートフォンのアプリを通じて送られた患部の写真と問診

情報を基に、無料の皮膚病の診断支援サービスを開発

した。得られた画像データをもとに、3 年以内に AI を活

用した医療診断支援システムの構築を目指している。 

●農業 

IoT ベンチャーのアドダイスは、同社の AI「ソロモン」

を活用して、農業法人などと組んで農作業の生産性向

上に向けた実証実験を推進している。「ソロモン」は様々
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な用途に適用できる AI だが、農業向けは従来ベテラン

作業者が行ってきた作業内容や知恵をディープラーニ

ングで学習、見える化して作業効率・生産性向上、ノウ

ハウの伝承、さらには農業の担い手確保に役立てる目

的で開発されたもので、農業関連では 3 社に納入して

いる。導入価格は「軽トラック1台分」という。ソーシャルメ

ディアの PlantVillage は、農作物の病気の診断を AI

が行うアプリを開発。健康な葉と病気の葉の様々なケー

スの写真を AI が学習することで、農作物の健康状態を

自動判定する。 農林水産省は、農業分野でのAI活用

を推進するため、家畜の病気を発見するシステムや農

産物の自動収穫ロボットの開発など 7 事業を支援する。

各事業で開発する技術は、支援が終わる 2020 年まで

に実用化するとしている。 

●家電 

シャープは、AI 搭載のオーブンレンジを発表した。ク

ラウドサービス「COCORO KITCHEN」と連携して、主

婦の日々の悩みである“献立選び”を解決する。「今晩、

何作ろう？」や「冷蔵庫に豚肉と卵があるけど何か作れ

る？」などと相談すると、AI が季節や天気、調理履歴な

どを考慮して、クラウド上にある豊富なメニューの中から、

おすすめのメニューを提案する。 

●企業経営 

ビズリーチは、戦略人事クラウド「HRMOS（ハーモ

ス）」をリリースした。人材採用から育成、登用、評価まで

を最適化するクラウドサービスで、企業の人事業務にお

ける非効率をなくし、意思決定を促進できるよう AI がサ

ポートする。 

 日立製作所は、名札型ウエアラブルセンサーから収

集した行動データを時間帯、会話相手などの項目で細

分化し、独自の AI に入力することで、各個人にカスタマ

イズされた幸福感向上に有効なアドバイスを自動的に

作成、配信するシステムを開発した。利用者は、スマー

トフォンやタブレット上で「A さんとの 5 分以下の短い会

話を増やしましょう」、「上司の B さんに会うには午前中

がおすすめです」など、職場でのコミュニケーションや時

間の使い方に関する多様なアドバイスを確認できる。現

在、20 社以上から受注しており、需要に供給が追いつ

かないぐらい状況とのこと。4 月からは、みずほ銀行でも

実証実験が始まっており、今後は三菱東京 UFJ 銀行、

JAL などで導入が予定されている。 

●アパレル 

カラフル・ボードは、ファッション AI アプリ「SENSY」

を開発した。使い手の感性を理解することで、本当に人

が求めているものを理解し、世界中からコンテンツを探

す。まずはファッションコンテンツらか扱いを開始してお

り、2500 を超えるブランドから利用者に似合うコーディ

ネートを AI が考えるサービスを提供する。 

●広告 

モンデリーズ・ジャパンは、「クロレッツ ミントタブ」シリ

ーズ初のリニューアルを記念し、「AI 対人間の CM 対

決」を実施した。マッキャン ミレ二アルズが開発した、

CM 制作のためのクリエイティブディレクションができる

AI「AI-CD β」に新キャンペーン向け Web 限定 CM の

制作を依頼し、人間のクリエイターの制作した CM と対

決させるキャンペーン「動画を見て当てよう！スッキリイノ

ベーション家電プレゼント キャンペーン」を行った。 

●物流 

NTT データは、AI を活用した「物流業務変革コンサ

ルティングサービス」の提供を開始した。人手に依存し

ている物流業務の自動化にAI技術を活用する。サービ

ス開始に先立ち「物流画像判別 AI エンジン」を開発し

た。スマートフォンなどで撮影した荷物画像・映像から、

荷物の形状などを最大 1000 種類まで自動判別できる。 

●運輸 

格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは、

AI による音声認識技術を使った自動応答システムや、

電話をかけてきた顧客を Web サイトに誘導するしくみな

ど、複数の手段を組み合わせて運航状況を 24 時間案

内するサービスを 2017 年度中に開発する。 

●翻訳 

ロゼッタは、自動翻訳システム「T-4OO（Translation 

for Onsha Only）」を開発した。AI を利用した自社開

発の翻訳ロジックを採用、前後の文脈を判断して適切な

訳語を見つけることで高い翻訳精度を実現する。また、

2000 分野に細分化された専門分野データベースを活

用できるだけでなく、製品名や社内専用用語など、ユー

ザー企業が独自で使っている用語をデータベース化す

るカスタマイズも可能で、ユーザーに即した実戦的な翻

訳ができる。このシステムを活用することで、翻訳にかか

っていた時間やコストを大幅に短縮できる。すでに、電

子機器や電子部品、機械、精密機器、化学、食品、医

薬の大手企業など 1500 以上で導入されており、なかに

は全社で導入した大手企業もある。 

 

■時代の寵児エヌビディア 

AI は、ビッグデータの中にあるテキストや画像、音声、

映像など膨大なデータの中から、使えそうな知識を見つ

け、次に取るべきアクションを推論するというプロセスが

必要となる為、極めて処理能力の高いプロセッサが必

要となる。そこで白羽の矢が立ったのが、並列処理が可

能な GPU（Graffic Processor Unit）であり、同デバイ
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スを得意とするエヌビディアは今や“時代の寵児”となり

つつある。同社の GPU は、元々ゲーム機のグラフィック

ス処理向けだった。そこで培った並列処理技術が、AI

にはなくてはならないものとなっている。MPU は逐次処

理であるが、GPU は並列処理で、複数コマンドを同時

処理できる。これが、膨大なデータを「学習（ディープラ

ーニング）」し、そこから次のアクションを「推論」すること

を極めて迅速に行うことが求められるAIに向いているの

である。同社の GPU は、IBM の Watson をはじめ様々

な AI に使われている上、トヨタ自動車やテスラ、ダイムラ

ー、ボッシュなど世界の数多くの大手企業と協業してお

り、同社の GPU が AI のデファクトになりつつある。「PC

のインテル、モバイルのクアルコム」に続く存在になる可

能性は大きい。この状況を反映し、同社の業績は絶好

調だ。同社の 2017 年第１四半期（2～4 月）決算は、売

上高が前年同期比 48％増の 19 億 4000 万ドル、純利

益が同 144％増の 5 億 700 万ドルとなった。 

ただ、GPU だけでは AI は機能せず、MPU なども必

要になる。IBM の Watson におけるディープラーニング

では、エヌビディアの GPU とともに、IBM 独自の MPU

「Power」チップが使われている。 

 

■低消費電力が開発の力点 

他のデバイスメーカーも負けじと開発を加速している。

各社の狙いは大規模な並列処理の実現やディープラ

ーニングの時間短縮などにあるが、それを低消費電力

で実現することが大きな開発目標となっている。 

現状、ディープラーニングは、数多くの演算を高速処

理する高性能のコンピュータで行われるが、消費電力

は大きい。このようなディープラーニングをスマートフォ

ンなどで行えるようにするためには、消費電力の低減が

大きな課題となる。各社の開発はそこに力点が置かれ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

富士通は、ディープラーニング専用 AI プロセッサ

「DLU」を開発中で、2018 年度からの出荷を計画して

いる。ディープラーニング用の独自アーキテクチャやス

パコンのノウハウを活用することで、大規模並列処理と

省電力を実現する。 

 東芝は、ディープラーニングを低消費電力で行う

「TDNN（Time Domain Neural Network）」を開発し

た。人間の脳を模した回路で、デジタル信号が論理ゲ

ートを通過する際の遅延時間をアナログ信号として利用

することで加算などの演算を効率よく実行できる「時間

領域アナログ信号処理技術」を採用、演算回路の小型

化に成功した。ディープラーニングの１つの演算を行う

演算回路をわずか 3 つの論理ゲートと 1 ビットのメモリで

実現し、チップサイズを小型化しながら演算回路を完全

に並列化できる。SRAM を利用したチップを試作し、デ

ィープラーニングに必要な基本的動作である画像認識

を行った結果、演算あたりの消費エネルギーを学会で

報告されている値の 6 分の 1 以下に抑制した。今後は

抵抗変化型メモリ（ReRAM）を使用した TDNN も視野

に入れていくという。 

インテルは、AI に特化したアクセラレーションを実現

する製品群やディープラーニングの学習時間を 1/100

にするプラットフォームを開発しており、エッジネットワー

クからデータセンターまでをカバーする AI 向けラインア

ップを強化している。 

 具体的には、Xeon Phi プロセッサ、ディープラーニン

グ向けの「Nervana AI プラットフォーム」、さらにマシン

ラーニング向けの FPGA である。さらに、5G ネットワーク

向けデバイスの開発ではフォックスコンとパートナーシッ

プを組むことも明らかにしている。 

一方、ベルギーIMEC は、磁気抵抗メモリセルアレイ

を用いてコストと消費電力を低減した機械学習向けアク

セラレーターを開発している。すでに MRAM アレイで

消費電力を 2 桁も低減したという。また、金属酸化物抵

抗 RAM をベースにしたセルアレイによるチップも開発

中である。 

 

■アップルも独自チップ開発へ 

 このように、先行するエヌビディアを追うべく、デバイス

メーカーや研究機関の AI・ディープラーニング向けチッ

プの開発が熱を帯びてきた。参入企業はさらに増えそう

な勢いだが、中でもアップルが自前のチップを開発する

という噂が飛び交い、話題となっている。海外での報道

によると、同社は将来の iPhone や iPad などのデバイス

向けに、AI や機械学習を専門的に処理する「Apple 

Nural Engine」と呼ばれるチップを開発している模様

だ。実用化が始まっている AI だが、市場ポテンシャル

は極めて大きいうえ、最大の市場になると予測される自

動運転車の本格化はこれからだ。今後、未開の巨大市

場を目指し、デバイスメーカーの開発競争はさらに激化

していくだろう。 

17 
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文化活動委員会では、SSIS コミュニティ活動の

一環として、例年趣味の会を開催しているが、昨年

より「鎌倉散策の会」を新たに立ち上げた。今回で 4

回目を数えたが、「地域だより」としてその概況をご

紹介したい。 

 

第 4 回鎌倉散策の会  

 『日蓮上人ゆかりの寺を巡る』  

 

日時：2017 年 5 月 26 日（金曜日） 9 時集合 

集合場所：鎌倉駅東口 改札口 

参加者（敬称略）：10 名 

角井宜治、島 亨、 清水秀紀、高橋令幸 

中田靖夫、野澤滋為、橋本浩一、藤井嘉徳 

溝上裕夫、眞鍋研司 

散策経路： 

鎌倉駅 ⇒  日蓮上人辻説法跡 ⇒  妙本寺 ⇒ 

常栄寺 ⇒ 妙法寺⇒ 安国論寺 ⇒ 長勝寺 ⇒ 

由比ヶ浜駅 

＊昼食後、鎌倉文学館・バラ園へ 

ほぼ時刻通り鎌倉駅をスタートした。前夜から当

日の午前中まで、生憎の雨に見舞われたが、その

お陰でこの時期にしては人出が少なく雨に洗われ

た新緑の鎌倉も中々風情があった。 

 

はじめに  ・・・・日蓮と鎌倉の関連について・・・・ 

  日蓮は 1222 年安房国小湊で誕生、11 歳で清

澄寺に入門、5 年後に出家し「是生房蓮長」の名が

与えられた。 

23 歳から比叡山・常光院をはじめとし、三井寺、

薬師寺、仁和寺、高野山・寂静院、天王寺、東寺

で修行し、31 歳で清澄寺に帰った。1254 年 32 歳

の年、鎌倉に出て「法華経」を一乗とする辻説法を

開始し、1260 年には「立正安国論」を著わし前執

権・北条時頼に送った。その中で、当時、鎌倉で盛

んだった仏教の他宗派（真言宗・禅宗・浄土宗・律

宗）を激しく批判したため武士や庶民から強い排斥

運動を受け、鎌倉の拠点だった草庵が焼き討ちに

遭ったり（『松葉ヶ谷の法難』）、北条時頼の怒りに

触れ、伊豆国伊東へ配流されたり（『伊豆の法難』）、

安房鴨川でその地の地頭・東条氏に襲われたりし

た。（『小松原の法難』）。 

1268 年、中国の元から幕府に対し国書が届き、

「立正安国論」で触れた他国からの侵略の危機が

現実となり、日蓮は、執権北条時宗、侍所所司・平

頼綱、建長寺・渓道隆、極楽寺・良観らに書状を送

り自説の正しさを指摘した。それが元で平頼綱に捕

らえられ、腰越龍ノ口刑場で処刑されかけたが免

れ、 佐 渡 に 流 罪 なった （『龍 ノ口 法 難 』）。 1274 

年、赦免となり鎌倉に戻ってから、身延一帯の地

頭・南部氏から身延山の寄進を受け、久遠寺を開

山。1282 年病を得て武蔵国池上宗仲邸で死去。

ここが今の池上本門寺である。 

 

・・・・ 日蓮ゆかりの史跡と寺めぐり ・・・・ 

１）日蓮上人辻説法跡 

鎌倉駅から 5 分位歩いた所にある。この通りは今

でも小町大路と呼ばれ、八幡宮に近い北端には、

若宮大路幕府が置かれ執権北条氏一族を始め有

力御家人の屋敷があった場所である。その南のは

ずれ辺りで日蓮が法華経の教えを熱心に説く辻説

法を行ったとされる。江戸時代に作られた辻説法跡

の碑が発見され、それと日蓮が腰を掛けて説法を

行ったとされる腰掛石を中心に、明治時代の日蓮

地域 

だより 
新緑の季節、鎌倉の歴史探訪と散策 

眞鍋  研司 
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宗学者田中智学が道の反対側に移し周囲を整備

した。きれいに整備され過ぎ面影はまったくないが、

碑と腰掛石だけは当時を感じさせる。 

  

         日蓮上人辻説法跡 

＜閑話休題＞ 

妙本寺に向かう途中に、鎌倉幕府地域の中心を

流れる滑川に架かる朱塗りの橋があり琴弾橋という。

妙本寺の山にある松の梢をわたる風の音が琴の音

のように澄んで聞こえたので琴弾の松と言った。こ

の橋の上で聞くと一層美しく聞こえたのでこの橋の

ことを琴弾橋というようになったという。これを渡り、

鎌倉の細い曲がった道をたどって妙本寺へ行く。 

 

２） 妙本寺  創建は 1260 年、開山は日蓮 

  鎌倉時代の有力御家人であった比企一族の邸

宅跡に建てられた。2 代将軍であった源頼家は、

妻・若狭局の父・比企能員と組んで執権北条時政

とその妻政子に対し幕府の主導権を争った。 

1203 年、時政は比企氏を滅ぼすと共に頼家を

将軍職から引退させ、翌年幽閉先の伊豆修禅寺で

暗殺した。この乱で難を逃れた二人の幼児の内、

頼家の娘・竹の御所は後に、4 代将軍藤原頼経の

室となり、もう一人の幼児だった比企能本を救い鎌

倉に呼び戻した。この能本が後に日蓮に帰依し、

比企ヶ谷の父の旧邸宅跡に法華堂を創ったのが、

妙本寺の起こりである。 

 寺を建てるにあたって、日蓮に開山を願ったが、

日蓮は身延に引きこもるため弟子の日朗に任せた。

妙本寺は日蓮にとって初めての本格的な寺であっ

た。その後、日蓮が身延に隠遁すると、弟子の日朗

はここを拠点に熱心に布教を行った。妙本寺は、日

蓮宗では、身延山・久遠寺、池上本門寺と並んで

格式の高い寺で、1947 年までこの寺の住職が池上

本門寺の住持を兼務していた。 

      

      総門           二天門に続く石段 

    

     境内と祖師堂          日蓮上人像 

  境内には若狭局を祀った蛇苦止堂（じゃくしど

う）、比企一族の供養塔、若狭局の息子で 6 歳で落

命した一幡（いちまん）を祀る袖塚などがある。寺宝

として、日蓮の臨終の際、枕元に掲げられた自筆の

本尊、日蓮上人像（身延山、本門寺のものと共に

生前の姿を映した三体の像の中の一体で、14 世紀

頃の作と云われる一木作り） 

鎌倉の花木「カイドウ」で著名な寺には「光則寺」

「妙本寺」「安国論寺」があり、鎌倉三大カイドウと呼

ばれている。妙本寺のカイドウは、祖師堂前にあり、 

１937 年に「中原中也と共に見上げた」と小林秀雄

が『中原中也の思ひ出』に描いている。現在のもの

は三代目。雨の効用もあってか広い境内に参拝者

は我々だけで、静まり返った中でお参りできたのは

幸いであった。 

３） 常永寺  創建は 1606 年、開山は日詔 

頼朝が由比ヶ浜の放鳥を眺望するために設けた 

「棧敷」の跡といわれ、後に、ここに住んだ老尼が、

1271 年捕らえられた日蓮が龍ノ口刑場に連れて行

かれるため、裸馬に乗せられ小路を引き回されてい

る途中、この尼がぼたもちを作って日蓮に勧めたと

いう故事から、「棧敷尼（さじきのあま）」と「ぼたもち

寺」の名が起こったと伝わる。後に、妙本寺・本門寺

の十四世日詔がその屋敷跡に僧侶のための学問
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の寺を建立し常栄寺とした。寺号は、この棧敷尼の

法名である妙常日栄からとられた。 

日蓮は、龍ノ口刑場でまさに打ち首になる寸前 

天候が急変し近くに雷が落ちて処刑を免れたことか

ら「頸つぎのぼたもち」「御頸継にゴマの餅」といわ

れ、九月のご法難会には今でもゴマをまぶした餅が

供えられる。（これが『龍ノ口の法難』）、通称ぼたも

ち寺として親しまれている。  

  

 「ぼたもち寺」と書かれた門      本堂 

＜松葉ヶ谷（まつばがやつ） とは＞ 

妙法寺～安国論寺～長勝寺にかけて、鎌倉時

代は的場（弓の稽古場）の谷で、松が大層生い茂

っていた谷間であった。1253 年安房国より法華経

布教のため鎌倉に入った日蓮は、その足場としてこ

の谷間に草庵を開いた。他宗の教義を激しく非難

し、「立正安国論」を前執権・北条時頼に献じたこと

から鎌倉の武士や僧侶たちの反感を受け、遂に

1260 年草庵は焼討ちに遭った。これを日蓮宗では

「松葉ヶ谷法難」と呼ぶ。日蓮は辛うじて法性寺から

下総国に逃れた。前記の三ヶ寺は何れも「松葉ヶ谷

法難の霊蹟」と称している。⇒ 霊蹟三ヶ寺という 

４） 妙法寺  創建は 1253 年、  

開山は日蓮（中興・日叡） 

1253 年の夏、鎌倉での布教に乗り出した日蓮

が草庵を結んだ所で、日蓮最初の「精舎」と言わ

れた。それを日蓮は法華堂、後に大光山本圀寺

と号した。1271 年佐渡に流罪になり一旦は廃され

たが、1274 年赦免されて再びここに建立したが、

この年弟子の日朗に譲り日蓮は身延山に入った。

1328 年後醍醐天皇の勅願寺となり、1345 年に

命によって、京都六条堀川に移された。今の京都

山科の本圀寺である。 

 1333 年足利尊氏、新田義貞らにより鎌倉幕府が

倒され（建武の新政）、後醍醐天皇の親政の下で、

その皇子・大塔宮護良親王が征夷代将軍として鎌

倉に下向したが、足利尊氏と対立し捕らえられ討た

れた。 

この親王の皇子・楞厳丸（りょうごんまる）が長じて

本圀寺四世日静上人の弟子となり、楞厳法親王日

叡と称し、1357 年、日蓮を偲ぶと共に父・護良親

王の菩提を弔うためにこの地に堂塔伽藍を建て、

楞厳山妙法寺と名付けた。境内奥、右手の山頂に

護良親王の墓、左手の山頂には、母・南ノ方と日叡

自身の墓があり市内が一望できるが雨で足場が悪

いことを口実に割愛した。 

  

     門前の「松葉ヶ谷小庵霊蹟」の碑 

 釈迦堂跡の左手、鐘楼脇の階段上に「奥の院・

御小庵跡」がある。日蓮が 20 数年住んだ松葉ヶ谷

草庵跡とされる。本堂裏手釈迦堂跡に続く石段は

苔に覆われているので、別名「苔寺」「苔の寺」とも

呼ばれる。現在苔の保護、養生のため通行止めと

なっている。京都の苔寺とは比べるべくも無いが、

山中にある磨り減った鎌倉石の階段が苔で覆われ

た姿はそれなりの趣であろう。 本堂は肥後細川家

の建立。大覚殿には細川家寄進の熊本城天守閣

に祭られていた加藤清正像が安置されている。 

5) 安国論寺  創建は 1253 年、開山は日蓮 

  安房国から鎌倉に入った日蓮が初めて庵を結ん

だ場所として知られる。「松葉ヶ谷根本道場」と彫ら

れた石碑に続く山門をくぐると、石畳の参道左側に

増上寺の徳川家御霊屋から移されたという石灯籠

が立つ。参道正面に大きな祖師堂（本堂）がある。

本堂の向かいに鎌倉に入った当初、修行道場とし

た「御法窟」または「日蓮岩屋」とよばれる岩窟があ

り、「立正安国論」はここで書かれたといわれる。弟

子の日朗が 1260 年にこの法窟のそばに寺を建て

20 
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たのが安国論寺の始まりである。右手の「熊王尊

殿」脇の石段を登ると、日蓮が日々富士山に向かっ

て法華経を唱えたという富士見台がある。更に山道

を進むと「松葉ヶ谷法難」のさいに日蓮が山王権現

（帝釈天）の使いとされる白猿の導きで難を逃れた

という「南面窟」がある（その後法性寺に逃げたとい

う）。そこから本堂に向かって下ると、「至孝第一」と

いわれた直弟子日朗の御荼毘所がある。日朗の

「出家剃髪した場所で荼毘に伏して欲しい」との遺

言による。日朗は、日蓮の一番弟子で下総出身。 

10 歳の時日蓮を慕って松葉ヶ谷へきた。この地に

安国論寺を建て日蓮を開山に自身は二世とした。 

78 歳で池上本門寺にて没し、墓は法性寺にある。 

境内には、鎌倉市天然記念物に指定されている、

妙法桜（日蓮の杖が根付いたとされる市原虎の尾と

いう品種のヤマザクラ）、カイドウ、サザンカ（樹齢

350 年といわれる）がある。 

       

松葉ヶ谷根本道場の碑  山門から石灯篭と本堂 

６）長勝寺  創建は 1253 年  開山は日蓮 

 ここも日蓮の松葉ヶ谷法難の旧跡とされ、この地

の領主、石井藤五郎長勝が日蓮に帰依し伊豆に

流された日蓮が許されて鎌倉に戻った時、自分の

邸内に小庵を建て日蓮に寄進、一寺を造った。後

に京都に移った本圀寺の始まりとし、移転後廃寺と

なった跡地に日静上人が復興した。石井氏の氏名

を以って石井山（せきせいざん）・長勝寺（ちょうしょ

うじ）とした。 

境内には、東郷平八郎が寄進したといわれる高

村光雲作の日蓮像があり、周りに持国天、増長天、

広目天、多聞天の四天王を配置。その背後に本堂

（帝釈堂）が建つ。日蓮が帝釈天の使いである白猿

に助けられたことから、帝釈天ゆかりの霊場とされる。

その左手の一段高い所に祖師堂（法華三昧堂）が

あり、県重要文化財で鎌倉時代特有の五間堂とい

う建築様式の貴重な建物である。毎年二月十一日、

市川の法華経寺（加行所）で百日間の荒行を終え

た修行僧が長勝寺に来て頭から寒の水を浴びて仕

上げをする行事で有名である。 

 

・・以上で、今回の鎌倉散策の会は終わりです・・・・ 

 

あとがき  

 今回、散策の会で鎌倉と日蓮とを取り上げたが、 

鎌倉での布教の実態が私にはよくわからなかった。

その拠点が松葉ヶ谷に在ったことは確からしいが、

妙法寺・安国論寺・長勝寺のいずれもが日蓮が初

期の布教のため最初の 20 年ほどの間住んだ住居

（小庵、草庵）があった場所と伝えていて、それを示

す石塔がたっている。また、京都・山科の本圀寺の

元であったという話も二ヶ寺に残る。 

鎌倉に於ける日蓮の活動で確かなのは、松葉ヶ

谷に拠点が在ったこと、盛んに辻説法を行っていた

こと、『立正安国論』を時頼に提出したこと、他宗を

激しく攻撃したため厳しく排斥されたこと。妙本寺に

深く関わったこと、くらいか。 

 

・・・ 昼食会 ・・・・ 

散策の後、『松原庵』 （由比ヶ浜駅から徒歩 5

分）へ全員で向かった。予約を取らない店で、この

時期、鎌倉文学館のバラ園見物や早目のアジサイ

見物の主に女性客で盛況との事であった。行って

みると、雨にも拘らず満席で 30 分～1 時間待ちとの

事、幸い隣接の喫茶室が空いていたのでそこに全

員入って、コーヒーやビールなどを飲んで散策の疲

れを癒すことができた。 

45 分位してベランダ風の席に案内され食事が始

まった。ここは、そば会席の店で女性客が八割くら

いか。コースメニューを頼み、ビールやワインと共に

愉しみ、仕上げは蕎麦。以前に来たことはあるが、

まずまずの料理だった。昼食後、由比ヶ浜駅で解

散し、有志で鎌倉文学館へ。バラ祭りはもう終り頃

で花の状況が心配だったが、案の定、最盛期の 2

～3 割も咲いていただろうか。秋のバラ祭りにもう一

度来て頂ければ幸いです。      以上 

21 
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昨年 4 月に発生した一連の熊本地震から 1 年余

りが経ちました。私が熊本県へ赴任したのは、地震

から 2 ヶ月余り後の 7 月。阿蘇くまもと空港へ着陸

準備に入る飛行機から見下ろした益城の町並みは、

多くの屋根がブルーシートに覆われたままで、少し

ずつ平静を取り戻しつつあった街中のにぎわいとは

対照的に、これからの復旧・復興に向けた道のりに

思いを馳せるには、十分なインパクトでした。以下で

は、特に商工業に焦点を絞り、簡単ながら地震被

害への対応と教訓を振り返った上で、いま熊本県

が直面する供給制約と今後の展望にも触れてみた

いと思います。 

 

1．地震被害への対応と教訓 

地震による被害額については、昨夏までに、内

閣府や県が試算を公表して、報じられているところ

です*1。数ある被害の中で、県は商工業関係の建

物・設備等の被害に限っても 8,200 億円に上ると試

算。熊本に集積する半導体及び輸送機械関連企

業をはじめ県経済を支える主要産業の多くで工場

や製造設備の破損等が確認され、県内部品メーカ

ーの操業停止によって生じたサプライチェーンの寸

断は、熊本県のみならず全国の企業活動に影響を

及ぼしました。 

一方、1 日も早い復旧に向けた産業界の動きは

迅速かつ力強いものでした。「必ず熊本に戻る」と

いうリーダーたちの掛け声のもと、従業員が一段と

結束を固め、被災状況の把握に始まり、全社を挙

げた復旧作業への取組み、ときには地域や企業の

枠も超えた代替生産等によって急場をしのがれたと

聞いています*2。 

 

中には、いまなお復旧の目途が立たない、また、 

その途上にある方々も数多くおられることを考えると、

美談だけでは済まされないご苦労は計り知れないも

のがありますが、「自らも被災者である地元採用職

員の事業所復旧にかける熱意や自主性に頭が下

がった*3」という声にもあるとおり、少なくない関係者

が、有事に発揮された熊本のたくましい底力に勇気

付けられたのは確かです。 

行政サイドでは、国と県が連携し、地域の経済・ 

雇用の早期回復を図るべく、被災した中小企業等

の施設・設備の復旧整備を支援するため、復旧事

業に要する経費の一部を補助するいわゆる「グル

ープ補助金」等の支援策を打ち出してきました。利

用者の目線で、申請書類や手続きの簡素化に勤

めながら、スムーズな処理に向けて体制の構築やノ

ウハウの蓄積を進めています。 

1 年のときを経て、その間の調査を通して明らか

になってきたのが BCP（事業継続計画）の策定状

況と地震被害の明暗です。地震前に BCP を策定

済 みの大 企 業 からは、「想 定 した揺 れに対 して

BCP は有効に機能した」と受け止めた上で、「適正

在庫を持つことが必要」として更なる見直しに向け

た声が聞かれる一方*4、本年 6 月に内閣府が公表

した調査結果*5 によれば、中小企業で BCP を策定

している事業者は約１割に留まります。今後、地震

の際に有効であった取組みや新たに講じた対策、

望ましいが現時点では講じられていない課題等を

棚卸しして、被災の記憶と復旧の過程で培われた

知見が風化しないうちに、レジリエントな体制構築

に向けた官民の努力が重要となります。 

 

 

地域 

だより 

熊本地震から１年 

熊本県 商工観光労働部 新産業振興局  

産業支援課長 

末藤 尚希 
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2．供給制約 

  地震後、時間をかけて徐々に顕在化しつつある 

が、人手不足の問題です。地震前から、既に生産

年齢人口は減少基調にあった中*6、地震後の県外

転出が人口の社会減に拍車を掛けているとの見方

もあります*7。熊本労働局によれば、地震前の平成

28 年 3 月の有効求人倍率は 1.21（全国 1.30）、

新規求人倍率は 1.76（全国 1.90）と、いずれも全

国平均を下回っていましたが、昨年 10 月に記録史

上初めて熊本県の有効求人倍率が全国を上回り、

本年 4 月には 1.63（全国 1.48）を記録。こうした指

標の推移に限らず、被災した建物等の解体・復旧

工事により土木・建設関係の需要が旺盛で待遇の

改善も進む中、従来からの人手不足産業である小

売やサービス、介護に加えて、製造業等でも人材

確保が大きな課題となっているという声は日に日に

大きくなってきています。 

設備投資については、地震からの設備復旧もあり、

2016 年度は前年度を上回った一方で、設備投資

DI に目を向けると、復旧投資の反動もあり、先行き

は大きく低下するとの見通しが示されています*8。 

特に中小・零細の事業者にとっては、地震による

負担感が重くのしかかり、地震前から計画していた

成長投資への意欲が減退し、当面は見送るという

判断となることも考えられます。これは、人手不足と

も密接に関係しており、業容を拡大するため機械を

導入しようとしても、機械を動かす働き手がいないと

いう声も上がっています。 

 

3．今後の展望 

  供給制約を克服するのは決して簡単ではありま

せんが、翻せば、全国に先駆けてこれらの課題に

直面したことにより、いわば「課題先進県」として、対

応策を練る機会を得たともいえます。眼前の人手不

足への枯渇感は、潜在的な働き手の活躍の場の創

出と、生産性改善・体質強化に向けた改革の推進

力に変わり得ます。 

生産性の改善には、効率化に加えて、高い付加

価値の創出が欠かせません。本年の通常国会で成

立した「地域未来投資促進法」（改正企業立地促

進法）では、地域の特性を生かして高い付加価値

を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果

を及ぼす幅広い分野の事業をサポートするべく、設

備投資税制を中心とした事業環境整備メニューが

用意されています*9。特に熊本地震の被災地につ

いては、国税の特例措置の適用を受けるに当たっ

て要件が緩和されており、こうした被災地に向けた

政策的配慮も積極的に活用することで、地震後の

苦境にあっても、必要な成長投資を見極め、計画

通りに実行する「攻め」の判断の一助となることを期

待しています。 

 この１年余りの間は、行政による復旧投資補助や

金融機関の積極的な融資姿勢も背景に、県内の

倒産件数は低位で推移し、景況感も、復旧需要の

下支えで V 字回復してきました。しかし、その先に

向けた息の長い成長軌道へ乗るための取組みは、

まさにこれからです。 

 

 

*1：内閣府政策統括官（経済財政分析担当）「平

成 28 年熊本地震の影響試算について」 

   熊本県「平成 28 年熊本地震からの復旧・

復興プラン」（平成 28 年 8 月） 

*2：熊本県企業誘致連絡協議会「熊本地震 復旧

の軌跡」（2017, vol.31） 

*3：内閣府防災担当「企業の事業継続に関する熊

本地震の影響調査報告書」（平成 29 年 3 月） 

*4：熊本県企業誘致連絡協議会「熊本地震 復旧

の軌跡」（2017, vol.31） 

*5：内閣府防災担当「企業の事業継続に関する熊

本地震の影響調査報告書」（平成 29 年 3 月） 

*6：熊本県「熊本県人口ビジョン」（平成 27 年 10

月） 

*7：西日本新聞「熊本県人口 1 万 3015 人減 地

震 1 年」（平成 29 年 4 月 28 日朝刊） 

*8：公益財団法人 地方経済総合研究所「県内企

業の設備投資、2 年連続増加」（2017 年 1 月） 

*9：経済産業省地域経済産業グループ「地域未来

投資促進法について」（平成 29 年 6 月） 
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奈良の世界遺産をお訪ね下さい 

                     水口 裕介 

 

 奈良に住んで早や 43 年その間に近隣の寺社が世

界遺産に選ばれ我家にとって身近な存在になっていま

す。年始にはその中の一つ薬師寺にお参りして一年の

家族一同の無事をお願いしております。 

子供や孫が生まれればこれまたその一つ春日大社で無

事な成長をお願いしています。 

信心深くない私ですがその時ばかりは神妙な気分にな

ります。 

さて今回は、会員の皆様に奈良の世界遺産を紹介 

させて頂き一人でも多くの方に貴重な文化財を直接見

て頂きたいと思い非才を省みず書いてみました。 

 

奈良へのアクセス注意点とみどころ 

■関東方面から 

新幹線は京都駅で下車し近鉄に乗換え下さい。新幹線

から近鉄は同じ建屋内の移動です。特急は特急券 510

円が必要で急行に対する時間短縮は 15 分程度ですが

座席指定で快適です。JR 奈良線もありますが一部単線

のため本数が少ないです。 

■大阪以西からは複数経路があります。新大阪から路

線図を参考においで下さい。 

 

東大寺：近鉄奈良駅からバスもありますが鹿を見ながら 

20 分で歩くこともできます。この一帯が奈良公園です。 

南大門の運慶・快慶と定覚・湛慶作とされる二体の金剛

力士像が見るものを圧倒し、世界最大の木造建築大仏

殿と大仏様、二月堂から見る境内遠望は必見です。 

 

薬師寺：西ノ京駅から徒歩 1 分。西大寺から普通でも 2

駅 4 分です。本堂とは別にある玄奘三蔵院伽藍には 

平山郁夫画伯の大作壁画があり必見です。 

写経も有名で、手本の上に薄い半紙を重ねて写経しま

す。なお東搭は現在解体修理中で拝観できません。 

 

 

 

唐招提寺：薬師寺の北側に隣接しています。鑑真和上 

が盲目になりながら日本に渡来して開きました。 

 

法隆寺：世界最古の木造建築です。近鉄線から外れて

JR 法隆寺駅が近く路線バスが昼間一時間に 3 本ありま

す。近鉄奈良-JR 奈良はバスで 5 分です。 

昔教科書で見た宝物の実物を見ることができます。 

法隆寺

薬師寺

唐招提寺

春日大社

興福寺

東大寺大和
西大寺

近鉄
奈良

JR
奈良

法隆寺

天王寺

鶴橋

大阪

新大阪

京都

山陽
新幹線

東海道線

JR奈良線
近鉄京都線

近鉄橿原(かしはら)線

西ノ京

JR大阪
環状線

JR
関西本線

（大和路線)

あべの
ハルカス

大阪市営
地下鉄 木津

近鉄奈良線

難波

途中駅は省略しています．
奈良付近を拡大しています．

若
草

山

路線図

橿原神宮前

生駒山
642m

西九条

USJ

名古屋・東京

関西空港

JR
阪和線

南海電鉄

和歌山

駅

空港線

 

春日大社：東大寺から歩いてすぐです。御蓋(みかさ)山

麓に藤原氏により造営され今に続いています。最近補

修が終り創建当時の色彩が復元されました。 

公園/広場(一部世界遺産でないところもありますが。) 

 

若草山：東大寺から歩いて行ける芝生の山です。頂上

に登れば奈良盆地の眺望が広がります。 

 

 

 オアシス OASIS  ～憩いの時空間～    
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奈良公園：近鉄奈良駅から東方向に広がる公園です。 

明治時代に整備されました。鹿がその辺を散歩しており

鹿せんべいを見ると近寄って来ます。鹿の健康のため

人間の食物は与えないようにして下さい。 

春日大社境内西南の飛火野は広々としており比較的

人が少なく休憩に適しています。(ただし鹿の糞には注

意下さい。) 

公園内に「奈良国立博物館」があり仏像展等の興味深

い展示が行われています。 

 この他世界遺産以外にも趣のある寺院が多数ありま

す。奈良盆地南部には更に古い遺構が多数あります。

web-site で調べてお訪ね下さい。 

 

番外編 （奈良以外） 

あべのハルカス：JR 天王寺駅から徒歩 1 分です。 

近鉄グループが建設した日本一高いビルで、最上部に

展望台があります。 

天候が良ければ遠くは西方に明石海峡大橋、北方に

京都タワーが見えます。喫茶コーナーがあり、ゆっくりで

きます。混雑を避けるにはウィークデーが良いです。 

 

なぞなぞ編 

東京には、自立型電波搭として東京タワー、スカイツ

リーがありますが、大阪や奈良には電波搭がありません

なぜでしょう。 

答えは次の 3 つの中から選んで下さい。 

①大阪や奈良は資金不足で電波搭が建てられない。 

②高層ビル屋上にアンテナを立てたらなんとかいける。 

③大阪府-奈良県境に生駒山があるのでその頂上にア

ンテナを立てればいける。 

正解のヒントは路線図中にあります。 

   

 

飛火野から御蓋山(正面前方)と春日山(後方)を望む 

 

奈良観光について web site で調べても、いまいち

分からない場合はお気軽に下記の弊社アドレスにお問

合せ下さい。Analogmi@kcn.ne.jp   

 

 

 

           東大寺二月堂 

 

 

    二月堂から見た東大寺境内と奈良市街遠景 

 

 

           春日大社本殿 
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わが故郷、小千谷 （春＆夏） 

                      野中 敏夫 

 

小千谷（おぢや：OJIYA）は、日本本州の形状と相似

する新潟県のほぼ中央に位置し、大河である信濃川が

その土地を東西に分断するように滔々と流れている。 

 

◎なぜ、小千谷（おぢや）か ? 

この疑問は小生も幼少のころ抱いていた疑問であっ

た。当時はなかなか自分で調べることもできず、結局、

（小千谷生まれの）母親に率直に聞いた。「なんで、小

千谷（おぢや）なのか ?」、答は「小さな谷が千もある土

地だから」であった。まさに回答（快答‼）一発であった。

要は起伏の多い盆地だったのである。「おじや」ではなく

「おぢや（小千谷）」である由来もここにあった。 

◎旧町名の由来 

確かに、小学生時代にはまだ旧町名が使われていた

ので、上記小千谷に纏わる町名があったことを今さらな

がら記憶している。思い出すまま挙げると、「千谷（ち

や）」「千谷川（ちやがわ）」「天竺（てんじく）」「山本（やま

もと）」「川岸」「地獄谷（じごくだに）」「山谷（やまや）」「上

ノ山」などであるが、「平成」時代になってから、町名変

更があり、「平成町」「城内町」などに変わってしまったの

は、団塊の世代としては、惜しい感がなくもない。 

◎話は変わり、ときは春から夏 

長い冬（雪国）から解放されたように、小千谷の春は、

梅も桜もほぼ同時期に咲き、そして、夏は盆地特有の

「くそ暑い夏」となる。この「くそ暑い」は、例えば、長野県

のような高原の「さわやかな暑さ」とは異なる高湿度を意

味する。 

     ＊        ＊        ＊ 

今回は、このような小千谷の「くそ暑い夏」を克服する

かのような小千谷の「錦鯉」と「牛の角突き」を紹介する。 

◎錦鯉の里おぢや 

周知のように「錦鯉」は鑑賞魚で「泳ぐ宝石」といわれ、

今や小千谷の輸出産業でもある。成長した商品である

「錦鯉」が一般に知られているが、実は商品になる錦鯉

にするまでの交配・養殖（生産技術）工程には、当然な

がら、「不良品」の錦鯉も出るのは当然である。以前帰

郷した折に、知人の錦鯉養殖業のお宅で「錦鯉のから

揚げ」をご馳走になったことがあった。まぎれもない「錦

鯉の稚魚（の不良品）」であった。おそらく現在でも「錦

鯉の稚魚のから揚げ」はそう簡単に口に入らないだろ

う。  

時は移り、今頃（5 月の情報によれば）、小千谷市産

業開発センター内の「錦鯉センター」には、写真１．のよ

うな、「錦鯉とカルガモ親子」が鑑賞された。 

 

写真１．泳ぐ宝石錦鯉とカルガモ親子 

 

◎牛の角突き 

さて、もう一つ、「国指定重要無形民俗文化財」の「牛

の角突き」を紹介する（写真 2．）。これも子供のころの記

憶が蘇る。小千谷の角突き牛を持つ農家には、角突き

牛（鋭利で大きな角を持つ）が納屋の中に暮らしていた。

先ほどの錦鯉の「知人」宅にも同様な角突き牛が堂々と

納屋にいた。そして、角突き牛にもランクがあり大相撲と

同様に「横綱」「大関」等のランク付けがあった。さすが

に「横綱」ともなると、立派な角と頑強な体格であった。 

 

写真 2. 「牛の角突き」 

牛の角突きの勝負は、負けを感じた牛が戦意を失っ

た時点（逃げる素振）で決まる。その判断は牛に付添っ

て参戦する「勢子」が行い、小生の記憶では、流血の戦

いはほとんど見たことがなかった。ある意味では「潔い戦

い」でもあるといえる。 

 

◎おぢやファンクラブ 

今回の写真は、小生が加入している「おぢやファンク

ラブ」からの会員配信情報の中から選択掲載しました。 

 

おぢやファンクラブ会員証 

 

 

なお、次回は、小千谷（秋＆冬）の予定です。 
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シンガポールと私（その 3） 

―シンガポールで出会った音楽たち― 

 

喜田 祐三 

 

シリーズ第 3 回目の今回は、「シンガポールで出会った

音楽」について書いてみましょう。私は音楽が好きです

から約 8 年間の赴任中によい音楽がシンガポールに来

たら、必ず聴くように努めました。 

 

（1）シンガポール交響楽団とコンサートホール 

1995 年の赴任以来、私はシンガポールで音楽に飢

えていました。あるとき、シンガポールに本格的なオーケ

ストラがあることを知りました。その名は「シンガポール交

響楽団(SSO)」（写真 1）です。ほとんどのメンバーが欧

米人、そして 10 人ほどのシンガポール人と日本人はトラ

ンペットの池辺さん一人でした。 

 

（写真 1）シンガポール交響楽団 

早速、SSO の会員に登録して、毎月の定期演奏会を

聴きました。当時のシンガポールの最大のコンサートホ

ールは Victria Concert Hall(VCH)というホールでし

た。VCHは1860年に英国のヴィクトリア女王が亡くなっ

た時の追悼記念に建てられたメモリアルホールですが、

1901 年に音楽用のホールが増築されたのが現在のホ

ールです（写真 2）。内部は総大理石で椅子は教会のよ

うに固い木製で、音が強く反響して、決してよい音楽を

聴くようなホールではありませんでした。 

 

(写真 2)ビクトリア・コンサートホール 

100 年後の 2002 年にマリナベイ沿いに本格的なコンサ

ートホール「Esplanade Concert Hall(ECH)」が建設

されました（写真 3）。帰国直前の 2002 年 10 月に ECH

で聴いたシンガポール交響楽団の演奏は同じオーケス

トラとは思えないほどの、感動的な音だったのを忘れま

せん。 

 

（写真 3）Esplanade Concert Hall 

東京には、素晴らしいコンサートホールが沢山ありま

す。しかし、当時のシンガポールには VCH しかありませ

んでした。音楽はオーケストラの実力と同時に演奏する

ホールの音響が優れていること事が必要だと痛感しまし

た。 

（2）日立交響楽団の来星 

1997 年 10 月、日立製作所の交響楽団（Ｈ響）がシン

ガポールに来ました。Ｈ響も相当な実力を持った交響

楽団です。日立中央研究所時代の私の先輩たちの数

人がＨ響のメンバーです。演奏は大理石の VCH で強

い反響の中で聴きました。演奏会のあと、先輩と旧交を

深め「オーキッドガーデン」にご案内しました（写真 4）。 

 

（写真 4）日立製作所交響楽団（Ｈ響）の皆さん 

（3）早稲田大学交響楽団の来星 

1998 年 2 月、私の母校である早稲田大学の学生交

響楽団がシンガポールで演奏会をしました。大学のオケ

とは思えない素晴らしい出来栄えの演奏会でした。 

（4）早稲田大学グリークラブＯＢ合唱団の来星 

1999 年 11 月に母校、早稲田大学のグリークラブＯＢ

合唱団が「シンガポール稲門会」の招きで来星しまし

た。歓迎会を兼ねた前夜祭は東海岸高速道路（ECP）

沿いにある海鮮料理店で行われたが、私も主催側の一

人として出席しました。食事が終盤に近づいたころ、突

然、メンバー全員が一斉に立ち上がり、「都の西北」を歌
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い始めました。深く厚みのある男声合唱団独特のハー

モニーが ECP エリア一帯を包み込み、大勢の人々が感

激の面持ちで集まってきました。私は感激のあまり「鳥

肌が立つとはこういう事か」と感じました。 

翌日の本番は「シンガポール日本人会」の多目的ホ

ールで行われました。演奏は本当に感動するものでし

た。演奏は昼と夜と 2 回行われましたが、夜の部でグリ

ークラブＯＢから記念の盾が「シンガポール稲門会」に

贈られました。私が同稲門会を代表して記念楯を受けま

した（写真 5）。 

 

（写真 5）「早稲田大学グリークラブＯＢ合唱団」 

から記念楯を受ける筆者 

演奏会終了後に日本人会ロビーにメンバーが集まっ

て声高らかに歌ったロビーストーム「紺碧の空」が日本

人会の高い天井と会館全体に響き渡り、それは素晴ら

しいものでした（写真 6）。 

 

（写真 6）「紺碧の空」のハーモニーがロビーに 

広がる 

ロビーストームを 2 階の手すりから私と並んで見てい

た当時の在シンガポール日本国全権大使「橋本宏さん

が、歌が終わると同時に、大声で「ブラボー」と叫びまし

た。この演奏会は在星する多くの日本人に感動を与え

ました。 

 

最近、想うこと 

                 佐藤 正幸 

 

 私は、2002 年まで日立製作所の半導体事業部で、

LSI のテステシング業務をしていました。私の座右の銘

は「構想 3 年 苦節 3 年 開発 3 年」である。2002 年に

日立の半導体事業撤退の際、リストラクチャリングによ

り、日立を退社しました。その後、転々と会社を変わりな

がら、継続的に研究開発をしています。 

 

最近は、ひょんなことから、人工知能応用も視野に入

れた再構成デバイスの研究をしています。日立を辞め

てから、早や 15 年が経ちますが、半導体産業の状況も

含め、最近、想うことを書きたいと思います。 

 

 日立では、長らくテスティングをして、いろいろな開発

をさせていただきました。その当時の日立半導体事業

部幹部の方のご支援に感謝したいと思います。最後に

開発したのが、仮想テスタです。テスティング業務は、半

導体開発業務の中では、3K 職場の一つで、設計が開

発してきた製品を、お客様に届けるために、休日夜間を

問わず、デバック作業をしなければなりませんでした。そ

の頃は、30 名ほどのエンジニアを面倒見ていましたが、

テスティング・エンジニアの将来に不安を感じました。も

う少し楽に仕事をさせられないか。製品が出てくる前に、

テスティングの仕事が出来る環境が出来ないかと思い、

仮想テスタ技術を構想して、開発に当たりました。 

 

 仮想テスタは、テスタをコンピュータ上に表現構築し

て、設計データと併せて事前デバックする技術です。テ

スタも、半導体装置なので、コンピュータに表現できると

思い、開発しました。いろいろ苦労しましたが、テスタ言

語からテスタを構築する技術を見出し、且つ、大幅にテ

スタ・コストを下げられる見通しを得ました。その技術を、

1999 年のセミコン・ジャパンにて、テスティングのパラダ

イミシフトとし、提唱させていただきました(図 1．)。仮想

テスタを TOA(Test On Auto Test Equipment)と称

し、ボード上の FPGA にテスタを構築し、低価格なテス

タが開発できる技術 TOB（Tester On Board）を提案

した。また、将来的には、TOC(Test On Chip)を予想し

た。また、その後、TOC を実現するために、現在は再構

成デバイスを研究しています。 
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この技術について、自信を持って進められたのは、哲 

学的があります。言語学の中で、ソシュール言語学で

は、言語の二義性を唱えています。言語には「意味す

るもの」(シニフィアン)の側面と「意味されるもの」

(シニフェ)の側面があるとしています。要は、言語

は書かれた文字と言う側面と、それが意味される構

造が伴っており、その構造が共通認識として把握さ

れて、人間はコミュニケーションをしているとして

います。テスティング・エンニアも、テスタ言語を

シニフィアンとして、シニフェの構造を認識してい

る訳です。その為に、優秀なテスティング・エンジ

ニアであれば、設計言語を使いコンピュータにテス

タが表現できる訳です。そして、優秀なテスティン

グ・エンジニアにて、仮想テスタが実現しました。  

 

それに加え分かった事は、必要なテスタ言語だけ

を記述すれば、テスタの規模が 1/100 化されること

です。それを再構成可能なデバイス FPGA に、テス

ト毎記述搭載すれば、安価なテスタが構成できます。

これが、TOB です。1 億円するテスタを 1/10 の 1

千万円にすることができます。 

 

 この TOB を提唱した当時は、誰も信用していた

だけなく、苦労しました。テスタ業界も、テスタの

価格破壊を起こすとして無視されました。使ってい

ただけたのが、現在の東芝メモリでした。東芝メモ

リは、フラッシュ・メモリのコストを 3 年で 1/10

化できる技術があれば投資をするとして、私のパラ

ダイムシフトを受け入れていただきました。 

 

その後、量産に使われたと聞いています。東芝メ

モリはパラダイムシフトした訳です。ですが、パタ

ダイムシフトもしなかった本体から、最近、切り出

されようとしているのは、何とも皮肉な話です。 

 

 TOB の開発の後、TOC を実現すべく、チップ内

に搭載できる再構成デバイスの研究をし始めまし

た。一般的な再構成デバイスである FPGA はロジッ

クですが、故障救済が出来るメモリに着目して、 

メモリでロジックを搭載する方式の研究を初めまし

た。ここでも、メモリで何でロジックを構成するの

か、分からないとして、また、構想 3 年苦節 3 年を

経験しました。最近、やっと開発に漕ぎつけ、世の

中に提案できる見通しを得ています。 

  

そこで出会ったのが人工知能でした。図２．に

2014 年の半導体ロードマップ委員会のワークショ

ップにおける東京大学松尾先生の招待講演資料の一

部を示します。 

 

人工知能では、グーグルの猫が有名ですが、猫の画

像はシニフィエで、それを深層学習で認識させ、シニフ

ィアンの語に対応させることで、深層学習が認識してい

るとされ、現在の人工知能のブーム（第 3 次人工知能ブ

ーム）を作ったとされています。深層学習を始めとする機

械学習は古くから研究されていますが、語に対応したこ

とで、人間とコミュニケーションが出来るようになったので

しょう。このように、人間は言語で世界を認識し、コミュニ

ケーションしていることを、再認識できました。これが、現

在人工知能も含めた再構成デバイスの研究をし始めた

理由です。どうも、また構想 3 年苦節 3 年の人生を歩み

そうです。 

  

テスタは人間が考えて作った装置です。多くのユー

ザーに使っていただくために、テスタ言語があります。コ

ンピュータも、人間が考えて開発した装置です。その関

係から言えば、コンピュータも、プログラム言語から、構

築可能です。メモリでロジックを構成する手法にしたこと

から、設計の世界でもパラダイムシフトが起こる予感がし

ませんか。 
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本誌（94 号から 96 号）では、「IoT と半導体」を

テーマに取り上げ、その背景や市場動向、とくにコ

ア技術として AI（人工知能）について解説し、AI

実行のためのエッジコンピューティングについて技

術的側面とビジネス的イノベーションについて論説

してきた。今号ではロジック回路を中心に、IoT 取

り組みに関する米国および日本の現状、問題点、今

後の期待について論じ、このテーマの最終回とした

い。 

    米国における IoT デバイス開発状況 

2016 年の世界半導体市場規模は過去最高を記録

した。IoT、AI、さらに AR（拡張現実）や VR（仮

想現実）、自動運転といった新しい市場が拡大してき

たからで、2017 年も引き続き好調に推移している。

AI はじめ高性能コンピューティング関連で最近の

市場を牽引している米 NVIDIA 社も、業績の好調ぶ

りを発表している。GPU Technology Conference

（2017 年 5 月 8～11 日、Silicon Valley）の会場で

は、同社の取り組みについて「ここ数年、AI は『科

学のすべての部分』に食い込んできた。すでにガン

研究からロボティックス、製造現場、金融サービス、

不正検出、さらにインテリジェントビデオ解析など

におよぶほとんどの応用分野で不可欠なコンポーネ

ントになってきた」と述べていた。同社はまた、ト

ヨタとは AI 技術で、パナソニックとはディープラ

ーニング技術で連携も図っている状況である。 

       日本における IoT デバイス開発状況 

IoT の分野では米 Xilinx 社、Altera 社、そして

NVIDIA社といった米国企業が圧倒的に優勢である

ことは否めない。では、日本におけるデバイス開発

の取り組みはどのような状況なのだろうか。 

(1)ルネサスエレクトロニクスは動的再構成可能な

プロセサアレイ「DRP」（Dynamic Reconfigurable 

Processor）を前面に打ち出している。動的再構成技

術は 1990 年代初頭に提案された技術で、各社が研

究してきた。IoT では、多品種で QTAT（Quick Turn 

Around Time）設計が求められる分野が多く、ここ

にきて、その有用性が再認識されてきた。「FPGA

よりも高速で低消費電力。しかもマイコンに比べて

柔軟性が極めて高い」といった利点があるためであ

る。 

FPGA の多くは、あらかじめ作り付けられたセレ

クタ回路の制御信号をプログラム化することでユー

ザ論理を実現している。これに対して「DRP」は図

1 のようにあらかじめ作り付ける回路を 8 ビットな

ど粗粒度の ALU（論理演算回路）にしている。その

ためユーザ論理構成のためのデータ量が激減し、論

理構成時間が激減する。究極はクロック１サイクル

で、たった１個のチップの機能を何通りにも自在に

変えられる。しかもチップ電源を落とさずに変更処

理ができる。プログラマブルデバイスであるから、

冗長回路・冗長配線に起因する処理速度や面積効率

の劣化などの宿命的な欠点がある。しかし、処理上

の自由度として時間軸を含めることで、これらの欠

点を事実上回避することが可能となる。つまり、複

数チップ間のデータ交換が不要になることから、該

当「DRP」を含むシステム全体のスループットが向

上することになる。  「CDMA 処理では 12 種類

の論理再構成を動的に行い、わずか 33MHz でも対

『Pentium Ⅳ』比で数倍の高速化が図れた」との報

告もある。AI の処理では、convolution や pooling な

どディープラーニングの各処理フェーズごとに論理

構成を変更すれば限られたハードウェア資源で大規

模なデータを扱うことが可能になる。 

ルネサスでは、米 Google 社 の「Tensorflow」な

どを用いて設計したディープラーニング情報から

「DRP」を構成する AI 設計環境「e-AI」を提供し

ており、本格的に AI の分野に参入しつつある。 

 

    

論理構成用
データ 1

ALU array 

論理構成用
データ 2

SRAM
・・・・・

選
択
回
路

図 1 動的再構成デバイスDRP
 

(2)太陽誘電とテスト・リサーチ・ラボラトリーズ社

（東京、吉田英明社長）が開発している「MRLD」

（Memory Based Reconfigurable Logic Device）も

面白い。図 2 のように論理回路だけでなく、配線も

SRAM だけで実現する全く新しい構造をもつ。組み

☆ 委員会報告☆ 
IoT と半導体（４） 

論説委員会 
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合わせ論理の入力をアドレス addr 2 および addr 3

にし、対応する出力を out 2 とする。データとかち

合わないように配線用にアドレス addr 1と出力 out 

1 を割り当てれば、該当 SRAM を貫通する配線が実

現できる。実際には 8 入力 8 出力の SRAM を大量

にもち、各 SRAM の出力側にフリップフロップ回

路を配置し、SRAM 間の配線は固定にしている。開

発者によれば、「FPGA と比べて、スピード、消費

電力の点で優れ、構造上ニューラルネットワークと

の親和性に優れている」とのこと。 

図 2 MRLDの基本構造

1

2
3

addr 1
addr 2
addr 3

out 1

out 2

addr 1 addr 2 addr 3 out 1 out 2
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1

SRAM

配線情報

論理情報

(3)ベクトロジー社（横浜市、篠田義一社長）は、

FPGAを使い切る高性能コンピューティングを提案

している。CPU＋GPU のシステムでは、CPU と

GPU が頻繁に通信を行う必要があり、その通信がボ

トルネックとなり、処理時間を高速化できない。一

方で、FPGA は CPU から自立して多様な計算を並

列して実行でき、CPU との通信は必要最小限で済む

利点がある。つまり 1 つの CPU で多くの FPGA を

動作させることができ、GPU のシステムよりも拡張

性が優れる。「FPGA コンピューティングの演算能

力は、GPU の 10 倍から 100 倍になるだろう」と語

る。ユーザのアルゴリズムを FPGA に最適化し、

FPGAを使い切る形で実装するビジネス展開を試み

ている。 

    IoT に関する取り組みと問題点 

各国とも経済成長戦略の鍵となっている IoT であ

るが、米国の IIC（GE、IBM、CISCO、AT&T、Intel

社）と OpenFog（ARM、Dell、Microsoft 社）、EU

の Industry 4.0、そして日本の IoTAC、と産業界を

中心にコンソーシアムの活動が開始された。また日

立の「Lumada」、GE の「Predix」などが IoT シス

テム構築用のプラットフォームとして提供され、ビ

ジネスの展開が始まった。一方アカデミアとして本

格的に取り組んでいる大学もある。米国の代表とし

て UC Berkeley の SWARM Lab.を挙げると、1012

個のデバイス接続、ミリ秒から年までの時間スケー

ル、人間サイズから地球サイズまでの空間スケール、

という 3 つの視点を踏まえ、プラットフォーム、設

計・モデリング・検証、人間と IoT 融和、そしてデ

バイス技術など IoT 全般にわたる多角的な研究・開

発を始めている。また日本では坂村健東大元教授が

「TRON」をベースにした IoT システムを構築し、

すでに高速道路異常検知などに適用してその有効性

と実用性に関する実証実験を始めている。 

このように IoT システムにおける日本のステータ

スは決して他国に遅れていないように見えるが、懸

念材料もある。前述した日本の IoT コンソーシアム

メンバーには半導体メーカの名前が無いことからも

分かるように、システム開発側と半導体開発側の密

な連携がうまく行くのか心配される。     

昨年から始まった「Society 5.0」というイニシア

チィブの下、産官学の総力を結集し、システム開発

側と半導体開発側とが連携して一丸となって進めば、

世界をリードする IoT 社会の実現も可能になると思

う。 

 

まとめ 

AI はじめ高性能コンピューティングの広範囲の

アプリを積極的に展開している NVIDIA 社に続い

て、Google 社および Microsoft 社がインテリジェン

トアプリ開発に向けた製品、サービスを打ち上げ、

熱気の高まりを感じさせている。一方、日本でも得

意とするマイコン、MPU に AI をインプリメンテー

ションする技術によってエッジ側の機器にインテリ

ジェント化を図ることや新たなアルゴリズムや演算

能力を大幅に向上させる工夫が提案されている。

IoT の時代を迎え半導体分野だけでなく電子部品メ

ーカの積極的な事業戦略、異業種との M&A は今ま

でにない動きである。              

今回でテーマ「IoT と半導体」を最終とする。SSIS

がもつ豊富な知見と経験を活かし、実績のある半導

体教育や STaP プロジェクトとの連携、多くの業界

チャネルと合わせ IoT 関連新興企業へのアドバイス、

公共団体への積極的な参画を進めていきたいと考え

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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  第 60 回日立 OB 美術会展の鑑賞会 

 

1．概況 

 

1) 例年、春と秋の年 2 回、日立 OB 美術会展が開催

されているが、今春で節目の第 60 回を迎えた。 

    この美術会には、113 名にも及ぶ多くの日立 OB

が会員として加入されているが、今回は 79 名の

会員の方々による 114 点の作品が出展された。 

＜第 60 回日立 OB 美術会展＞ 

◆会期：2017 年 4 月 3 日(月)～9 日（日） 

◆会場：「ギャラリーくぼた」 東京都中央区京橋 

 2) この画廊は、JR 東京駅の八重洲南口から降りて、 

東方向に八重洲ブックセンター、明治屋に向かい 

中央通りをよぎって、みずほ銀行を少し過ぎたとこ 

ろにある。この界隈には、画廊や画材のお店が点 

在している。 

3) SSIS では、文化活動委員会の企画とアレンジに 

よって昨年に引き続いて、鑑賞会が催された。 

   ＜SSIS 会員の鑑賞会＞ 

◆日時：2017 年 4 月 4 日(火)  

午後 3 時 30 分～5 時 15 分 

     ◆ 参加者  10 名  （敬称略) 

喜田祐三、伊藤 達、石川静香、内山雅博、 

高橋令幸、田辺 功、野澤滋為、山﨑俊行、 

島 亨、藤井嘉徳 

 

2．美術展の作品群のご紹介 

 
 1) 展示された絵画は、国内外の風景、静物や人物、 

   工芸デザインなどを題材とし、描く手法も、油絵、

水彩画、パステル画、ガラス絵など、実に広範囲に

わたっており、訪れた多くの人々がこの美術会の 

   絵画鑑賞を堪能した。 

2) 出展者の画風としては、写実主義、印象派、抽象 

  画志向、超レアリズム、幻想タッチ、メルヘン調など 

  実に多彩であり、また、プロの画家顔負けの絵筆の 

  巧みなスキルを如何なく発揮された作品も多くあり、 

  そこには驚きと感動があった。 

 

 

3) 喜田祐三氏(前人材支援委員会委員長)は、美術の 

ジャンルにおいて 10 年を超える長きにわたり、鑑賞 

会の世話役（事務局長）を務められ、本美術展へは 

毎回数点の出展がある。 

昨年 9 月には、このギャラリーにて「第 5 回喜田祐三 

油画展」と題する個展も開催されている。 

4) 喜田氏は、これまで国内外を問わず、波止場や艀 

（はしけ）の港町、屋台や居酒屋の賑わい、街の夜景

湖畔のレストラン、河を架ける橋、聖堂などの建造物

の風景画や、すみれやひまわりの静物画、自画像な

ど幅広いモチーフで作品を手がけられているが、本

紙面では、今回出展された同氏の絵画を掲載した。 

5) 同氏のいずれの作品にも、明度の濃淡とか、彩度の 

コンビネーションや色相のグラデーションの創意工 

夫が随所にちりばめられており、被写体から感じら

れる研ぎ澄まされた心象風景が底流に横たわってい

る。惜しいかな、定期刊行誌 ENCORE の印刷版が

モノクロなのは残念ではあるが、この点は、SSIS の

Web トップ頁の「会報 ENCORE」の展示を訪問され、

感じとっていただければと願う次第である。 

(A) シンガポールの反戦壁 

      （B）ダッハウ強制収容所の呪い 

 

☆ 委員会報告☆ 
日立OB 美術会展の鑑賞会 

     文化活動委員会  藤井嘉徳 
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(C) ホロコーストの虚構 

 

1) （A）（B）(C) 3 点は、反戦をモチーフとした異色の作

品群であるが、いずれも平和への願いが込められて

いる。 

2) (B)の作品では、鉄格子の向こうに束縛された風景が

拡がり、(C)の作品には、壁に封じ込められた空虚な

閉塞感が重苦しく漂い、(A)の作品には、壁や木簡

に込められた言葉による戦争への怒りの声や平和

への祈りが込められている。 

 

3．懇親会の団らん   

 

1） 絵画の鑑賞後は、「八重洲 うおや一丁」という居酒 

  屋に場所を移し、内山雅博氏と当日の主役の喜田  

  氏を幹事とする、くつろぎの懇親会が開催された。   

肉、魚や野菜の食材に加えて、アルコールが入り、 

ほろ酔いぎみにで、よりいっそう賑やかな気分に 

なり、ちょっとした文化人の気分で会話が弾んだ。 

2）Art speaks louder than words across borders 

たとえ言葉が通じなくても、音楽や絵画は、国境を

越えて、人々に感銘や感動を与える。言葉の通じる

同じ国内ならば、なおさらのこと、相通じる共感の

会話に和みの響きが伝わってくる。 

            歓談風景－1－ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

          歓談風景―2― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          歓談風景―3― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          歓談風景―4― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          歓談風景―5― 
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新入会員(2017.4.1～2017.6.30) 
 個人会員（ご入会順、敬称略） 

  大西 力、アルフレッド グバーラ、外所和博、 

鈴木洋子 

 賛助会員（ご入会順、50 音順） 

  D&X(株)、ベリフィケーション テクノロジー(株) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

4～6 月実施行事 
4 月： 13 日 SSIS フォーラム 

 20 日 理事会／執行会議 

25 日、26 日 九州工場見学会 

26 日 第 15 回オープンゴルフ 

5 月： 13 日 趣味の会（絵画鑑賞 新世紀展） 

18 日 執行会議 

25 日、26 日 春季半導体入門講座 

26 日 趣味の会（鎌倉散策の会） 

6 月：  1 日、2 日 春季アドバンスト講座 

  9 日 趣味の会（川越散策の会） 

 15 日 理事会／執行会議 

 22 日 諮問委員会 

 
諮問委員会を開催しました 

6 月 22 日 新宿文化センター第 2 会議室において

2017 年度の諮問委員会を開催いたしました。 諮問委員

6 名、理事・監事 9 名の計 15 名の出席をいただきました。

第 1 部の会議は会員数・財務状況、20 周年記念行事計

画、およびシリコンバレーツアー等の報告に対し、諮問委

員の皆様からさまざまの貴重なご意見を頂きました。第 2

部の懇親会は大いに盛り上がり暫し楽しい時間を過ごさ

せていただきました。 

 

SSIS 設立 20 周年記念式典のお知らせ 
SSIS は来年 1 月、設立 20 周年を迎えます。現在、執

行会議において議長の吉澤六朗氏を中心に記念行事の

計画具体化を進めています。逐次ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

<記念行事の概要> 

1．開催期日：2018 年 2 月 22 日（木）13：30～20：00 

2．会場：学士会館 

3．式次第 

      社員総会 13：30～15：00 

      記念式典 15：45～16：45 

      記念講演 17：00～18：30 

      祝賀会   18：40～20：00 

 

今後の行事予定 
7 月：  7 日 趣味の会（入谷朝顔市） 

18 日 監査役会 

20 日 執行会議 

26 日 SSIS フォーラム 

8 月： 24 日 理事会／執行会議 

 31 日 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム 

9 月： 21 日 執行会議 

 28 日 賛助会員連絡会 

 28 日 SSIS フォーラム 

 

ご寄付芳名（敬称略、50 音順） 

一般寄付 

2017 年 4 月(96 号)掲載以降、2017 年 6 月 30 日ま

でに下記の方々からご寄付を頂きました。紙面をお借

りして御礼申し上げます。 

相澤満芳、小川洋史、河崎達夫、中澤修治、 

長沢幸一、藤澤良次、松元光義 
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