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日本は技術力で勝っても、ビジネスになると負けて

しまう － これまで幾度となく耳にしてきた言葉です。

私たちの周辺でも、例えば、液晶パネル産業、太陽

光パネル産業でアジアにリードを奪われたとき、この

言葉がため息と共に聞こえてきました。

日本が本当に技術力で勝っていたのか、という議

論は横におくとしても、ビジネスになると不得手なのが

日本人なのでしょうか。私はそうは考えていません。

エレクトロニクス業界においても、1980 年代の日本

は、Walkman を発売し、DRAM でインテルを退け、

ノートパソコンで世界をリードしたのです。当時の欧米

諸国は、今、日本がアジア諸国に抱いているのと同

質の脅威を日本に対して感じていたに違いありませ

ん。

海外の不動産を買いあさり、タイムズスクエアの広

告塔を独占していた日本人は、ひたひたと迫る韓国、

台湾、そして中国の足音に気づいていなかったので

しょうか。あるいは取るに足りないものとして無視した

のでしょうか。いずれにせよ、振り向いたときにはアジ

アはすぐそこまで迫っていました。

特定の製品分野をリードし続けることには限界があ

ります。それはインテルが DRAM ビジネスを去ったこ

と、アップルコンピュータが IBM の参入で赤字に転

落したことでもわかります。無敵艦隊も敗れるときが来

るということです。

しかし、インテルもアップルもただ退いたのではあり

ません。競争が激化した市場から、まだプレイヤーも

少ないブルーオーシャンに舵を切り、さらに大きな成

功を収めたのです。インテルの場合、それは MPU 市

場であり、アップルの場合はデジタルオーディオプレ

イヤーから発展したスマートフォン市場でした。ここに

本当の日米の違いがあるのではないでしょうか。

私は前職で米国の駐在

が長く、また米国企業との

合併にむけた業務のすり

合わせを担当してきた経

験から、日本型と米国型

の意思決定プロセスの違いを目の当たりにしてきまし

た。日本型は、合意形成の長い道のりを経て方針を

決定すると、これを一丸となって追求するというプロセ

スで、ポンチ絵で表すと図 1のようになります。米国型

は、強力なリーダーシップによって方針が即決され、

不十分な検討に起因する不具合や失敗が発生する

たびに、後戻りと方針変更を繰り返しながら前進する

というプロセスで、図 2 のようなイメージです。

1980 年代当時は、日本式の集団で時間をかけて

合意を形成し、あとは一気に先行する欧米勢をごぼう

抜きする勝利の方程式が成立していたのでしょう。日

本企業の躍進がそれを裏付けています。しかし、今

世紀に入るころから状況が変化したようです。

  ビジネスに科学が導入され、多様なデータが分析

されるようになり、方針の評価と修正のスピードが上が

ったことがその理由です。あるいは、コンピュータとソ

フトウェアの進歩により、こうした作業の効率が劇的に

向上したためかもしれません。強力なリーダーシップ

による決断を、実行しながら科学的なデータ分析によ

って修正することで、上述の日本式プロセスを上回る

ビジネスの成功カーブが達成されるようになったので

す。

  ここで重要になるのは、変化を恐れない大胆な決

断であり、この実行からデータを収集し分析する科学

力であり、修正を失敗と捉えない思考です。それが

21 世紀の日本にあったのかを議論すべきでしょう。
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  日本の DRAM 産業が韓国との競争にさらされたと

き、各社をひとつに束ねて規模の力で対抗するという

シナリオが唯一の解だったのでしょうか。東芝がフラッ

シュメモリへ転進したように、新たなブルーオーシャン

は見つけられなかったのでしょうか。

  SiC を選択した企業は、その決断の修正を、スピー

ド感をもってできたのでしょうか。スマートフォンをデフ

ァクトにできたのは何故アップルで、日本メーカーで

はなかったのでしょうか。なぜ今でも総合電機メーカ

ー各社はパソコンを作り続けているのでしょうか。

  もちろん、これは自分のことは棚にあげての「たられ

ば」の話です。しかし、ビッグデータの利用、AI の発

展により、ビジネスの分析評価のスピードと精度は急

速に改善されています。ほかに先駆けて打って出て、

それをどんどん修正してゆくプロセスが、科学力によ

ってサポートされる時代になったという認識をぜひ持

っていただきたいのです。そして、それを実践してゆく

ことが、あらゆる産業、そしておそらくはエレクトロニク

ス産業においては特に生命線になると私は強く感じ

ています。

  日本の高い技術力をもってすれば、まさに技術で

勝って、ビジネスで勝つこともできるはずです。

私たちを取り巻く環境は、発足当時から今日までの

半導体市場、日本の社会環境は大きく変化していま

す。
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  はじめに

本講演に先立ち、山口先生が出版された書籍と、

ご自身の経歴、及び研究内容についてのご紹介があ

りました。尚、本稿は講演で公開されたスライド資料の

中から数点を掲載させて頂き、そこに先生の講演で

のコメントを添えるという形で、編集委員の大森がまと

めさせて頂きました。

（参照書籍：イノベーションはなぜ途絶えたか

        －科学立国日本の危機：ちくま新書）

講演要旨：4 月 16 日（月） 林野会館にて

かつて「半導体立国」として世界を牽引した日本の

科学とハイテク産業の凋落が著しい。経済の停滞にと

どまらず、原発事故のような社会への大打撃を招きか

ねないイノベーションの喪失。その原因は企業の基

礎研究軽視のみならず、政策的失敗にもあったことを

ベンチャー支援策に成功した米国との比較から解明

する。さらに科学の発見からイノベーションが生まれる

原理を明らかにし、日本の科学とイノベーション復興

に向けた具体的な処方箋を示す。

1. 日本の科学やハイテク産業の凋落

上図より、日本の学術論文数が21 世紀に入ってか

ら、ずっと足踏みをしているという事実です。その内訳

を 100 の主要な学問の分野別に見てみると、61 分野

で減少しており、39 分野で増加しています。

では、どの分野で論文数が減少しているかが問題

です。そこで、次の図をご参照下さい。

目立つのは、物理学・材料科学・生化学・分子生

物学の分野で、2004 年から減少の一途をたどってい

ます。さらに詳細に見てみると、応用物理学と物性物

理学の減少が甚だしいです。これら応用物理学や物

性物理学、材料科学は、いわば物質に関する科学で

あり、半導体やナノテク、その先にある量子力学産業

を支える学問です。このように日本では、21 世紀を担

うイノベーションに直結している最も重要な領域にお

いて、科学のアクティビティが急速に下がっていると

いう事です。どうしてこういうことになったのでしょうか。

上図より、博士課程の大学院生数の推移は、1997
年を契機に物理学分野の大学院生の数が減り始め

ています。そのことが 2004 年頃から学術論文数が減

少し始めたという事実と合致します。減り始めた理由

として考えられるのは、企業の中央研究所の終焉こそ

「イノベーションの構造と新戦略

－サイエンス型産業復興に向けて」
京都大学大学院総合生存学館（思修館）

              教授 山口栄一F O R U M

S S I S
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が、それを敏感察知した若者に、これらの分野で博士

号を取り、職業科学者になっても未来への希望が持

てないと思わせたということです。このことは、下図に

示すように、日本のエレクトロニクス大企業 10 社の物

理学論文数を調べると、物理学分野における博士の

学生数の減少ラインとピタリと一致します。

同様の現象が、日本の医薬品産業でも 1998 年頃、

基礎研究から手を引き始め、波及していったことを次

の図が表しています。

しかし一方で米国の医薬品産業のアクティビティの

変遷を見ると、決して基礎研究から手を引いておらず、

下図に示すように、右肩あがりであるということです。

日本の現象が起きた要因には、ベル研と IBM が

基礎研究から手を引いたことを受けて日本の企業が、

横並びで同様の対応を行ったものと言えます。

2. 破壊的イノベーションに対する誤り

上図より、Christensen は、イノベーションには

製品の性能を上げて市場を持続する「持続的なイ

ノベーション」と、性能を落とすことで新市場が生ま

れ、それにより現市場が攪乱され、破壊される「破

壊的なイノベーション」があると定義します。しかし

彼は、この定義の元、「トランジスタは、真空管に対

する破壊的イノベーションであった」という間違いを

起こします。性能を落としたわけでなく、新市場を

生んだ事実もないのです。むしろ現市場と勝負して

いったのです。これによって、基礎研究というのが

「悪」のような風潮が広がっていったのです。そこで、

従来の軸にさらにパラダイムの 1 軸を加え、「パラダ

イム破壊型」と「持続型」の領域に、「トランジスタ」を

位置づけるのが正しいと考えます。（下図）

3. 研究とは何か 開発とは何か

研究とは何か、それは「知の創造」であり、「まだ誰

も知らないことを知る」ことや、「誰も見たことのないこと

を見る」ことであり、すなわち「発見」であり、「科学」に

ほかなりません。もう一方で開発とは、「価値の創造

（知の具現化）」であり、「この世にないものをあらしめ

る」ことで、これは「技術」の一部です。そこで私は人

間の知的営みを独自にモデル化した「イノベーショ

ン・ダイヤグラム」を提唱しました。（次頁左上図）
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この「イノベーション・ダイヤグラム」は、人間のまっ

たく異なる知的営みに他ならぬ「知の創造」と、「知の

具現化」を直交軸で表現し、それぞれを横軸・縦軸で

表した 2 次元空間です。このダイヤグラム上で、「知の

創造」が「知の具現化」へと連鎖して、イノベーション

が生成されるプロセスを視覚的に表現しています。こ

こで「知の創造」という人間の営みは、全て「土壌」の

中で行われますが、1990 年代に日本で起きた「中央

研究所の時代の終焉は、この「土壌」の部分を切り捨

て、パラダイム破壊型イノベーションの「土壌」を壊し

たと言えます。研究を潰すということは、実はこの「土

壌」を除去して、創発のプロセスを遮断することを意

味し、イノベーションは既存の技術を改善するだけの

パラダイム持続型の方にしか進めなくなります。ここで、

「青色 LED」と「IPS 細胞」における「イノベーション・

ダイヤグラム」を紹介します。

「青色 LED」では、4 回のパラダイム破壊が起こり、

この図に登場する赤崎氏、天野氏、中村氏は、後日

ノーベル賞を受賞しましたが、大企業は 1995～1997
年代にすべて撤退してしまいました。

一方の「IPS 細胞」は 2 回のパラダイム破壊が起こ

りましたが、ダイヤグラムを見てわかるように、「回遊」と

いう軸が表現されています。これは、パラダイム破壊

型イノベーションを生み出すには「創発」による「知の

創造」に加え、学問的分野間のバリアを「回遊」によっ

てやすやすと跨ぐ「知の越境」というプロセスが極めて

重要であることを表わしています

  

米国では、2011 年に採択された代表者 645 人の

最終学歴の内訳は、73.7%が博士号取得者であった

のに対し、日本版 SBIR では施行以来、代表者の

7.7%しか博士号を取得していません。このことから、

日本は大学で生まれた最先端の科学知をイノベーシ

ョンにまで昇華させ、それをもって新産業を創り出すと

いう戦略的意識がなかったことがよくわかります。この

米国版 SBIR が、多くの「サイエンス型ベンチャー企

業を成功に導いているのに対し、日本版 SBIRでは、

売り上げをかえって下げてしまったという例もあり、新

たな制度設計の構築が急がれます。
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4. 科学と社会を共鳴させる

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の津波によって、

東電が福島第一原発でレベル 7 の事故を起こしました。

この事故を契機に「科学」と「社会」の関係性を再考すべ

きだとする議論が沸き起こったのです。イノベーションは、

「科学」と「社会」との関係の中で生み出される一つの創

造的行為であり、すなわち、「科学」が引き起こしながら

も、社会が参加しなくては解決できない「トランスサイエ

ンス」の問題と言えます。福島原発の事故により、それま

で「トランスサイエンス」に関わる議論の「場」がなかった

日本にもたらすこととなりました。下図は、「トランスサイエ

ンスについて示したスライドであり、まさに原発事故は

「科学が引き起こした故に、科学に問いかけることはでき

るものの、科学だけでは回答が得られずに解決もできな

い問題」です。

さて、まずは事故のプロセスを見てみると、原子炉の

技術とは、圧力容器内の炉心（燃料棒）をいかに冷やす

かという問題に尽きます。福島第一原発では、津波によ

って AC 電源と海水を取り込むポンプが壊れ、炉心を冷

却できなくなりました。さらに、このような時に作動するは

ずの非常用炉心冷却系（ECCS）も津波で非常用電源

が壊れて、停止してしまったのです。しかし、こうした事

態にも、原発には非常時の「最後の砦」がありました。次

の 2 つの図は、3 号機と 2 号機がどのように制御不能に

なったかを示すスライドです。

この 3 号機と 2 号機には、それぞれ原子炉隔離時冷

却系（RCIC）が設置されています。この「最後の砦」が

稼働している間に手を打てばコントロール不能とはなら

なかったが、この「最後の砦」が停止した後に、やっと海

水を注入するという意思決定の遅れで原子炉は「物理

限界」を超えてしまったのである。これはまさに「技術経

営」すなわち「トランスサイエンス」の問題と言えます。

6
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【はじめに】

今春は熊本において4月23～24日、参加者27名で開

催した。23日はソニー熊本TECとジェイデバイス熊本工

場を見学した。2４日は第17回SSISオープンゴルフ大会

をくまもと中央カントリークラブで、史跡探訪は田原坂西

南戦争資料館を見学した。

【4/23 午後：ソニー熊本TEC （呼称）】

・住所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 4000-1
・社名：ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社

設立は 2001 年 4 月、最新鋭の CMOS イメージ

センサーの工場が 2 棟ある。国内の 7 事業所を統括

し、また全社の従業員は約 9,200 名（2018 年 4 月）、

売上高 5,955 億円（2017 年 3 月期）である。

当日は弊協会の川西名誉顧問一行を、元社長の上

田執行役員が東京本社からわざわざお出でになり出迎

えて頂いた。記念撮影、工場概要・イメージセンサー説

明、質疑応答、ウインドツアー、イメージセンサーデモと

約 2 時間弱の見学会であった。

2016年のイメージセンサーの市場規模は約98億ドル

（約1．1兆円） シェアはソニーがトップで45％、2位は韓

国サムスン電子が21％（IHS調べ）と世界トップを独走中

で、国内デバイスメーカの主要デバイスでトップシェアの

獲得は唯一の存在と言える。

試練の克服

2016 年 4 月の熊本地震で工場が被災した。東日本大

震災で被災したルネサス那珂工場の復旧ノウハウなどを学

ばれ、同年9月には完全復旧した。会議室には 総力で試

練を克服した 熱い心意気 が掲げられていた。

『力を合わせた最速復旧！
見たか熊本 TECの底力」

今後の展開

2018年5月の経営方針発表では、『CMOS イメージ

センサーは、IoT、AI、自動運転等、今後発展が期待さ

れる領域におけるキーデバイスであり、 当社がCCDの

時代から長年培ってきたアナログの技術が競争力の源

泉。イメージング No.1 を堅持することに加え、将来は

センシングでもグローバル No.1 を目指す。スマートフ

ォン向けのセンシングアプリケーションから 事業を展開

し、車載センシングなどの新しいアプリケーションを育て

ていく』  としている。

今後もこのイメージング・センシング分野において世

界のリーダーを堅持されることを期待したい。

【4/23 午後：ジェイデバイス熊本工場】

本田技研熊本製作所が見学中止になり、急遽見学会

をお願いしたところ、快く受入れて頂いた。

・住所：熊本県菊池郡大津町大字高尾野272-10
・社名：(株) ジェイデバイス 熊本工場

三菱電機として 1992 年に操業を開始、ルネサスセミ

コンダクタ九州として 2003 年に設立されている。

ジェイデバイスセミコンダクタとして 2013 年に操業を

開始、その後、米アムコアグループに 2015 年に併合さ

れている。アムコア社は世界シェア 2 位の OSAT（Out 
Source Assembly and Test）である。（Trend Force
調べ） 半導体後工程事業を軸にパッケージおよびテス

トプログラム開発から、組立・ファイナルテスト・出荷まで

の一貫受託モデルを提供している。また、全社の従業

員は約 4,500 名で国内に 12 事業所がある。資本金は

51 憶円である。

２０１８年春季九州工場見学会報告

                            九州地区委員長 荒巻和之



8         半導体産業人協会 会報 No.101(‘18年 7 月)

当日は玉田 信男 総務部長附他の皆様が出迎えて

頂いた。工場概要・後工程説明、ウインドツアー、質疑

応答、記念撮影と約 1 時間半の見学会であった。アプリ

ケーションは車載向けが多いとのことで、コストと品質に

厳しい業界である。特に日本でコスト競争力をどのよう

に維持されているか伺ってみた。 『設備や材料の購入

がアムコア社として全世界レベルで調達しているのが、

価格競争力を生み出している大きな要因』 であるとの

ことであった。

ターンキーサービス・モデル

ジェイデバイスは、半導体製造において"後工程"と呼

ばれるパッケージアセンブリ（組立）、ファイナルテスト

（完成品検査）を軸に、多くの企業では "前工程"に分

類されるウェハテストまでも手がけている、まさに『ウェハ

製造後の工程はすべてお任せください』というスタイル

の半導体サブコンです。私たちはこのモデルを「後工程

ターンキーソリューション」と呼んでおり、これを活用する

ことによりお客様の更なる競争力アップのお役に立てる

ものと考えております。 国内で世界レベルの企業傘下

で頑張っておられる姿に大きな声援を送りたい。

【4/24 ：田原坂西南戦争資料館 見学】

日本最後の内戦 西南戦争で、3月4日~20日の17昼

夜にわたる戦闘が繰り広げられた激戦地である。

    熊本市田原坂資料より引用

JR 田原坂駅は丘の中腹にある無人駅である。

電話で呼んでおいたタクシーに 4 人乗り込んだ。

激戦地の付近を臨みながら、10分ほどで資料館に到着

した。資料館に入ると想像していたより立派であり、皆驚

きであった。鹿児島出身の A 氏は感激され、特に満足

げの様子であった。

＜ネットリソース一覧＞

1. ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社

https://www.sony-semiconductor.co.jp/
2．ジェイデバイス

http://www.j-devices.co.jp/
3．田原坂資料館

https://kumamoto-guide.jp/spots/detail/216#pid=1
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まえがき

2018 年 3 月 11 日～18 日に参加者のモチベーショ

ン向上を目的に、『SSIS シリコンバレーツアー2018（日

本学術振興会後援）』を実施した。参加者は 9 名で、当

委員会から鈴木副委員長と井入委員が同行し、以下の

大学・企業・Museum 等を訪問した。

・カリフォルニア大学バークレイ校 SWARM Lab
・Autodesk 社展示室

・Synopsys 社

・谷上秀行氏（シリコンバレーでの起業成功者）ご自宅

・ ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 Department of Electrical 
Engineering

・Computer History Museum
・LAM Research 社

・Intel Museum
・Toshiba Memory America 社

参加者がツアーで見聞したことは、当委員会報告『半

導体のブレークスルー（４） シリコンバレーとブレークス

ルー技術』（Ｅｎｃｏｒｅ本号）に述べられている。

以下に参加者（2 名）のレポートの抜粋を掲載する。

参加学生のレポート抜粋（１）

私が今回このツアーに参加したのは、半導体業界が

今後どうなっていくのかを知り将来に役立てたいと考え

たからです。（中略）参加するにあたって「1.半導体につ

いてもっと詳しくなる。2.半導体業界に携わる人が考え

ていることを知る。3.設計開発者になってからの方向性

を考える。」という 3 つの目標を掲げました。

まず 1 つ目については、システムへの応用を明確に

見据えたソフトウェア・デバイス・プロセスの開発が重要

であるということを実感しました。ビジネスとして事業を維

持するためには、幅広い視点を持って市場のニーズを

理解し、新しい機能・価値を提供し続けることが不可欠

です。このことをよく理解し、着実に利益を出し続けてい

る企業がシリコンバレーには多くありました。実際、

Synopsys や LAM Research にて、AI や IoT などの

新しいシステムに対応すべく新たなハード・ソフトの要素

技術を開発していることを説明していただきました。

2 つ目については、シリコンバレーには自分の市場価

値を上げたい・儲けたいと考えている人が多くいるという

ことを知りました。日本とは異なり、スタンフォードなどの

有名な大学が、学生・卒業生が起業する際に必要なノ

ウハウやお金を支援する体制を整えています。このよう

に起業しやすい環境が整っているおかげで、シリコンバ

レーには優秀でかつ野心のある人が全世界から集まり、

他業界を巻き込んだイノベーションを起こす企業が多く

輩出されてきたのだと思いました。そして、それらの企業

は社会インパクトへの意識も高く、Autodesk 社の展示

室や Intel ミュージアムでは、専門性のない人でも楽し

めるような製品紹介がなされていることが印象的でした。

3 つ目については、今後の半導体の設計には微細加

工プロセスと新材料・構造適用が必要であり、それら両

方の知識・技能を習得していくことが私にとって当面の

課題となると思いました。ムーアの法則に従い集積度が

高まるにつれて、微細化技術は進歩してきましたが、そ

れもいつか閾値に達するといわれています。よって、今

後は微細化も進めながらも、それではカバーしきれない

ところを新しい材料や構造で補うことになるのではない

かと思いました。上述したこと以外にも、本ツアーにより

日本にいると気づけないことを多く知ることができました。

例えばシリコンバレーの大学生・社会人は非常に勉強

に熱心なことや、学生ベンチャーに対して投資する人た

ちが多くいることなどです。ただ、いずれのお話からも感

じたことは結局「シリコンバレーから世界を変えてやろう

という熱意」でした。シリコンバレーにある大学や企業に

所属する人々は、それぞれが独立した目標を掲げ、市

場を意識した活動を行っています。しかし、自分の目標

を達成するために他の人に協力を要請したり、逆に他

の人の要請にこたえたりしているうちに、新しい技術が

生まれ、それが革命的な事業へと進展していくのです。

1 人 1 人の目標が、やがては世界を変えることになると

いうことは、非常に面白いと感じました。というのも、日本

ではこのような光景をめったに見ないからです。日本の

会社では社員皆が会社の目標に合わせて動くことが好

まれるように思います。逆に、お金儲けをしたいのだ、と

か、何か新しいことを始めたいのだ、というと冷ややかな

目で見られることが多い気がします。このため、会社が

持っている技術をより高めることはできても、それが市場

にどう結びつくかまでは考えられず、シリコンバレーのよ

うな全世界に影響を与えるようなイノベーションは起きて

「SSIS シリコンバレーツアー ２０１８」報告

      論説委員会
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いないのではないかと感じてしまいました。

半導体業界は他の業界に比べても非常に高速でグ

ローバル化が進んでいます。よって、一設計者として技

術を習得した後には、様々な国の人と仕事をすることと

なるので、英語を勉強し異文化理解力を高めていかな

くてはいけません。しかし、それと同時に、ソフトやシス

テムに携わる人、さらには他業種の人が考えていること

を理解していきたいと思っています。そして、実際に彼

ら・彼女らと共同で、一市場を開拓するような事業を推

進できたらと思いました。新たな市場を開拓できずとも、

市場のニーズを意識しながらハードからソフトやシステ

ムまでを幅広く見渡すという視点は、会社を運営する側

に回ることになった場合でも、一技術者として携わる場

合でも、しっかりと持っていたいと思っています。

最後になりましたが、このような素晴らしいツアーを企

画・案内してくださいました、半導体産業人協会の方々

に深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。そして、来年以降もこのツアーが企画されるのであ

れば、半導体業界に関係のある人もない人も、シリコン

バレーという世界的なインパクトを与え続けている場所

にぜひ一度足を運んでみてほしいと思います。きっと自

分が今行っている勉強や仕事に良い刺激をくれると思

います。

参加学生のレポート抜粋（２）

（前略）半導体分野と半導体製造装置分野のどこか

の企業に就職していきたいと考えるようになりました。そ

して、ふと思ったのです。半導体分野の企業に入った

時、「敵はどこだ」、半導体製造装置分野の企業に入っ

た時、「顧客はどこだ」、それはアメリカ、特にシリコンバ

レーにあるのではないかと思ったのです。（中略）そして、

半導体では世界を見なければならないと感じました。

（中略）自分の目でシリコンバレーを体感し、「自分に足

りないものは何か」、「どういう目標を持って頑張れば良

いのか」をはっきりと自覚することです。（中略）日本とシ

リコンバレーとの学生、大学、企業の違いをまざまざと見

せつけられました。日本にいる時には、日本が世界的

にも良い国だという刷り込みがありましたが、アメリカから

見ると、日本の悪いところ、良いところが見えてくるとは

っきりわかりました、そして、今回の目的は十分に達成

できたと思います。

（中略）一番感じたのは、人生において、常に学び続

けることが大切であり、そうできない人間は今後淘汰さ

れていくということ。つまり、今後は意欲を持った時に実

現できる環境に身を置く、または作っていくことが大切

であると学ぶことができました。そして、モチベーション

を上げる方法は人それぞれだが、それを考えて行くこと

が働き方改革ないしは未来を考えることになるということ

でした。色々大変なことが起ころうとしているが、逆を言

えば面白い時代が到来しているのだから、積極的なチ

ャレンジをしていってほしいという話であり、勇気と希望

が湧いてきました。（中略）世界を意識しながら勉強し続

けていくことが大切であると改めて再認識しました。

（中略）日本での英語の考え方ではいけないと痛感し

ました。英語ができて当たり前の時代にまだ日本では英

語ができなくてもやっていけると思われているのが、遅

いなと思いました。私も英語力には自信がないので、今

後もっと普通に英語を勉強していけたらと感じました。

（中略）英語がなければ自分の目指したいキャリアを歩

むことが困難だから、当たり前に勉強する。それくらい当

たり前の英語であり、またこれからは英語＋α の言語も

話せないといけない時代になるのかと感じました。

（中略）私が今の時代の学生に戻ったら何をするか聞

いたら、「大きな市場に向かえ」という話でした。その大き

な市場に向かう中で、人とは違ったアプローチを考え、

どんな勉強をしたらお金になるか、人生の使い方を考え

るように教えていただきました。（中略）より具体的な目

標は働き始めてから持つとして、それとは別に常に持ち

続けたい目標を見つけました。それは自分の可能性を

信じ、挑戦し続ける心を持ち続けることです。またその

中で、自分にしかできない挑戦をすることです。

（中略）ツアーに参加していろいろな経験ができて、

貴重なお話も聞けて本当にツアーに参加してよかったと

思った。特に大学や企業訪問などはプライベートではな

かなかできない経験であり、とても自分の役に立った。

まとめ

当委員会は、上記レポートからツアーの目的を十

分達成したと考えています。従ってシリコンバレーツ

アーを継続実施したいと考え、多くの課題はあるがその

ための検討を行っていく予定です。

最後に、本ツアーにおいて訪問を受け入れて頂いた

大学・企業をはじめとする関係各位に深く感謝申し上げ

ます。

ご意見を論説委員会 ronsetsu@ssis.or.jp 迄お寄せ下さい

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  

吉岡信行 市山壽雄(アドバイザー)
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半導体は確かに荒馬である。しかし、荒馬はリスクに

満ちているけれど、投資学の教科書に「リスクの傍にこ

そリターンがある」とある通り、大惨事だけでなく、大きな

幸運をもたらす。

半導体史の始まりをショックレー達によってトランジス

タが発明された 1947 年とすると、今年は 71 年目を迎え、

ヒトでいう古希を超えた。特にその後半の 40 年は他産

業への影響力が増大し、その変化速度が速まり、産業

史としても面白い。すなわち、1971 年に、半導体メモリ

が大型コンピュータの主記憶素子として、それまでの磁

気コアメモリに取って代わり、産業構造に大きな影響力

を持ち始めた頃からの 40 年である。その後集積密度が

およそ 3 年で 4 倍化するという指数関数的な技術革新、

いわゆる Moor の法則が継続することになり、まさに加

速度的に変化する産業史が生まれた。

筆者はちょうどこの 40 年史の始まりの時代に、大学の

学部生、院生として、固体物理や集積回路の基礎研究

に携わる幸運を得た。その後、日本、米国、韓国の大手

半導体メーカー、そしてベンチャーと一貫して半導体デ

バイス開発やビジネスに関わりながら、この「愛しき荒

馬」と付き合い、苦楽を共にし、幸運にも生き延びてきた。

半導体は波乱万丈で、多くの方々の支援を得て、大変

幸運な関り方ができた。

この度 SSIS から頂戴した執筆の機会を利用して、こ

の後半 40年程の半導体史の一側面を筆者自身の半生

と織り交ぜながら、また今後も無限の可能性を持つ成長

産業である半導体への期待も記してみたい。

１． 半導体という「荒馬」

半導体史は変化が速く 10 年間という単位で区切って

も夫々十分に長いことが分かる。

a） 70 年代

ゲームは、やはり伝統の大企業ではなく、創業間もな

いベンチャー企業インテルによって DRAM という半導

体メモリが開発され、主記憶素子として産業界に受け入

れられることから始まった。P 型 MOS トランジスタの集積

回路による僅か 1 キロビットであったが、その 3 年後には

4 キロビットで、より高速の N 型 MOS を採用、更にその

3 年後は 16 キロビットの発表へと、テクノロジーの指数

関数的な驀進が始まった。この 10 年間に半導体市場

規模は US$10B という規模に成長した。

この 70 年に、筆者は大学院に進学し、MOS 型素子

の表面物理の基礎研究をしながら、世界で起こる半導

体に関する革新の発表にワクワクしながら、特に海外で

研究開発を経験してみたいという漠然とした憧れを抱い

ていた。しかし、芹沢光治良(1896-1993)の小説(「人間

の運命」)どおり、「花見にいこうとすると必ず火事が起き

て火消しに呼ばれる」のが人生で、家庭の事情で海外

への就職は断念、大学の研究職に残ることは元々全く

興味がなく、日本の東京芝浦電気の集積回路研究所に

お世話になることになった（1975 年）。

社会人最初の 2 年は、当時、研究が盛んになりつつ

あった IIL というデバイス開発に従事した。バイポーラ素

子でありながら、MOS 型素子と劣らぬ高集積度の可能

性を持つということで、新構造や回路の研究に携わり、

短期間に多くの論文を書いた。1978 年には米国の東

海岸で開かれる国際会議 IEDM で論文発表をした。高

集積化の為に基板から電源を供給できる新構造 SFL
（Substrate Fed Logic）を提案、それを用いた負性抵

抗素子による 3 素子のメモリセルの発表であった。

しかし、間もなく事業の主流であった MOS メモリ素子

の開発に従事することになる。東芝が得意とした CMOS 
SRAM の設計部隊に参加し、４K、16K、64K、256K
ビットなどの開発に 80 年代にかけて従事した。東芝が

CMOS の 1M ビットの DRAM で覇権を握る少し前の時

代である。

b） 80 年代

この 10 年、日本の半導体は、世界制覇したかに見え

た。半導体生産の世界シェアが、約 53%（1988 年）に

達した。メモリ事業に従事し、新製品はほぼ全て米国の

国際会議 ISSCC 等で採択され、発表ができて、世界の

技術者から注目を浴びる。「ジャパンアズナンバーワン」

（ヴォーゲル著、1979 年）と言われ、悪い気はしなかっ

たが、実は本当の世界制覇ではなかった。

日本が黄金時代を謳歌し、成功体験に酔っている時

に、世界の半導体は大きな変化をはじめていた。水平

分業、つまり系列ではなく、資本の異なる企業群がバリ

    「愛しき荒馬」半導体と歩んだ人生

ザインエレクトロニクス株式会社 飯塚 哲哉
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ュー・チェーンを形成する体制の勃興である。現在の半

導体産業の覇者達がベンチャーとして産声を上げ始め

た。

1981 年に EDA ベンダーの Mentor、1982 年に

Cadence、1985 年にファブレスの Qualcomm、1987
年にファウンドリの TSMC と CSM が創業したのだ。

この時代の最も印象的なことの一つがインテルの行っ

た経営判断である。DRAM という新デバイスを自ら世に

送り出し、何世代にも渡ってリーダーとして君臨してきた

インテルがわずか 13 年後の 1984 年に DRAM から撤

退し、CPU 事業に集中する決断をしたことだ。日本が

国家プロジェクトを活用しながら急速に追い上げている

事業環境は明らかに判断理由の一つであった筈である。

その後無数の事業撤退や再編が繰り返されることになる

が、まだ繁栄の余韻の中で撤退するという早期の経営

判断は最も衝撃的で忘れられない。後に、日本では一

度決めた DRAM 事業撤退の判断を覆すのを散見した

のとは対照的である。

この 10 年間の半導体産業は CAGR（平均年間成長

率）17.5%で成長し、US$50B に達した。しかし、日本は

日米半導体貿易摩擦を経て 1987 年に米国と協定を結

ぶが、そのころから成長を止め、成長するアジア、米国、

欧州を尻目に、現在に至るまで何と 25 年以上に渡って

収縮を続ける唯一の国になる。

筆者は 1980 年から、米国のカリフォルニア州パロアル

トにあるヒューレットパッカード社の集積回路研究所で、

大学の恩師のまた恩師であるジョン・モル先生の研究グ

ループに加わる幸運を得た。半導体研究そのものも刺

激的であったが、何よりシリコンバレーの同世代の友人

たちから大きな影響を受けた。モル先生のグループに

はＳＯＳなどで世界の学会で著名な友人がおり、一緒に

研究できることを何より楽しみにしていたにも関わらず、

着任 1 週間後に彼から「俺は HP を離職し、ベンチャー

を起業する」と言われ、大きなショック。更に彼の様な友

人たちが、やはりベンチャーなるものを起業し、我を忘

れて開発に没頭する様にショック、そして成功して巨万

の富と名誉を得て階級移行をしてゆく様子にショック、こ

うして彼らから大きな影響を受けたことが後に自身の起

業へと繋がることになる。

1982 年に日本に帰任することになるが、この時代に

日本の大手半導体で働くことは非常に充実感があった。

良い人材が集まり、良い仕事ができ、世界が評価をして

くれ、国際的な協業も多く、充実感に満ちていて、あっと

いう間に 10 年程が経過した。

c） 90 年代

この 10 年も世界の半導体は急速な成長を継続し、

10 年間の CAGR は 16.0%を維持し、US$220B の規

模に達する。しかし 90 年代後半に世界の半導体は激し

い再編の時代へ突入する。モトローラが 1997 年に、テ

キサスインスツルメンツが 1998 年にそれぞれ DRAM か

ら撤退する。1999 年、日本では日立と NEC が合弁会

社エルピーダを設立して DRAM を本体から切り離した。

90 年代は東西冷戦の終結で、東側の供給力も加わり、

世界は激しいデフレの圧力が生まれ、1991 年前後に日

本のバブル崩壊も始まるのである。

ところが、こともあろうに、その 1991 年に筆者は我儘一

杯に過ごさせて頂いた東芝（当時部長職）をたった一人

で飛び出し、ベンチャー創業をした。1991 年 6 月大磯

で行われた VLSI Symposium では、日米の半導体学

会の友人たちが驚いたり、心配してくれたりで、新しい名

刺が足りなくなり、急いで自宅から追加の名刺を取り寄

せた記憶がある。

既に 10 年間温めた計画であり、また前述した「花見

を断念しての火消し」の為の副業が期待以上に好調で、

その上バブルの高揚感も手伝い恐怖心は余りなかった。

しかし流石に日本の景気が急速に悪化し、日本の半導

体企業の不調も強まって行く様子には、いまはサバイバ

ルが第一と肝に銘じ、準備した計画実行よりも、まず「量

入制出」（入るを量りて出ずるを制す）経営に徹した。

しかし幸運にもサムスン電子から合弁会社設立の提

案を頂いた。迷いもあったが 1992 年にサムスンとの合

弁会社を設立した。これでベースロードの開発委託を頂

戴することで、全く赤字の期を持たずに、チーム作りや

自社製品の開発、量産、販売までを行うことが出来た。

半導体と液晶パネル事業とは相性が良く、特にサムスン

が急成長する液晶事業で、我々の製品を使ってくれた

ことが成長を支えた。こうした製品は日本、台湾、韓国の

すべての大手液晶メーカーに販売することができた。

1998 年には合弁を解消し、完全な独立企業となり、そ

の僅か 3 年後の 2001 年 8 月に株式上場を果たすこと

ができた。

d） 2000 年代

2000 年入ると、日本企業の再編も本格化し、東芝が

DRAM 撤退（2001 年）、日立と三菱が合弁ルネサスを

設立（2003 年）、更に NEC エレクトロニクスと統合

（2009 年）、また本体から切り離されていたエルピーダ

に税金が投入される（2009 年）など、官民挙げての再生

の努力が行われた。

この 10 年代、世界はファブレス急成長の時代を迎え

る。特に台湾のファブレス半導体ベンチャー：メディアテ
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ック、ノバテック、エムスターなどが起業され、急成長を

始めた。CAGR を比較すると世界のファブレス企業は

23%、工場を所有する IDM と呼ばれる半導体大手は

6%であった。

日本は IDM が中心で、ファブレスを支えるインフラが

乏しかったが筆者の起したファブレスであるザイン社も

2001 年に株式上場を果たし後、急成長をすることがで

き、ザインの 10 年間の CAGR は 75%であった。

一人沈む日本とは異なり、世界の半導体は成長率を

少し落としたとは言え、この 10 年間の CAGR は 14.6%
の達成し、US$300B の市場規模に成長した。

写真 1）株式上場時の仲間達（2011.8.1）

e） 2010 年代前半：低成長と困難

2011 年に悲惨な災害が日本を襲う。日本の第二の

敗戦という言葉を使う評論家もいた。3.11 の大震災で、

半導体や電子産業も多くの被害を受ける。ルネサスの

工場の被災もその一つである。11 月にはタイの洪水も

あり、多くの日系企業も被害を受けた。2012 年には、エ

ルピーダは破綻しマイクロン傘下に、鴻海がシャープ液

晶工場を合弁に。パナソニック（△7,800 億）、ソニー（△

5,200 億）、シャープ（△2,900 億）、ルネサス（△626
億）、ローム（△161 億）等の巨額の赤字が並んだ。もし

も 2009-2012 年の間、ビジネスに無関心で、70 円台の

円高にも鈍感な政権でなかったらという人も少なくない。

世界の半導体も成長力を失い、5 年間の CAGR は

2.3%と大きく低迷した。

筆者のザインも 2011 年に創業 20 年来初の赤字を経

験する。やはり顧客の事業が低調ではサプライヤのみ

が好調ではありえない。液晶産業も大きな変化の時機を

迎え、ザインとしても、中期計画 TACK（タック：ヨット用

語で逆風遡上しながらの方向転換）を掲げ、事業のポ

ートフォリオの大幅な見直しに着手した。

この頃 60 歳台半ばとなった筆者は、創業は困難な挑

戦だし、成長させて株式上場も大きな成果だが、最大の

課題は継承、次世代へのバトンタッチだと思うようになり、

黒字回復した 2012、2013 年を経て、2014 年から第 2
世代目社長に CEO を譲った。

f） 2010 年代後半（2015 年～）：

      大統合から、成長回復へ

前半の成長の飽和感からか、2015 年は超大規模

M&A が行われ、米国でのクローズ分のみでも総額

US$110B という巨額に達した。 前半 5 年間の年間平

均 US$2B に対して何と 55 倍である。例えばアバゴによ

るブロードコム（37B）、ウェスタンディジタルによるサン

ディスク（19B）、インテルによるアルテラ（16.7B）、NXP
によるフリースケール（12B）、ダイアログ（英）によるアト

メル（4.6B）、クアルコムによる CSR(2.4B)等々。日本で

も、そこまで規模は大きくないが TDK によるミクロナス

(0.2B)、京セラによる日本インター（0.1B）、ミネベア・ミ

ツミ、マクニカ・富士エレ等統合が行われた。この年の世

界の成長率は何とマイナス 1.9%であった。

昨年（2017 年）は、DRAM、NAND などのメモリが大

きく貢献し、世界の半導体は 20.6％の成長を実現し、

US$409B の規模に成長した。地域も偏り、大きく成長し

たのは韓国 2 社と中国（ハイシリコンなどのファブレス）

である。筆者のザインは 2017 年に第 3代目社長が就任

し、J-Soar と名付けた中期計画で産機、モバイル、民

生、車載分野の新製品に注力することになった。

２．荒馬と日本：双翼を持った飛行機に乗れ

こうして回顧してみると、半導体は荒馬には違いない。

だが筋の通らない動きをしている訳ではないし、半導体

のみが荒馬かと言うとそうではない。他産業に大きな影

響を与えうる新規の技術を軸とする産業の特徴である。

では、なぜ日本は半導体という荒馬と上手く付き合え

なかったか。もう少し正確に言うと、現在も半導体材料、

製造装置産業はむしろ絶好調を保っている中で、なぜ

半導体デバイスとその応用産業が凋落したかということ

だろう。

荒馬の時定数の短さが肝で、これを乗りこなす革新

創出と成長力を実現するための人モノ金の良い仕組み

がないのが主因と筆者は考える。飛行機に例えると、安

定して飛行する為の二つの翼、双翼が日本にはしっか

りと備わっていないからだ。筆者は 1991 年に大手半導

体を卒業する折に、「日本からは大手が無くなるかもし

れない。大手とベンチャーという両翼を持たない片翼の

みの飛行機は、日本人の大好きな大手という片翼すらも

失う危険性がある」と話した講演の記録が残っている。

自身が大手にいて米国のベンチャーのみに期待する自

分達の意識に強い疑問を抱いたのだ。

13
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a） 多くのトライアンドエラーを試す時定数の短い、

非連続性のイノベーション創出のための片翼

半導体史に限らず、多くの産業で重要なイノベーショ

ンをベンチャーが創出している。良くも悪くも個人の知

恵や熱意と強いインセンティブとが重要な役割を果たし

ている。しかし、結果平等の好きな日本文化はそれを評

価しないし、むしろ忌み嫌う。それをサポートする雇用制

度、資金供給の仕組み（直接金融）も脆弱である。継続

性、安全性が過度に重んじられる。前述のように投資学

の常識では、大きなリターンはリスクの傍にある。リスクと

の折合いの取り方のテクニックこそが産業人の基礎知識

だ。しかし、日本はリスクから十分に安全な距離をとり、

絶対安全を追い求める。リターンの大きい原発の傍に

すら絶対安全があって、深刻な被害が想定することがタ

ブーになっていて、実際に起こり得る悲劇への対応が

不十分となる。安全神話が不安全を呼ぶのだ。生きとし

生けるもの、虫けらですらリスクと折り合いをつけて長年

DNA を磨き、生き延びてきているのだが。

b） 産業の大規模化後の巨額投資を俊敏に決定、

  ドライブする大規模組織という片翼

大規模の産業を国際的にリードして、国民に富みをも

たらす強い大企業が多く存在することが国の豊かさの重

要な前提だ。

新しい産業が巨大化して行くとき、大規模な投資を俊

敏に行える人財や資金を調達できる構造が不可欠だ。

人事、給与、雇用の制度に競争力がない。また国際競

争は国家の政治も含めた総合力の戦いだ。日本の敗戦

後の焼け野原からの奇跡的復興に成功し、豊かさを手

に入れた頃から、自律した競争力を生む仕組みへの変

換が出来なかった。国際政治や軍事から遠く距離を置

かされ、経済にのみ効率よく特化しての成功には限界

があったのは当然と言える。

c） インダストリ 4.0 を支える半導体と

革新を創出すべき次世代へ

いま世界が鎬を削って開発競争を繰り広げる新テクノ

ロジーは実に目白押しである。周知のように 12 年頃から

第 4 次産業革命と呼ばれ、IoT、AI、自動運転などの分

野が賑わいを見せている。その基礎、縁の下の力持ちと

いうべきものが半導体である。しかし、日本はこれらの新

分野での努力や競争力が不十分に見える。しかし、日

本はこれらの新分野での努力や競争力が不十分に見

える。一例だが、昨今の AI関連の論文数は、12年に米

国 57.4%、欧州 18.0%、中国 8.2%、日本 2.2%であっ

たのが。17 年には中国 48%、米国 38%、日本 1%以下

となる。全く戦略が感じられない。

70 年代からの所謂第 3 次産業革命の後半に一人負

けを喫した日本が、その直後に始まった第 4 次産業革

命で苦戦をするのは当然かもしれないが、連敗のみが

世の常ではない。また半導体で生じたことは特例ではな

く、既に他の産業でも起こっている。半導体史の教訓を

生かさない手はない。

我が日本、現在は少々豊かだが、急速に顕在化して

いる課題への危機感が乏しい。筆者の団塊世代は半導

体同様いま古希を迎えているが、振り返れば教育難、

進学難、就職難、結婚難などと言われ、個人の価値が

低く見られた。人材不在とも言われた。今や介護難、さ

らには焼場難、墓場難だとか。しかし活力だけはあった

ような気がするし、むしろ右肩上がりを堪能できた幸運

な世代だったという実感がある。

個人的には若干の恩返しの様な思いで、ヘルスケア、

医療などの分野で挑戦する次世代のエンジェル投資な

どにずいぶんと散財してきた。また日本は天然資源が

無く、エネルギー問題は深刻で、そもそも先の戦争の原

因はエネルギー問題なのだが、これにも危機意識が薄

い。原発が動かない中、エネルギー源の多様化の一つ

として、小規模だが 300 世帯程の電力相当の太陽光発

電所を始めた（2013 年、写真 2）。半導体は提供するよ

り、調達してシステムを作ることが遥かに面白く、有利な

時代であることを実感している。

写真 2） 1.2MW のメガソーラ発電所

写真 3） 趣味の草刈！：

農耕民族の原点か．．．

最後に、幸運にも半導体という刺激的なものに出会

え、多くの優れた先輩、知人にお力添えを頂いたことに

感謝申し上げたい。

14
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■パチンコ台との関わり

私がパチンコ台に関わる様になったのは 1982 年頃と

思います。パチンコ台の歴史は古く 1927 年に全国でパ

チンコ店の数は 10 万軒を超えており、パチンコ台の生

産も 500 万台以上あったとの記録があります。この頃の

パチンコ台をご存知の方は相当のシニアの方と思いま

すが、連射式のパチンコ台で 1 分間に 300 発も発射で

きるものでした。この様なパチンコ台は現在では許可に

なりませんが、当時は規制が無かったので何でもできま

した。そしてほぼ全てが機械式のものでした。これから

暫くして電動パチンコ台が出てきて、この頃には警察庁

による規制が始まります。リレーとマイクロスイッチ、モー

ターで「役物」が構成されていました。更に 1970 年代の

半ばになり、ロジック IC を使ったパチンコ台が登場しま

す。74LSｘｘ、CD4ｘｘｘといったロジック回路で「役物」を

動かしたり、抽選を電子回路で行う様になり、パチンコ

業界は半導体ユーザーの一角となりました。

■パチンコ台の変遷

その後、「役物」の動きが複雑となり、スロットマシンを

真似て複数のリールを廻して絵柄や番号が揃った場合

にパチンコ球を吸い込む大型のドアが付いたパチンコ

台が出てきました。有名なのは当時、桐生市に有った

「SANKYO」です。「SANKYO」のパチンコ台は、「役

物」としてスロットリールが 3 つ付いたものでした。そして

このスロットの制御基板は A4 サイズより大きく、この基板

に 40 個を超えるロジック IC を使っていました。この基板

の大きさとロジック IC の数は私が関係していた（顧客だ

った）「平和」というパチンコ台メーカーと同じです。

しかしこの基板は大問題でした。当時の生産規模は

1 機種、1,000 台程度と少ないものでしたが、それでも

74LS のゲートを数万個単位で供給するのは難しいもの

でした。そして基板へアセンブリしても不良の続出でし

た。この頃のロジック IC は全て DIP です。慣れない基

板作りで IC の逆差しは当たり前、IC のピンが内側に曲

がって基板の穴に入っていない等の不良基板の山が出

来ました。パチンコ台メーカー各社は遊戯機器製造組

合を作っており、この基板の不良に対し、部品点数を減

らす相談をあちこちにしていました。その当時、私はミニ

コンピュータのシステムを作っていたシステムハウスから

徹夜続きの激務で体を壊し、半導体の商社に技術担当

として転職して間もなくの頃でした。業務として当時はこ

う い う 名 称 は 有 り ま せ ん で し た が FAE （ Field 
Application Engineer）をしていた私は、この相談を受

けて「マイコン」の使用を勧めました。

■パチンコ台への「マイコン」搭載

パチンコ業界では不良台を減らす事を理由にして、

警察庁に陳情して、許可を得ました。これは A4 サイズよ

り大きい基板に 40 数個の DIP のアセンブルでは「いも

ハンダ」（接続不良のハンダ付け）が多発して、パチンコ

ホールで異常な動作をする事が多々あり、問題になっ

ていたからです。その後、許可がでたので、私は「平和」

の基板下請け会社「アイキョー」（後日、「平和」に買収さ

れました）から依頼を受け、パチンコ台で使うマイコン基

板の製造コンペに参加しました。幸い、私はこの直前に、

当時、やはり流行していた、カラオケの機械の電子回路

を設計して、最初はロジック、次にマイコンで作りました。

小さなスナック等で 100 円玉を入れて 8 トラックのカセッ

ト式のカラオケ機で、電源等の環境が悪く、様々なトラブ

ルに見舞われていたので、このカラオケ用の基板を改

造してコンペに提出しました。競合他社は、1 部上場企

業の技術チームです。この上場企業も私も、モトローラ

の MC6802 マイコンを使っての競い合いでしたが、私

の案が採用されました。その理由は、上場企業の設計

チームは半導体メーカーの指示通りのきちんとした設計

でしたが、私の方は余計な物は省き、カラオケ機のノウ

ハウを生かし、ノイズが入り難い様にしたことでした。

パチンコ台はホールでは「島」と呼ばれる壁に似た設

備に実装します。この設備には、上下にパチンコ球を搬

送する為のベルトコンベアがあります。このベルトコンベ

アと周囲の金属が擦れて高電圧静電気が発生するのは、

バンデグラフと同じです。「島」の内側では放電の火花

が飛び散っています。さて、ここからが本題です。マイコ

ンを使って試作したパチンコ台は、この静電気放電を受

けて暴走します。「暴走」はマイコンの用語ですが、パチ

ンコ業界では「デジ切れ」と言っていました。試作したパ

チンコ台、数十台がホールに設置され、数日して私が

    マイコンとパチンコ台

～パチンコから生まれたフリーズしないマイコン～
国立開発法人 産業技術総合研究所 辰野 功
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呼ばれました。当時はフィーバーパチンコ台であり、パ

チンコホールは盛況で開店前に既に行列が出来ていて、

入り口のガラスドアが押されて割れそうな勢いでした。開

店してお客が入り、ホールは球がガラスにぶつかる音と

効果音で喧しくなって暫くすると、1 台のパチンコ台が動

きを止めました。店員が駆け付け、お客にお詫び金を渡

してパチンコ台を開けて、電源を切って入れ直します。

ホールのマネージャーに、「毎日、何台もこうなる、大損

だ！お前、弁償するか」と脅かされました。当時の給与

を思うと、数日で破産してしまう金額です。実際、ホール

はそれ以上に儲かっていたのですが、これでは折角の

マイコン・パチンコ台が無くなってしまいます。困ってい

た所へ、幸運が舞い込みます。

■マイコン・パチンコ台のトラベル解決へ

自動機械を作っている別の会社から、マイコンがロッ

ト不良との連絡です。早速、代品をもって駆け付けます。

当時のマイコンは 8 ビット、NMOS の製品で確かに不良

率は高かったのですが、ロット不良はモトローラでは聞

いたことがありませんでした。基板へのマイコンのマウン

トは IC ソケットです。早速、入れ替えましたが、依然動き

ません。調べると「この辺りの命令で動かなくなる」との事

です。回路図を見せてもらった所、バグが分かりました。

NMI（割込）のピン番号は 6 番、リセットは 5 番です。こ

れが逆になっていました。会社に電話して、拡大したデ

ータシートのピン配置を送ってもらいました。その結果、

データシートをまとめた本の紙の質が良くなく、擦れて 5
と 6 が見分けられなかった事から起きた事故だと確認出

来ました。これで間違いがわかり、基板のパターンをカッ

トして入れ替えると完全に正常です。クレーム対応は完

了しました。帰りの車の中で、頭の中にあるアイディアが

閃きました。このクレームは割込みとリセットを入替えた

間違いだが、それでも暫くマイコンは動作していた。だ

から、マイコンのクレームになった。では、パチンコ台用

の基板では、逆に割込みとリセットを入替えて、この入替

えに合わせたソフトウェアを作れば、暴走しても、お客様

が気付く前にリセットして直せる！です。車を電話ボック

スの近くに止めて（携帯の無い時代です）、「アイキョー」

の担当の技術者へ長電話です。そして 2 時間ほどで桐

生市に着き、早速設計室に入ると、担当の方より「辰野

さん、上手くいったよ！」と、生涯でもそう何度もない嬉し

い知らせでした。この方法、RTR（Real Time Reset）で

作ったパチンコ台は「デジ切れ」が無い台として有名に

なりました。さあ MC6802 マイコンの生産が大変です。

日産、2,000 台しか（今、思えば）作れないのですが、こ

の内、モトローラが提供出来たのは 4 割程度の数量でし

た。当時、モトローラとパートナーの関係に有った日立

半導体が高崎工場にこのパチンコ台専用のラインを作

って、残りを提供しました。まさに棚から牡丹餅です。1
機種、3,000 台出れば大ヒットだったのが、この後の 2 年

で 200 万台以上を生産しました。日本のパチンコ台の

半数以上です。これと同数の EPROM2716 も必要でし

たし、5V 用の電源 7805 もです。これに関係した半導体

商社、半導体メーカーは、悲鳴を上げる程の大注文をこ

な す の に 大 童 と な り ま し た 。 こ れ が 始 ま っ た 際 の

MC6802 マイコンの価格は、最初は MC6821 というパ

ラレル出力 IC とで、2,000 円でした。数年で、これが、

800 円を切りました。後日、米国のモトローラを訪問した

際に言われましたが、日本全国と台湾、韓国のマイコン

販売数の半数は私の居た商社 1 社の扱いだったとの事

です。この後も「平和」以外のパチンコ台製造企業から

依頼が有って、数社で技術指導をしました。その内、

RTR に対応した OS カーネルまで作りました。「平和」は、

RTR の特許を出さなかったので、数年後、他のパチン

コ台のメーカーは「平和」の基板を真似て作る様になり、

「デジ切れ」しない事から、警察庁の行政指導で RTR
方式以外の方法ではパチンコ台は作れなくなり、その後、

導電プラスティックと保通協がソフトウェアの検査が面倒

と RTR をキャンセルするまで、約 6,000 万台のパチンコ

台、パチスロ台が作られました。

■新たなマイコンの開発へ

「アイキョー」での開発から 8 年後、警察庁はパチンコ

台、パチスロ台専用の ROM と（実はマイコン）を作る様

パチンコ台の裏側

目視検査の為、透明プラスティックのカシメ・ケースに基板を入れる
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に大手商社と相談して、三井物産が子会社「エルイーテ

ック社」を作り、エルイーテック社はモトローラ日本にカス

タム・マイコンを発注する様になります。最初の製品は大

手通信会社の専門家が来て設計しますが、使い物にな

りませんでした。その次は、野武士の様な技術者が来て、

私が基板でのコンペを勝ったのと同じシチュエーション

が再現され実用的なセキュリティ・マイコンと言っていま

すが、プログラムの内容を変更できないマイコンが出来

ました。このカスタム・マイコンは一時、モトローラ日本の

ドル箱でした。これを扱った商社は、私の居た所でした

ので、再び私が居た商社は、モトローラのマイコン販売

額でアジア一番となりました。この頃、半導体業界は次

のより大きなブームに沸いていました。「タイトー」オリジ

ナルのインベーダー・ゲームです。これも「タイトー」が出

荷した数の数百倍の台数がコピー・メーカーで作られ、

Z80 CPU が足りない、EPROM が足りない、CMOS が

足りない、という状況の中で、このインベーダー・ゲーム

のお蔭により半導体業界は、更に、うるおい、製造規模

を拡大出来て、製品は安価になり、安価になったとして

使うユーザーが増えて、需要が増えるという好循環に入

りました。この後、1990 年代の始めには、或る程度、英

語が話せる様になっていた私は、モトローラのマーケテ

ィングに“止まらないマイコン”の技術として、RTR を説

明して、自動車用に採用してはどうかと提案しました。モ

トローラの技術担当は「自動車用には、その様な高度の

安定性は不必要です。」として不採用でした。今では考

えられない程、自動車の半導体、マイコンは安定性を無

視されていた事が伺えます。さて 2008 年になりました。

長年勤めていて役員にもなり、店頭上場も果たした商社

でしたが、社長の交代と共に退任しました。そして先の

パチンコ専用マイコンの会社、エルイーテック社に転職

しました。このエルイーテック社では厚遇して頂き、RTR
を汎用化する研究を新事業として許して貰いました。

RTR は数ミリ秒間隔で CPU をリセットします。普通に C
言語等を使ってソフトウェアを作っては、実行途中でリセ

ットされてしまい、役に立ちません。パチンコ台のソフト

は、警察庁からの規制で、ソフトのサイズは 3KB といっ

た制限が有り、アセンブラで組みますので、時間管理が

可能です。実際は、各命令の所要クロック数を集計して

1 回の実行時間がリセットの間隔以内に収まる様にしま

す。これでは複雑で規模が或る程度有るシステムのソフ

トは作れません。しかし実は、大当たりが出た際に、この

リセットの周期では間に合わない場合があり、これへの

対策で、リセットの直前に割込みを入れて、リセット後に、

割込みでセーブした CPU の内容を、割込みからの復

帰を行えば元に戻せる、という技術を開発した事が有り

ました。これを拡張すれば C 言語で作ったソフトでも動

作させられるはずです。RTR では、1 回の動作時間が

決まっていますので割込みも使えませんが、割込みとリ

セットの組合せなら、この問題も解消できます。そして先

ずは慣れている小さいマイコン、8051 マイコンで作って

みました。上手く動作している様です。このマイコンは香

港のモトローラが解体した際に独立してマイコン会社を

作った友人の会社、Dragonchip社に作って貰いました。

このマイコンでデモ機を作り（アイディアは日本企業数

社に説明して協力を依頼しましたが、実物が無いと駄目

と断られたので）見せて廻り、協力を依頼しましたが、何

処も新技術は投資が必要という理由で断れました。こう

している内にツテを辿って、当時、尼崎市に有った、国

立開発法人、産業技術総合研究所（産総研）の情報技

術部門の方、今の産総研での私のボスですが、「これは

行ける」と、協力を提案して下さいました。

会社に依頼し、産総研との共同研究が始まりました。

産総研の勧めで、組込みシステム総合技術展（ET）に、

2011 年の秋パシフィコ横浜で開催に出展し、この際に、

25 周年の新技術コンペに参加しました。そして初参加

で最優秀賞（写真）を頂戴しました。

審査委員は、IPA の方、マスコミの方、審査委員長は

東海大学の教授、と記憶しています。この前年、前々年

はインテルが一位でした。この年もと、3 連勝を予定して

いたのですが、RTR ベースの技術でインテルを 2 位とし

た事は、長年、モトローラと付き合ってきた私には、別の

嬉しい話でした。更に、この時の審査会から、「High 
Resilience System」と技術の名称まで頂戴しました。

ブランド名としては、FUJIMI、と同僚が名付けました。

富士見、不死身、との掛言葉で私も気に入っています。

■FUJIMI の開発：「フリーズしないマイコン」

産総研との共同研究で最大の成果は、形式手法によ

り、RTR の理論を形式手法を用いて論証してくれた事

です。この結果は、2013 年、京都での形式手法での学

会でも報告しました。FUJIMI は RTR の改変ですので、

17
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マイコンでは CPU にだけリセットを掛ける必要が有りま

す。ところがマイコンで CPU にだけリセットを掛ける手段

が有りません。半導体メーカーは何処も設計時のシミュ

レーションを簡単にする為に、でしょうか？リセット・ライ

ンを複数にはしていてくれません。ET の展示会でエル

イーテック社のブースに来たシニアの方々へ説明してい

ると、簡単に理解されたり、似た事をやった、という方々

がいました。MC6802、Z80、8085 という風に、CPU が

単体 IC で有った時代には、基板の上で CPU だけのリ

セットが可能だったので、パチンコ業界に関与した方々

等から、この RTR 方式が流出して使われていた様です。

先の Dragonchip 社は、作り掛けのマイコンにタイマー

を 1 個 追加するだ けだったので比 較的 、安 価に

FUJIMI・RTR が可能なマイコンを作ってくれました。

しかしもっと、汎用の流行りのマイコンで作れない

か？何箇所かの半導体メーカーに依頼しました。エルイ

ーテック社は、ルネサスにカスタム・マイコンを外注して

いましたが、ルネサスはセキュリティ・マイコン同様、数億

円の開発費が必要ということで、これでは試作費が高過

ぎます。その内、富士通半導体が ET で最優秀賞を取

った事も有り、協力してくれる事になりました。検査に必

要なソフトウェアの開発費だけでよい、との事で嬉しい申

し出でした。これで ARM 社の M3 マイコンで FUJIMI・
RTR が使える様になりました。この間にも、産総研との

協力で技術は進化し、8 ビットでは無かった DMA への

対応が入ってきて RTR の回路は複雑になりました。とこ

ろが半導体産業の不振から、富士通はマイコン事業を

「SPANSION 社」へ売却してしまいました。これで

FUJIMI の普及が腰砕けになり、更に「SPANSION
社」と「CYPRESS 社」が合弁して、今は「CYPRESS
社」です。マイコン ICの入手は難しくなるばかりです。同

時に、FUJIMI 方式の特許をだしましたが、その際、弁

理士に、「今頃、マイコンの特許ですか？」と驚かれまし

た。21 世紀になり、マイコンは成熟していて日本でのマ

イコン関係の特許は大幅減少との事でした。マイコンを

コンピュータとして、コンピュータ・サイエンスの一部とし

て高速化だけでなく、私達の様に、安定化、フォルトトレ

ラント化するといった新機軸は出てこなくなっている様で

す。更にこれと並行して、輸出許可の相談に経産省の

安全保障貿易課に行きました。電話での相談では技術

の内容が理解できなかったので、担当の方が NEDO か

ら技術者を呼んで、FUJIMI のデモを見て下さり、これ

は技術輸出に許可が必要なフォルトトレラントに該当す

るとして下さいました。この方は、こういう良い技術は是

非、輸出せずに日本の技術の向上に寄与して下さい、

と言われたのは記憶に残っています。更に、FUJIMI
の改良は続きます。エルイーテック社で数億円以上を

注ぎ込みましたが、1 件しかユーザーはいませんし、こ

のユーザーの生産量も年に数百台です。このユーザー

は気象観測機器の一つ、風向風速計のメーカーです。

風向風速計は高所に設置します。すると落雷を受けま

す。直雷も有ります。鋳物のしっかりとした外装の中に有

ってもマイコン基板は時々、暴走します。すると風向風

速の記録が途絶えてしまいます。法律で記録が義務付

けられている所では不意に停止されると、誰かが気が付

いて電源を切り、入れ直すまで空白期間が出来てしま

います。そこで FUJIMI・RTR です。これで作った風向

風速計は、実地試験でもその後でも止まったケースは

有りません。

■現在の研究状況

年齢の問題もあり、大変に御世話になったエルイーテ

ック社をこのプロジェクトの成果を出せないまま退職する

事と成りました。そこで産総研で外来研究員として研究

を続けています。この 2 年で、産総研では RTR のハー

ドウェアの助けの無い、FUJIMI に類似したシステムが

出来ています。産総研の優秀なソフト作成者は、OS の

カーネルとして最初から作り、今期は実地試験に進んで

います。この方式はリセットを使いません。何故ならリセ

ットが使えるのはエルイーテック社が資金を提供したマ

イコンだけで、汎用性に欠けるからです。

ARM のマイコンを使っている内に、富士通を通じて

確認して貰った所、ARM のマイコン CPU は、割込みは

必ず受け付ける、との事です。そこでリセットの替りに禁

止出来ない割込みを使う事でほぼ同等の「止まったまま

にならない」機能を実現できました。

そして実験中に、高電圧試験をしている際に、何枚も

のマイコン基板をラッチアップで焼損した事から、外部

の電源回路に工夫をしてラッチアップの対策も行いまし

た。これはエルイーテック社時代に、ミツミにお願いして、

78L05 の様な電源 IC に、ラッチアップ解除の機能を入

れた製品を作りました。しかし、これではラッチアップは

解除出来ても、システムは初期化になります。今、開発

して、検証しているシステムでは、ラッチアップを解消し、

初期化無しに元の動作に戻れます。

このような研究を行っており、現在に至っています。

今後、何かのきっかけで、日本の産業が再び好循環

に入る事を期待しています。

18
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ＳＳＩＳコミュニティ活動（趣味の会）

◆開催日時   2018 年 4 月 9 日（月）

   散策時間 高尾駅 13 時～16 時 20 分

◆参加者   12 名  （順不同・敬称略）

  金原和夫、島 亨、野澤滋為、眞鍋賢一

  栗原敬志郎夫妻、山崎俊行、 日高義朝

  藤井嘉徳、川本佳史、田辺 功、福田 弘

◆幹事団

   企画立案      高橋令幸

   実行サポーター  田辺 功

  実行サポーター＆ 活動報告  福田 弘

はじめに

都心ではソメイヨシノもすっかり葉桜となった 4 月

9 日に大正天皇多摩陵、貞明皇后多摩東陵、昭和

天皇武蔵野陵、香淳皇后武蔵野東陵のある多摩

御陵（通称）及び隣接の丘陵地に立地する多摩森

林科学園を散策の地として選び SSIS コミュニティ

活動を開催した。

定刻 13:00 に高尾駅に集合し多摩御陵へと歩を

進めた。ちなみに高尾駅は社寺風建物で関東の駅

100 選に選ばれた駅で高尾駅の木の掲額とその下

にその旨の金色のプレートがあった。最近都心部で

は駅舎及び周辺の開発が進み近代的な建物が多

くなったが建設時の時代をそのままに残していた。

多摩御陵

武蔵陵墓地は八王子市にある皇室墓地。大正

天皇陵「多摩陵」、貞明皇后陵「多摩東陵」、昭和

天皇陵「武蔵野陵」、香淳皇后陵「武蔵野東陵」の

４陵（みささぎ）が造営されている。昭和天皇陵が造

営される以前は、多摩御陵（通称）と称されており、

現在でもその名で通っている。

高尾駅から南浅川沿いを通り御陵に向かう。途

中南浅川の土手、南陵公園には、すっかり青葉に

なったソメイヨシノが花の時期には素晴らしい花見ス

ポットであると思わせた。

約 15 分で多摩御陵正門に到着。表参道を通り

四陵に向かい順次お参りする。陵はそれぞれ上円

下方墳ほぼ同じでいずれも南面である。表参道の

両側には京都から移植された北山杉の並木がある。

手入れの行き届いた青々とまっすぐに伸びた杉の

並木は見るものを圧倒する。約 30 分をかけ参拝を

終了した。御陵内は鳥のさえずりさえ聞こえないほ

どの静寂さを保ち非常に荘厳な感じがした。

          

正門を望む

地域

だより 多摩御陵と多摩森林科学園の散策

福田 弘
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北山杉

      

大正天皇陵

貞

明皇后陵

昭和天皇陵

香淳皇后陵

多摩森林科学園

多摩御陵の参拝を終え 13：45 頃に次の目的地

である多摩森林科学園に向かった。約 15 分で到

着した。

多摩森林科学園は、1921 年に宮内省帝室林野

管理局林業試験場として設立され 1988 年に「多摩

森林科学園」となり現在は「国立研究法人 森林研

究・整備機構 森林総合研究所多摩森林科学園」

に改称されている。現在はサクラ品種の研究、都市

近郊林の研究、生物多様性の研究、森林環境教

育の研究を行っている。

サクラに関しては 8 ヘクタールの広さのサクラ保

存林があり、日本全国の主要なサクラの栽培品種

や銘木、天然記念物の接ぎ木のクローンが約 500
ライン、1,400 本植えられている。

到着後門内で見学ガイドを受け取り、本散策の

一つの目的であるサクラ保存林の散策ルートを尋

ねる。サクラをみるなら、夫婦坂のルートが良いとの

推奨を受け案内図を手に三々五々散策をスタート

した。通路幅は狭くアップダウンもかなり多い道の脇

には数多くのサクラが咲き誇り目を楽しませてくれる。

それぞれのサクラの根本近くにはそれぞれのサクラ

の名前、ルーツ、栽培園などの情報プレートがあり

見学の助けとなっている。ソメイヨシノ以外の多くの

素晴らしいサクラを堪能することができた。

到着後門内で見学ガイドを受け取り、本散策の

一つの目的であるサクラ保存林の散策ルートを尋
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ねる。サクラをみるなら夫婦坂のルートが良いとの推

奨を受け案内図を手に三々五々散策をスタートし

た。通路幅は、狭くアップダウンもかなり多い道の脇

には数多くのサクラが咲き誇り目を楽しませてくれる。

それぞれのサクラの根本近くにはそれぞれのサクラ

の名前、ルーツ、栽培園などの情報プレートがあり

見学の助けとなっている。ソメイヨシノ以外の多くの

素晴らしいサクラを堪能することができた。

  

       普賢象

               

松月

         

楊貴妃

           

                             

鬱金

白妙

              

             千里香

結城の鬱金

                     

                       

                                     

兼六園菊桜

静香

21
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紅普賢

  

虎の尾

                  

           糸拾

           寒山

                               

                                    

松前更紗

これらを鑑賞している間に一時間半ほど経過した。

途中に、ムササビの観察スポット等の看板も随所に

あったがさすがに日中でもあり実物を見ることはな

かった。午後１時からほぼ休みなしに 2 時間半ほど

山道を歩き詰めだったのでいささか疲れを覚えた。

参加者も戻り始めたが十分サクラも散策も堪能した

様子で椅子やベンチに座り、閉園までの間休みを

とった。

懇親会

多摩森林科学園を後にして高尾駅南口の懇親

会場の居酒屋に向かう。16:30 分着。

この時間に営業している店は少なく同時刻に科

学館を出発したいくつかのグループもほぼ同時刻

に到着した。我々は予約をしていたので奥の静かな

部屋に通されたが、スタッフの数が少なくなかなか

注文を取りに来ず、少々いらいらしたがそうこうする

内、各自適応力を発揮しオーダー方法を改善し問

題を解決した。最終的には店側が最初のサービス

の遅れを詫びる形で 30分程度の時間延長をオファ

ーしてきたので 2 時間以上楽しい時を過ごす事が

できた。

22
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沖縄の切手

                      渡辺二之

私の趣味の一つに切手収集がありました。

（現在は集めていません）

20 代のはじめの頃まで、国内の古い切手や、外国

の切手などを収集しておりました。一般に切手収集の目

的は、将来高価になると見越して集める投資目的があり

ますが、私はそんなに高価な切手を持っているわけでも

ないので、何かと関連する様な物を集めることにしまし

た。 その中に、沖縄の切手があります。父が戦前沖縄

の会社に勤めていた関係上、戦後も沖縄からの手紙が

良く届いておりましたので集めたわけです。

沖縄は太平洋戦争末期に米軍に攻撃され、占領され

たことは周知の事実ですが、米軍統治下で郵便切手は

どのように扱われていたかを知っている方は少ないと思

います。

1945 年～1953 年 6 月までは米軍統治下で切手が

発行されていました。1953 年 7 月からは琉球政府郵政

局が切手を発行しております。米軍統治下の 1958 年 9
月まではアメリカ軍の軍票である「B 円」なるものが法定

通貨として通用しており、切手の表記も円表記になって

おります。しかし、その後にドル建ての表記に変わりまし

た。たぶん、1958 年 10 月からだと推測しますが、ハッキ

リしたことは分かりません。

沖縄の切手のデザインは、だいたい琉球王朝時代か

らつづく風習や衣装、歴史的な建物などを用いた物が

多いです。

図 1 に示すものは、円表記の切手の内、おそらく一番

古い部類のものだと思います。理由は、単位に「銭」が

使われているためです。また、琉球を表す英文表記が、

「RYUKYUS」と語尾に「Ｓ」がついているのが不思議で

す。図 2 は記念切手です。

図 1 琉球切手の内 B 円表示の古いと思われる物

  
図 2 B 円表示の記念切手

図 3 修正表示をした切手   図 4 ドル表示の切手

図 3 は途中から円からドルに切り替えたために訂正

を印刷した物です。これは航空郵便用の切手です。図

4 はドル表示後の航空便切手です。

その後、琉球切手はドル表示で下記の様なデザイン

の切手が数多く発行されました。

図 5 琉球舞踊を表すデザインの切手

オアシス OASIS ～憩いの時空間～
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図 6 生き物や風俗を表したデザインの切手

図 7 文化財や風俗のデザイン切手

図 8 「ヨナグニサン」をデザインした記念切手

図 8 は与那国島に生息する沖縄天然記念物の巨大

な蛾をデザインした記念切手です。

1972 年 5 月の日本本土復帰にともない、日本国政

府発行の切手にすべて替わりましたが、切り替わるた

め、琉球切手が投資の対象として扱われて大量に買い

占められたこともありました。ブームが去ると暴落して、

現在は通常の価格帯になっているとのことです。主に投

資の対象となったのが、図 9 に示す守礼門の切手とい

われています。図 10 は沖縄復帰後の日本政府発行の

切手です。

  

図 9 守礼門の切手 図 10 沖縄復帰記念切手

なお、写真の大きさは実物どおりではありません。    

SSIS 事務局に入職して

          外所 和博

   

2017 年 3 月に SSIS の事務局に入職した外所です。

自己紹介として私の職歴を列記しますと、NEC に約 40
年勤務して内 34 年超は半導体に関わる業務に従事し

ました。職種としては、営業、市場調査、メモリ製品の海

外顧客対応、関連諸官庁・業界団体等との渉外窓口、

役員の対外的な公職のサポート等を経験しました。

＜青潮出版株式会社発行「株主手帳」1998 年 6 月号＞

SSIS に関しては、部長時代に半導体事業グループ

の幹部メンバーの月例会議の事務局をやっていたとき

に、半導体シニア協会という団体が設立されて、入会の

依頼がきている、どう対応するかという議論がされていた

ことを断片的に記憶しています。

そして 2010 年 2 月 19 日には、当時 NEC の特別顧

問であった佐々木元さん（SSIS の諮問委員）が 2010
年度社員総会特別講演で講演をした際に、講演のサポ

ート役として新宿文化センターに随行しました。

その時に理事長の牧本さん、副理事長の竹下さん、

各社の半導体関係の OB 面識のある方たちがお元気に

活動されているのを目のあたりにしました。

それから 7 年後の 2017 年 3 月に NEC の先輩であ

る SSIS の前理事長の橋本さんから、「事務局に空席

ができて人を探しているが、心当たりはないか」という
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電話をもらいました。2016 年の 6 月に NEC の嘱託

契約期間が満了となって時間の余裕はあり、65 歳に

なって SSIS の会員になって事務局のお手伝いをす

ることで、会社生活の大半を過ごした半導体産業に

対して少しは恩返しになるかな、と思って橋本さんに

理事長との面接を申し入れました。その結果ご縁があ

って 3 月26日付で事務局に入職してあっというまに 1
年がたちました。

SSIS の事務局は、定款に、「この法人は、事務を

処理するために、事務局を置くことができる。」と規定

されていますが、限られた人員で経理業務、会員の

入退会管理、各種文書の管理、ホームページの維持

管理、9 つの委員会の円滑な活動の為の諸事項の補

佐、その他庶務業務等まさしく多岐にわたる事務を処

理しています。

この 1 年間の経験でもっとも無力感を感じたのが会

員の退会手続きです。会員の皆さんのご事情はいか

んともし難いですが、この間（2016 年 3 月～2017 年

3 月）に新規加入は、11 名、4 団体、その一方で

32 名、6 団体の方々が協会から去られました。

事務局として協会の喫緊の課題である会員拡大の

推進、会員交流の場の活性化に会員サービスの向

上を通じて微力ながら貢献すべく精進しますので、今

後ともよろしくお願いいたします。

八戸を中心とした思い出と近況

ＳＳＩＳ会員企業     金谷 昌壽

文化活動委員会の主催による昨年１０月上旬

に開催された第８回ＹＭＫ会では、義経の波乱万丈

の生涯（栄光と悲劇の英雄 源義経 第二部 義経

北方伝説）が題材として取り上げられていました。

私の郷里の青森県に関連するエピソードも出ており、

興味深いものがありました。また、講演された藤井

氏は会社の先輩でもあり、私もこのオアシスの場を

借りて筆をとってみることにしました。

◇八戸の歴史、風土

奥州の豪族だった安倍氏、奥州藤原 4 代の話は、

17 歳位のとき、歴史の先生から学んでいてとても懐

かしく、そのレポートを書かされた記憶があります。

そして、その後中世には、青森県の南側・太平洋側

と岩手県の北部側がいわゆる「南部藩」の所領とな

ります。後に南部氏は盛岡に拠点を移しますが、文

化的にも人的交流面においても、八戸、三戸、五戸

あたりから、岩手県の一戸、二戸、九戸、久慈そし

て盛岡界隈までは、関係が深いものがあります。

私は、八戸市と三戸郡の両方に住んでいましたの

で、この辺りの文化・風土については馴染深いもの

があります。岩手県の九戸地方出身の母および親類

からは、よく義経伝説を聞いたものです。八戸には

三社大祭というものがあり、東北四大祭にこそ入り

ませんが大きなお祭りです。二十台以上の山車がで

ますが、必ず義経・弁慶の山車が登場し、子供のこ

ろから義経の話は身近に感じています。藤井氏の講

演にもあるように数々の伝説もあるようです。

◇中学時代、南部教頭先生との出会い

この地方は後に南部藩となります。私の中学の教

頭先生は、「南部」姓の方でした。八戸市中心地の市

役所のそばに住んでおられ、八戸南部氏の末裔（い

わゆる殿様）でした。

夏は野球部（右投げのエース）、冬は将棋倶楽部

（部長）でしたが、いずれもこの先生に指導をして

いただきました。野球の方は、肩を壊して入院して

以来ぱっとしませんでした。将棋の方は入院中二段

の病院長の特訓を受け、南部先生よりも強くなって
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しまい、学校で一番強くなりました。

◇八戸と山梨

南部藩の話を少し掘り下げてみますが、山梨県の

南部町は陸奥国南部氏発祥の地です。中央と地方と

の歴史的ないきさつにより、陸奥の国（青森県と岩

手県）に拠点を作ったという系譜があるようです。

山梨と八戸とは、風土・文化がとても似ています。

～山梨～

郷土料理の「ほうとう」、山岳地域・気候、植物群

の類似性、共に名馬の産地。神社に奉納する「流鏑

馬（やぶさめ）は、走りながら騎乗から矢で的を射

る）」、八戸の八幡神社の話に通じます。

また、山梨北部には、縄文遺跡もあり、八戸是川遺

跡群のように沢山発掘される縄文土器に通じます。

～八戸～

食材の「かっけ」（又はかっけばっとうともいう）

が山梨の郷土料理「ほうとう」（味噌煮込みうどんの

ようなもの）によく似ています。気候の類似性、名

馬の産地。流鏑馬は、三社大祭神社の一つ、長者山

神社で催され、よく見に行ったものです。

なお、八戸市西方にある八幡神社は、南部氏ゆか

りの神社であり、学校の校庭のすぐ近くにありまし

た。八戸で初詣といえばここ八幡神社です。

◇馬と甲斐駒ケ岳、そしてお絵描き

私の親類は、サラブレットの生産・牧場経営をし

ていました。居間には沢山の馬の絵がかけられてあ

りました。お金持ちなのでいろんなものをもらえた

こともあり、子供の頃はよく遊びに行きました。

父がここの親父と飲んでいたので迎えに行った

ついでに馬をよくみて育ちました。馬に乗ることも

できました。馬は美しく、とても目がきれいです。

いつか馬の絵を描いてみたいと思ったりしています。

さて、私は、ここ十年間位ですが、山梨にはまっ

てしまい、月 2 度程度は訪れています。山梨には、

南アルプスの名山「甲斐駒ケ岳」があります。駒と

は馬のことです。山梨県は小淵沢町あたりを中心に

馬が盛んで、牧場がたくさんあり、時々、妻と馬乗

りをしに行ったりしています。

今後ですが、故郷八戸と第二の故郷になりつつあ

る山梨を絵でも描きながら、もっと研究し、源氏の

里の歴史を紐解いてみたいと考えているところです。

＜民謡＞

〇八戸小唄・・・♪唄に夜明けた鴎の港・・・

〇南部俵づみ唄・・・♪このや旦那様さ、七福神

のお供して・・・

〇南部牛追い唄・・・♪田舎なれどもさー・・・

＜八戸のお祭＞

〇八戸三社大祭

〇えんぶり（重要無形民俗文化財）、など

＜名物料理＞

〇せんべい汁、八戸南部せんべい

〇いちご煮、イカ、ホヤ、海産物料理

〇磯ラーメン

〇わらび・ぜんまい、たらの芽

〇そばかっけ・むぎかっけ（→筆者好物）

＜見どころ＞

〇種差海岸、蕪島、白浜海岸

〇菊祭、階上岳（つつじ祭）、是川遺跡

〇車でちょっとで、温泉、湖、スキー場、など

＜風土・気候＞

〇冬は、本州一寒いものの 雪は少ない

〇夏は、とても涼しい 避暑に最適 ♪
〇やませが吹く

＜「のへ」の不思議＞

〇「のへ」っていったい何？

〇一戸から九戸はどこにある？

〇四戸（しのへ）は？

青森県  

   
                   

                  

＜八戸（南部）弁＞

〇「はずのへぁ いいどごだすけぇ、

  あすびに おんでぇ」

（訳：八戸は 良い処なので、

   あそびに おいで下さい）

＜おまけ＞

〇「座敷わらし」って知っています？

八戸

七戸

六戸

三戸

二戸

一戸
九戸

五戸
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自由時間の使い道

～その１ 放送大学の受講を起点に

       地球・宇宙論に夢が拡がる～

                       中村恒夫  

長らく会社生活をした後のフリータイムをどのように使

うか考えている間に、会社時代の資料整理、家族サー

ビス、家のメンテ等をして時間が過ぎていたが、たまたま

TV の放送大学を見ていた時に、高校時代の地学で当

時新説のプレートテクトニクスの話をしているのを見て、

とても新鮮かつ現状の、地球・宇宙論はどのようになっ

ているのか興味を抱き、放送大学の資料を取り寄せた。

そこには多種多様な講座はありましたが、まず地球・

宇宙に関する講座に入学（1 科目 1 万円位：教科書、テ

スト代）することに決めた。講座は、①太陽系の科学、②

地球のダイナミックス、③惑星地球の進化、④宇宙を読

み解く、⑤宇宙とその進化、の 5 科目を毎週１回の講座

で半年間聴講。当然録画（機材を購入）して繰り返して

見ることにしました。

その中で、冥王星の準惑星への道、太陽系惑星の衛

星の発見、太陽系形成の京都モデル、ダークマター、

ダークエネルギー、ブラックホール、重力波、ビックバ

ン、インフレーション、宇宙の晴れ上がり、ハビタブルゾ

ーン、宇宙の膨張、宇宙の年齢（138 億年）、地球の年

齢（46 億年）等の最新？キーワードの詳細な内容を新

鮮な気持ちで学習できた。各講座は独立した話ではな

く関係していて、纏まりのある内容で、私にはとても難し

くあり、面白みもある内容でした。

半年の纏めとして単位習得のテスト（私には意味ない

事なのですが、やるからには良い結果で終わりたいとの

意欲で臨んでいた）もあり、渋谷のテスト会場は多くの科

目の受験生が控室にて準備をしていて、若い頃と同じ

様にテストに臨む緊張した雰囲気が充満していた。私が

受ける科目の受験生の多くは私とそれ程違わない中高

年の方々（ご婦人方を含め）が多くいたことには驚きを

感じた。世の中に如何に学習意欲を持つ方がこれ程多

くいるのを知った。テスト結果は合格しましたが。

又、この講座の中で出てくる研究施設や展示施設に

も見学して回った。とても面白く、楽しい経験でした。

国立天文台野辺山宇宙電波観測所（NAOJ）、筑波

宇宙センター、国立天文台三鷹（NAOJ）、宇宙航空

研究機構（JAXA）、海洋研究開発機構（JAMSTEC）、

国立極地研究所、国立科学博物館、生命の星・地球博

物館、情報通信研究機構（NICT）、等

下記は、2015 年の春に訪れた宇宙電波観測所の写

真です。家から車で圏央道―中央道にて長坂 IC から山

道を野辺山に上り、山腹の広大な土地に到着。約 2 時

間の行程。この研究施設には４５M 電波望遠鏡（世界

最大級、遠い宇宙の観測）、太陽電波強度偏波計（太

陽活動の観測）、ミリ波干渉計（移動式天体電波望遠

鏡）、電波ヘリオグラフ（太陽活動観測）が主な観測装

置で、多くの研究者（外国人含む）が在籍しています。

直径４５M の電波望遠鏡の下に行くとその巨大さに驚き

ます。半導体とは正反対のスケール領域です。

この観測所は、1969 年に開設され、以後着々と設備

が拡大されて多くの研究成果が出ているようです。しか

し、ここは標高 1,350M で雪は少なそうですが、寒さは

それ相当（極寒）のようです。都会からも遠い所です。

野辺山宇宙電波観測所

又、上記各施設が主催する研究セミナー、イベント等

も機会、興味があれば今も参加、聴講しています。

又、今は放送大学に入学せず（教科書を入手してい

ない）、聴講のみで講座を見ているものがあり、主に自

然科学中心で、この領域も纏まりのある内容なので、資

料は十分ではありませんが、発見、発明が歴史の流れ

の中でどの様に進展、進歩して来たのかが分かりやすく

理解出来る感じがします。

2017 年 7 月には小金井七夕講演会にて、ノーベル

物理学賞受賞者「梶田隆章先生」の「ニュートリノで探る

宇宙」の講演を拝聴しましたが難しさを痛感しました。

最後に、半導体分野においてもその後の発展、成長

に関心を持って SSIS、SEATEC、SEMICON
JAPAN 等で最新状況を見聞しております。
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ゴルフ雑感

              文化活動委員会 山崎俊行

近所のゴルフクラブのメンバーになって二十年にな

る。現役の時はお客様との交流に随分とお世話になっ

たがリタイアしてからは週一回のラウンドを心優しいメン

バーの方たちと一緒に楽しませていただいている。年齢

と共に飛ばない、寄らない、入らないの三無い状態が続

いているが健康の為に徒歩でのラウンドを心がけてい

る。季節ごとの花や鳥のさえずり、野兎の愛らしい仕草

が心に安らぎを与えてくれる。

野鳥たち

五月から六月になると森の中は野鳥たちの泣き声で

騒々しくなる。なじみの深いウグイスが ホーホケキョ と

鳴き、ホトトギスが甲高い迫力のある声で トッキョキョカ

キョク と鳴き、コジュケイには大きな声で チョットコイチ

ョットコイ と呼ばれる。何れも姿を見るのは難しいが楽し

いものである。因みにホトトギスは托卵の習性がありウグ

イスなどの巣に自分の卵を産み落とすそうである。先に

生まれたホトトギスの雛はウグイスの卵や雛を巣から落と

して義理の母の庇護の下巣立っていくそうである。

ホトトギスは織田信長（なかぬなら殺してしまへホトトギ

ス）、豊臣秀吉（鳴かずともなかせてみせふホトトギス）、

徳川家康（なかぬなら鳴くまで待つよホトトギス）と詠わ

れた鳥であるがそれぞれ三人の天下人の気性を表した

川柳として妙味がある。因みにパナソニックの創業者で

ある松下幸之助翁は （鳴かぬねばそれもまた良しホトト

ギス） と詠んだそうである。

カラスとトンビ

このゴルフクラブにも鳥の主役として君臨するのが、

カラスとトンビである。最近も駅の券売機でカードを器用

に使いながら発券しようとするカラスがニュースになった

ようにカラスの知能は犬にも勝るそうである。皆さんの中

にもゴルフ場でカラスの被害にあわれた方がいらっしゃ

ると思いますが、くれぐれも高級アクセサリーや封筒に

入れた現金はカートに置かないことをお勧めする。

     カラスとトンビの空中戦

被害の大半はキャディさんが昼食用にコンビニで買っ

たオニギリ、プレイヤーの皆さんのタバコや飴やチョコレ

ートなどを持ち去り数か所ある荷捌き場まで運んで賞味

するのである。小さなカバンや小物入れなどは格好のタ

ーゲットとなり携帯電話が入っていても運んでしまう。

キャディバッグのファスナーも易々と開けてしまい中に

食べ物が無ければスリーブに入ったボールを持ちだす

事など朝飯前である。被害に遭う場所も決まっていて反

射ディスクをぶら下げたり猫の飾りを置いたりと対策をと

るのだが二週間ほどで学習してしまうのでイタチごっこ

である。

ついにクラブ側も完全に金網で蓋が出来るようにカー

トを改造しカラスの被害も大きく減少したが、カラスも何

所かで秘密の特訓を重ねて再チャレンジしてくることを

密かに期待している。

子育ての時期になるとカラスとトンビの空中戦がしば

しば見られるようになる。大半はトンビがカラスの巣の近

くで領空侵犯するのである。カラスは応援を頼んでトン

ビを追い払うのだが空中戦の鉄則であるトンビの後方に

位置をとり且つトンビの上方から攻めたてるとトンビはた

まらず飛び去る。トンビを近くで見ると鋭い嘴といかにも

視力の良さそうな目、がっちりとした爪が猛禽類の風格

を醸し出している。

朝一のショットは何時も緊張する。力を抜いてクラブを

振ればグッドショットの声が・・・カラスがファーと鳴き何時

ものラウンドが始まる。
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近年 IoT が情報産業及び電子産業の牽引役を果た

しているが、中でも IoT の頭脳にあたる AI が半導

体産業に大きなインパクトを与えている。AI 用半導

体は汎用・専用を問わず高速・低消費電力化が必須

であり、それにはアーキテクチャに関するさまざま

な技術的ブレークスルーが必要となる。そこで本号

の前半では AI アーキテクチャに関して、提案され

ているアイデアを論ずる。また、昨年から論説委員

会主催でシリコンバレーツアーを開催しているが、

それを踏まえてシリコンバレーとブレークスルー技

術について後半で論ずる.

Deep Learning 用 CNN の処理概要

まず静止画像の認識を例に取り上げ、特にDeep 
Learningの分野で実用上最も注目されているCNN 
(Convolutional Neural Network)の処理概要を説明

しておこう。図1は2012年にトロント大Hinton教授

らが提案し、Deep Learning CNNの先駆けとなった

AlexNetである。入力された1,024 x 1,024 のピクセ

ルデータはエッジ抽出などのフィルタが適用され、

その結果に対して抽象化のためにフィルタを用いた

プーリングと呼ばれる処理が施される。いずれも数

学的には2つのベクトルの内積、つまり積和演算の

畳み込み(Convolution)であり、これらの処理を8回
繰り返す。最後に3層に渡って後段層のシナプスに

全信号を繋ぎ込むFC(Fully Connected)処理を経て

出力が決定される。学習過程では、教師データに基

づいて3 x 3程度であるが、2,000個に及ぶフィルタ

の要素及びFCにおける重みの値を最急降下法によ

って決定する。ここで、正解である教師データとの

差が十分微少になるまでこの処理が繰り返えされる。

「CNN においては積和演算が処理の中心となる」

と述べたが、演算結果行列の要素単位に独立した処

理となる為、並列処理を行うことで高速化が図れる。  

また画像、フィルタ及び FC における重みデータ

に関して、メモリに対する「読み・書き」処理が高

頻度で発生することから、高メモリバンド幅が必要

となる。一方 DRAM とプロセッサ間の配線で生じ

る寄生容量の低減とメモリ容量自体の削減が低消費

電力化の鍵を握る。以下では現在提案されている高

速・低消費電力化に関する代表的なブレークスルー

技術を紹介する。

汎用プロセッサのブレークスルー技術

NVIDIAが2017年末に発表した汎用並列プロセッ

サは図2のようなHBM(High Bandwidth Memory)の構

造を採用している。汎用画像処理チップGPGPUと

TSVで積層されたDRAM-SIP間の距離をcmオーダ

まで縮めており、配線容量を極量低減している。そ

の結果120Tflops というスーパーコンピュータ並

みのスピードを実現している。16GbyteのDRAMに

関して オフチップ・メモリバンド幅 900Gbyte /秒、

最大消費電力300W、20Bトランジスタ、使用プロセ

ス は 12nm で あ る 。 ま た Google は TPU(Tensor 
Processing Unit)という名称で汎用プロセッサを発

表している。NVIDIAは複数のプロセッサコアを並

列処理させて乗算を行っているのに対して、TPUは

図3に示す積和演算専用のシストリックアレーを採

用している。2つのベクトルの要素は左側と上側か

ら入力され、積和演算結果は左側に出力される。ク

ロックに同期させることによって高速演算を可能に

したブレークスルー技術と言える。2018年1月に発

表 さ れ た TPU で は NVIDIA と 同 様 に

64GbyteDRAM のHBMの構造を採用しており

180Tflopsを実現している。

☆ 委員会報告☆
半導体のブレークスルー（４）

論説委員会

図 1    AlexNet

Convolution FC

GPGPU

Interposer

DRAM-SIP with TSV

図 2  NVIDIA  HBM  

図 3  シストリックアレー
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データ圧縮のブレークスルー技術

自動翻訳などはスマートフォーン側での処理が

望まれるが、それにはより小規模なメモリ容量が必

要となる。ちなみに自動翻訳においては、前章で説

明した CNN を時間軸で拡張した処理方式 RNN が採

用されている。学習過程で現れるフィルタ及び FC
における重みデータに着目すると、浮動小数点で出

力されるデータの 80%近くがほぼ 0 に近い値である

こと、浮動小数点を整数で近似した場合には 16 種程

度にまとめられること、ほぼ 0 を出力するのに関連

したシナプス信号自体を削除してもほとんど影響が

ない、などの経験則がある。これらの経験則に基づ

いて Stanford 大はデータの圧縮に成功した。つまり

4bit での処理を可能にしたのである。この考え方を

ハード化し、EIE (Efficient Inference Engine)なる専用

プロセッサを 2016 年に発表している。データの圧縮

率は 1/50 程度であり GPGPU や TPU に比べて 10～
100 倍高速になったと報告している。また、消費電

力は 1/20 である。標準的な画像情報ベンチマークデ

ータセットである Image Net での認識精度 98%は圧

縮前と変わらない。

2018年のISSCCではこのデータ圧縮に関する論文

が6件と急増した。画像データを含め、全て1bitのバ

イナリコード (＋1,－1) へ圧縮している。データ圧

縮により、プロセッサと同一チップ内のSRAMに全

てのデータを保持することが可能となる。北大と慶

応大は図4のような24個のプロセッサコアと8個の

SRAMを同一chipに積載したQUEST チップを発表

した。TSVではこのような積層は難しいとされてい

るが、磁界結合によって専用プロセッサコアと

SRAM間信号の交換を実現している。前述AlexNet
を使った評価では、オンチップ・メモリバンド幅

604.8Gbyte/秒、消費電力は3.3Wである。オンチッ

プ・メモリであることからプロセッサコアとメモリ

間配線長が短くなることで信号遅延の低減とスイッ

チング電力の低減が同時に実現でき、SRAMのみの

使用でさらに消費電力の低減を実現している。この

発表に関して、学生を対象にしたSilkroad Awardが与

えられて大きな反響を呼んだ。

古くからVon Neumann bottleneckという言葉があ

るように、メモリの処理性能がシステム全体の処理

速度を支配してきている。データ圧縮はこの

bottleneckを解消することに直結し、エッジ側でのAI
利用を可能にする極めて重要な技術となっている。

Neuromorphicのブレークスルー技術

我々の脳の消費電力は 20W 程度と言われている

が人間並みの低消費電力の実現を目的としてアナロ

グ回路でニューラルネットを模擬するNeuromorphic
と呼ばれる研究分野がある。先に「CNN においては

積和演算が処理の中心となる」ことを説明したが、

Stanford 大は加算演算にアナログ回路を用いる方式

を 2018 年の ISSCC で提案した。画像、フィルタ及

び FC における重みデータは全てバイナリコードで

扱っており、図 5 のように、フィルタあるいは FC
重みデータと画像データ各要素の符号が同一の場合、

XNOR は ＋1 を出力し、異なる場合は －1 を出力

する。この値は信号毎に一旦容量に加えられ、電圧

に変換されてオペアンプで加算、結果はハイパボリ

ックタンジェント(tanh)型のシナプス、つまり活性化

関数回路に入力され、再び 1bit のバイナリコードが

出力される。Image Net と並び標準的なベンチマーク

データセットである CIFAR-10 で 86%の認識精度を

実現している。2016 年に IBM は消費電力が 200mW
程度であるNeuromorphic チップ TrueNorthを発表し

たが、それと比べて処理速度は劣るものの消費電力

はわずか 0.1mW となっている。

シリコンバレーとブレークスルー技術

本号まで、4 回にわたり半導体技術を支えてきた

さまざまなブレークスルーを論じたが、そこで見え

てきたのは、「アーキテクチャ・回路・デバイス、そ

してプロセスに至るまで、IoT の時代では短い時間

図 4  北大・慶応大の QUEST チップ

図 5 Stanford 大が提案する積和演算回路

オペアンプ

XNORフィルタ

データ

画像データ

tanh型活性化関数

1bit

出力
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スパンでユーザニーズがより高度なものへとエスカ

レートする。そのためすぐに技術的な壁が立ちはだ

かるが、そのたびに新たなブレークスルーが必要と

なり、研究・開発に求められる質的のみならず時間

的要求の厳しさが増加し続ける」ことであった。シ

リコンバレーではこのような状況にすばやく対応で

きるシステムが 60 年余の歴史を踏まえて出来上が

っている。つまり、主に Stanford 大や UC Berkeley
がブレークスルー技術を生み出す役割を担い、近隣

企業が効率よくタイムリーに製品化へ結びつけてい

る。シリコンバレーという場は、「２つの大学か研究

所、近隣企業は設計開発を担う事業部に相当する一

つの企業体」として機能しているように見える。こ

れを可能にしている要因の一つは積極的で活発な人

的交流である。一つの企業体であるから、研究所と

事業部、あるいは事業部間での人的交流や情報の共

有がさほど大きな障害がなく実現できる。その前提

は個々人の高い倫理観である。ではどのようにして

倫理観が身につくのだろうか。それには学校教育が

大きな役割を果たしている。学生時代から「カンニ

ングなどの不正は即刻退学」などの教育、つまり

honor code を厳しく叩き込まれることで個人の倫理

観が醸成される。また、ブレークスルー技術に関し

て、大学としての特許所有は行わずに一般公開して

いる。公開することにより、多くのアイデアが生ま

れることの利点を重要視しているのである。企業が

抜け駆けして特許化することにブレーキをかけるの

も高い倫理観である。

60 年余にわたるシリコンバレーの歴史は 1955 年

に Stanford 大副学長に就任した Fred Terman の存在

まで遡る。彼は東海岸の有名教授を高額な給料でリ

クルートして人材を集める一方、学生に起業を促す

と同時に教員にも週 1 日企業でのコンサルタント活

動を促した。以来大学は技術と人材の両面からの供

給拠点としての役割を大いに果たしている。このよ

うな大学の存在がシリコンバレーの活力の源泉、と

強く感じる。1960 年代は Intel などの半導体、1980
年代は HP, SUN などのコンピュータ、2000 年代は

Google, Facebook などのソフトウエアと大学を中心

として生まれたブレークスルー技術がシリコンバレ

ーの発展を促し続けたことが何よりの証拠である。

そして 2010 年代は IoT, AI, ビック・データである。

UC Berkeley Swarm Lab.や Stanford 大 System X など

のプロジェクトがここに焦点を定めて動き出してお

り、Stanford 大の Bill Dally 教授は NVIDIA 副社長、

Andrew Ng 教授は百度社 AI Lab.の最高責任者とし

て大学との兼務で活動を始めている。

若者の新たな発想がブレークスルー技術を生み

だす場合が多いが、1,000 万円を軽く超える高額な

初任給がブレークスルー技術に結びつく勉学遂行の

明確なモチベーションとなっている。米国における

学部学生の平均勉強時間は４時間だそうである。寸

暇を惜しんで勉学に励む姿は、Stanford 大や UC 
Berkeley ではあたりまえのように見かける。また、

NASA Ames 研究所では高校生を対象にしたインタ

ーンシップ制度を提供したり、Computer History 
Museum では高校生以下の児童生徒に教育プログラ

ムを提供している。講師は IBM や Intel などの名だ

たる企業のエンジニア OB である。約 300 万人が暮

らすシリコンバレーであるが、このような地域全体

での教育システムもブレークスルー技術創出に結び

つく下地となっているのであろう。

一流の技術ポテンシャルを持つ我が国ではあるが、

上記のようなシステムが出来上がらない限り、ビジ

ネスでの勝利は難しいのかもしれない。2018 年

ISSCC 採択論文の 65%は大学であり、日本を含むア

ジア地区でも企業の倍近くが大学からの論文である。

このことは、新たなブレークスルーは大学から生ま

れる可能性が非常に高いことを示している。残念な

がら現在は分散してしまっている大学と産業界の人

的な研究・開発リソースをうまく連携させ、ブレー

クスルー技術とその製品化とを効率よく直結させる

ことが日本における半導体産業復活の重要な鍵とな

ることをシリコンバレーは我々に教えてくれている。

まとめ

汎用プロセッサ、CNN on mobile と言われるよう

なエッジ側での処理の鍵となるデータ圧縮、

Neuromorphic と呼ばれるアナログ回路など AI アー

キテクチャに関する技術的なブレークスルーを述べ

た。また、シリコンバレーとブレークスルー技術に

関して論じた。今回で半導体ブレークスルーに関す

る連載を終了するが、今後も折に触れ、関連する内

容を論ずるつもりである。

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：委員長 渡壁弥一郎 副委員長 鈴木五郎

委員 井入正博  川端章夫  長尾繁雄  伏木 薫

アドバイザー 市山壽雄
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第 9 回 YMK 会の開催

季節柄、春とはいえ、幾分汗ばむ 4 月 28 日、第 9 回

YMK 会講演会を開催致しました。前回に引き続き、講師の

藤井嘉徳氏による「歴史シリーズ第 3 弾」です。第 2 弾では、

武士が台頭してきた平安時代後期から鎌倉時代初期にか

け疾風のごとく駆け抜け、歴史の彼方に消えていった栄光

と悲劇の英雄、源義経の波乱万丈の 31 才の生涯を取り上

げました。

今回は、その後の鎌倉幕府中期の第8代執権 北条時宗

の時代に迎えた日本の有史以来の危機、元寇の役を中心

に取り上げ、如何にこの国難を乗り切ったかという内容を題

材としました。

■開催日時  2018 年 4 月 28 日（土）

開会：午後 4 時 10 分～閉会：午後 6 時 (110 分)
■開催場所   かながわ県民センター 15F 1501 会議室

■演題  ～ 蒙古襲来、危急存亡の鎌倉時代 ～

執権 北条時宗の決断と武士団の奮戦

第Ⅰ部 史上空前、ユーラシア大陸を席捲する世界

        最強の大モンゴル帝国の野望    （24 枚)
第Ⅱ部 元寇の国難、時宗の深謀遠慮と、蒙古に立ち

           向かう九州武士団の激闘       (55 枚)
◇文永の役 1274 年 10 月 5 日～10 月 29 日

元軍 3.2 万人、日本軍 1 万人

  ◇弘安の役 1281 年 5 月 21 日～ 8 月 21 日

     元軍14.2万人（東路軍4.2万人＋江南軍10万人）

日本軍 10 万人

第Ⅲ部 その歴史的意義、「神風」というねじれの

           表象と、あるべき日本の歴史観    (8 枚)
■講師    

SSIS 会員  藤井嘉徳氏

(歴史館委員会・編集委員会・文化活動委員会)
■参加者 (順不同、敬称略)

藤井嘉徳、牧本次生、野澤滋為、真鍋研司、清水秀紀

   高畑幸一郎、 野中敏夫、内山雅博、山崎俊行、

高橋令幸、柏木正弘、中尾誠男、中田靖夫、福井博

渡壁弥一郎、元榮川常、鈴木武、角井宜治、川本佳史、   

   田辺功、島 亨、日高義朝 (22 名)
■講演の概要

（1）13 世紀初頭の 1206 年にバイカル湖南部に位置する

カラコルムにジンギスカンが率いるモンゴル帝国台頭

した。その後わずか 70 年に満たない期間にその勢力

は、西は東ヨーロッパ・アナトリア（現在のトルコ・シリア）、南

は、アフガニスタン・チベット・ミャンマー、そして東は中国・

朝鮮半島におよぶ最大領域は、実に世界の陸地の 25％を

占める史上空前の大帝国を確立した。

  

   

    モンゴル帝国の最大版図と各ハン国

1260 年に始まる第 5 代皇帝のフビライカンの治世、その

触手が、いよいよ海を乗り越えた日本に及ぶことになった。

     

         

フビライカン

威圧的な国書が届いたのは、鎌倉時代中期の 1268 年、

第8代執権北条時宗が18才の時。1271年に国号をあらた

めた元の世界最強の軍団を迎え討つ日本は、のちの 1274
年の文永の役、そして 1281 年の弘安の役と呼ばれるこ

の戦いにおいてどのように戦い勝利したのだろうか。

  

    

第八代執権 北条時宗

第 9 回 YMK 講演会

文化活動委員会 日高 義朝
☆ 委員会報告☆



半導体産業人協会 会報 No.101（’18 年 7 月）            33

        

                蒙古襲来絵詞

（2） 講演者の高校時代の 1970 年代前半において日本     

史の教科書では、いずれの戦いにおいてもあたかも突   

如として吹き荒れた暴風雨により、あっけなく元軍は壊    

滅したかのような描写がなされていた。当時果たして実    

際は、そうだったのだろうかという大いなる疑問があっ

た。日本軍は大挙して攻めてくる元軍に対していった

い何をしていたのか、九州御家人は懸命に戦いを挑

み元軍との激闘で日本を救ったのではなかったのかと。

その後、特に 90年代以降から 2000年代にかけて、当

時の国内外の文献や地元九州圏に伝わる記録等を

色々と調べて研究し、総合的に判断してみると、実際

のいくさは、60 年代～90 年代初頭にかけて日本の一

般社会に浸透していたイメージとは、かなり様相を異に

していると確信した。特に、あたかも神風が吹いて元軍

は打ち払われ、日本の危機は回避されたというような

表象は、ねじれの歴史観にすぎないように思われた。

（3） 文永の役は、主として蒙古軍・高麗軍、弘安の役は、   

これらに加えて旧南宋軍との連合軍の編成。彼らの指

揮統制・当時の新鋭の武器、兵站や海路の船団の構

成、そして日本軍との戦力比較や個々の２つの戦いの

軌跡を追い、日本側の博多湾沿岸の防塁（石塁）や異

国警固番役の設置等の日本の戦略上・作戦上の英知

も盛り込んだ。また相手側にも敬意を払いつつ、客観

的分析主義に徹した。この日本の未曾有の歴史的大

事件が後世に与えたその歴史的意義についても論じ

た。

（4）  文永の役は、緒戦で元の集団戦法や鉄炮（てつは

う）などに大苦戦。その後、徐々に巻き返しを図り、要

の赤坂高地を死守。赤坂・鳥飼潟で敗退した元軍は、

海上に撤収し自主撤退。帰路途上で、暴風雨に遭遇し、

さらに被害が拡大。再び壱岐の戦いで元軍は敗れた。

（5）  弘安の役では、東路軍は、博多の防御ライン（防塁）

展開する日本の大兵力に阻まれ、九州本土には上陸  

できず、志賀島に橋頭保を確保。その後激戦が続いて

海上で膠着状態。東路軍より 2 ケ月後に到着した江南

軍が合流後に、大型台風が到来し、元軍の艦船・兵士

に大打撃。その後の追討戦で日本軍は果敢なる追討

戦を実施。残存元軍は戦意喪失、多くの捕虜を出し壊

滅した。

■懇親会

日時 2018 年 4 月 28 日（金） 午後 6 時～8 時

場所 『咲くら 横浜店』

参加者 19 名

       -懇親会風景 1-
講演終了後、講演会場近くの居酒屋で懇親会が行われ

た。野澤前委員長のご発声で乾杯。講演会場の熱気もその

ままで、喉ごしのビールの味は格別であった。講師の藤井

氏の長年の緻密な調査、研究にもとづく講演に対し、賞賛

の声が参加者全員から寄せられた。特に元軍、日本軍の具

体的な数字にもとづく軍編成、当時の両軍の兵器と戦略・戦

術や損害の分析は、専門的な領域にいたっているとの声が

聞かれた。お酒が進むにつれて、歴史談義に一層花が咲

き、懇親会は熱気に包まれた。

・なぜ、元は日本に攻め入ったのか。そこには当時の元に

  とって戦略物資であった硫黄の獲得もあったのか。

・当時元軍は毒矢を使っていたそうだが、その後日本でも

毒矢が使われたのか。

・近年、国際的緊張状態の続く東アジアの情勢は、元寇当

時と少し似たような状況にあるともいえるのではないか。

- 懇親会風景 2
盛り上がる議論の中、8 時過ぎに眞鍋委員長の中締めで

お開きとなった。次回、第 10 回 YMK 会へのご出席を期

待します。

YMK 幹事   島 亨、日高義朝
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昨年 10 月の第 8 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。また、

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： 2018 年 3 月 24 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）

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 1 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いた

だきました。多摩会会員 10 名、関東地区の SSIS 会

員 7 名であり、前回よりも 3 名減りましたが、多くの

方々に参加いただきました。

内海 忠 、喜田 祐三、金原 和夫、日下 浩次、

周藤 仁吉、田辺 功 、野中 敏夫、向 喜一郎、

村田 純 、 島  亨 、野澤 滋為、中尾 誠男、

眞鍋 研司、角井 宜治、福田 弘 、藤井 嘉徳、

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：「オリンピックと新興国スポーツ

大会」

(2)講師：中尾 誠男氏

(3)講師の略歴など

昭和 40 年 3 月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

昭和 40 年 4 月 三菱油化(株) 入社

昭和 59 年 6 月「三菱化成、三菱油化合併により三菱

化学発足、三菱ケミカルホールデイングカンパニー

事業会社として三菱化学エンジ発足」取締役就任

平成 7 年 6 月 三菱化学エンジニアリング(株)
取締役 営業副本部長兼プロジェクト副本部長

平成 14 年 6 月 三菱化学エンジ(株)常務取締役

調達本部長（三菱化学調達本部長兼）兼営業

副本部長兼プロジェクト副本部長

平成 15 年 6 月 三菱化学エンジ(株) 専務取締役

管理本部管掌

平成 16 年 6 月 三菱化学エンジ(株) 常勤監査役

兼日東化工（株） 監査役

兼日本錬水（株） 監査役

平成 18 年 6 月（株）なとり 監査役兼務（社外監査役）

平成 19 年 6 月（株）なとり 取締役（社外）～現在

平成 26 年 6 月（株）サンテック 取締役（社外）～現在

その他の役職

（公社）日中友好協会 顧問、(学)芝学園 監事、

（株）日本オーガニック チーフアドバイサー、

（株）明陽電気 チーフアドバイサー、

（株）ヴィエルジェ 相談役 、（株）美幸輝 顧問、

（加入団体）(財) 交詢社、（一社）ディレクトフォー

ス、半導体産業人協会、日本コーポレートガバナン

ス協会、日本監査役協会、日本食品工業倶楽部、

各種三田会

(4)講演の概要

今回は、「オリンピックと新興国スポーツ大会」

というテーマで、中尾さん自身がヨット競技の選手と

して新興国スポーツ大会に参加され、経験された逸

話を中心としてお話しいただきました。

新興国スポーツ大会では、母校の芝学園に所蔵さ

れていた 1936 年ベルリンオリンピックで使われた日

本選手団の国旗が使われました。この国旗はヒトラー

が国威発揚に大いに利用したベルリンオリンピックで

の旗であったので、戦後歴史の中に埋もれることに耐

えられないという思いから、芝学園校長であった松本

徳明氏らが密かに保管していたものと思われます。

ヨット競技で新興国スポーツ大会に参加したのは、

慶大体育会ヨット部から FD 級の柳沢さん、逗葉慶應

会ヨット部から FD 級の小林さん（銀メダル獲得）、ドラ

ゴン級の藤山さん、一ノ井さん、内藤さん（銅メダル獲

得）、フライハイト級の渡辺さん、中尾、加藤国際審判

員の計 3 名でした。競技以外では、コスゴロー財閥家

に招待されて宝石の原石をいただいたこと、試合後

☆ 委員会報告☆
SSIS 第 9回多摩会       

文化活動委員会 多摩会幹事 川本佳史
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には軍用機でのバリ島へのバカンスというご褒美、

物々交換により木彫りやジャワ更紗など多くの土産物

を手に入れたことなど、懐かしい思い出です。

新興国スポーツ大会は 1964 年の東京オリンピック

の前年の 1963 年 11 月に、IOC を脱退したインドネ

シアのスカルノ大統領が、IOC に加盟していない中

華人民共和国や東京オリンピックをボイコットしようと

する動きのあったアラブ諸国などを誘って、反オリンピ

ックの大会として開催されたものです。翌年に東京オ

リンピックを控え、オリンピック担当大臣の川島正二郎

氏のとった日本の対応は、新興国スポーツ大会には

個人の資格で参加する形をとって IOC に顔を立て、

インドネシアには国の代表として参加することにより、

スカルノ大統領の顔を立てました。

新興国スポーツ大会に対してこのような日本の対

応により、この大会に参加した 51 か国，2,700 人の東

京オリンピックへの招致に成功しました。その結果、

東京オリンピックは 94 の国と地域の参加を得ることが

でき、大成功となりました。このような経緯から、好むと

好まざるに関わらず、政治や外交がスポーツに関与

してくることが理解できました。また、スポーツにはお

金がかかることから、スポンサーなどの商業主義が入

り込んでくることもやむを得ないのではないかと思わ

れます。

2020 年東京オリンピックの誘致に関しては、中国

その関連国や地域の応援を得るため、故加藤紘一氏

が会長を務めていた日中友好協会が全面的にバック

アップしました。結果的に、日本が誘致を勝ち取るこ

とができました。一流アスリートでもないのに、オリンピ

ックには不思議な因縁を感じています。

スポーツは参加者の皆さんに身近な話題でもあり、

講演後には活発な意見交換が行われました。また、

参加者の中にはヨットの経験者が二人も居られるとい

う発見もありました。

5. 懇親会：17:00〜19:30
懇親会では、恒例により金原さんのご発声で乾杯

した後、各自それぞれ食事とビール、日本酒、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、皆さんそれ

ぞれの小人数での議論などで盛り上がっておりまし

た。途中から出席者すべての皆さんより近況などを

報告いただき、大変有意義で楽しい時間を過ごすこ

とができました。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たと思います。

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 2018 年 9 月上旬頃を予定しております。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。

なお今回、多摩会幹事の高橋さんがご都合によ

り欠席でしたので、田辺さんに幹事の仕事につい

て色々とお手伝いいただきました。末筆ながら心

から感謝いたします。
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新春 1月 18 日に「第 59回有山社書展（金原美智

子氏）」（1 月 16 日～1 月 21 日＠セントラルミュージ

アム銀座）の SSIS 参観会を開催して、金原夫妻をは

じめ 10 名の仲間が集まり貴重な時間を共有したので

報告する。「有山社書展」は、日展系の「謙慎書道

会」に属する書家の書展で、常任理事以上の役員（

全国のうち、東京、埼玉、千葉の在住者)の年 1 回の

書展で、今回は 59 回目に当たる。

●『第 59 回有山社書展』

同時開催「新出土の書～拓本の魅力～」

日時・場所： 2018 年 1 月 18 日（木）

セントラルミュージアム銀座(銀座 3-9-11)

参加者は自由鑑賞後、1７時に受付に集合し

て“魚一丁”での懇親会へ移動

●参加者(順不同、敬称略)：

金原和夫・美智子夫妻、坂本典之夫妻、

福田 弘、野澤滋為、真鍋研司、内山雅博、

島 亨・惠子夫妻  (10 名)

今回、金原美智子さんの 30 年来の書道展に出席

させていただいた。書道に関心があり出席したいが日

程が合わず、別途、見学するという方が何人もいる中

で、前日のゴルフ大会で本日の開催を聞いて参加し

た(株)YDK の坂本ご夫妻のケースもあり、10 名の参

加を得た。松屋通りにある「セントラルミュージアム銀

座」近くで、真鍋さんが通り過ぎてくるのに出会い、一

緒に、紙パルプ会館 5F の会場に向かった。

まず、会場へ入って圧倒された。4 区分された会場

一面に作品が展示されており、いずれも、ボクたち書

道の素人が見ても見事な作品ばかりである。しかし、

“何が書いてあるのか？”

漢字の書は、まだ、一字一字 ”漢字” を想像する楽

しさがある。仮名、ひらがなに至っては “判じ物”である。

主催者・出品者の金原夫人が見学者それぞれに、丁寧

に書の説明とともに出品者の説明もしてもらえる贅沢な

見学会と相成った。

懇親会へ向かって書展会場を後にする直前に、金原

夫人からおもむろに “ちょっと重いけど” と手渡された

「第 59 回有山社書展出品全作品集と釈文」。特に「釈

文」はボクの云う “判じ物”の謎解きの「あんちょこ」であ

る。

書の題材は、漢字の場合は四書五経のような古書か

らの出展か、李白、杜甫などの詩歌からの引用か、また、

仮名、ひらがなの場合は日本固有のものだから、枕草

子、古今集、百人一首、古今の作家からの引用かと、ボ

クの拙い知識から想像していた。

いただいた「釈文」でボクの “悩み” が全て氷解したの

は勿論である。

金原夫人の書は古今和歌集からの二首である。知人

で樋口一葉が好きで、ひたすら一葉を書にしたためて

いる人がいるから、題材は自由なんだろう。

☆ 委員会報告☆
SSIS コミュニティ（趣味の会）

第 59 回 有山社書展 鑑賞報告

文化活動委員会
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また、仮名、ひらがなの場合に書家独自の漢字との

併用があり、「書に独特の美しさが広がる」のはボクにと

っての発見であった。

同時開催の「新出土の書～拓本の魅力～」も見事な

もので、有史前の中国の新出土という。見ているうちに

ボク自身が 1970 年、毛沢東時代に北京・天津へ出か

け古文書の拓本を土産に持ち帰ったのを思い出した。

その後、政府の文化財規制のため門外不出になったと

聞いて、小品ながら我が家の宝物になっている。

―「第 59 回有山社書展」会場で―

●懇親会

“魚一丁”

夕闇が迫り、明るく点灯した銀座通りを、「セントラル

ミュージアム銀座」から日本橋に近い“魚一丁”までゆ

っくり散歩した。やっぱり銀座はいいね。

“魚一丁” も今回で 3 回目となるが、金原夫妻、坂

本夫妻の参加で賑やか、和やかな懇親会となった。

今回は、とくに金原夫妻、坂本夫妻が加わり、話題豊

富、内容の濃い、味わい深い懇親会であった。

因みに、冒頭に記した前日のゴルフ大会は金原さん

が優勝されたことを申し添える。

以上

（担当；内山雅博、文責;島 亨）
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新入会員（2018.4.1 から 2018.6.30）
個人会員（ご入会順、敬称略）

  林一則、橋本明弘、木村行裕、仁田山晃寛、

鈴木八十二

＊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： 9 日 多摩御陵と多摩森林科学園散策

16 日 SSIS フォーラム

19 日 理事会／執行会議

23 日、24 日 九州工場見学会

24 日 第 17 回オープンゴルフ

28 日 第 9 回 YMK 会

5 月： 15 日 絵画鑑賞会（新世紀展）

17 日 理事会／執行会議

24 日、25 日 春季半導体入門講座

28 日、29 日 春季ステップアップ講座

6 月： 5 日 隅田川七福神巡り

17 日 日本の書展

19 日 SSIS フォーラム

21 日 理事会／執行会議

28 日 諮問委員会

諮問委員会を開催しました

6月 28日 新宿文化センター第 4会議室において

2018 年度の諮問委員会を開催いたしました。 諮問

委員 9 名、理事・監事 8 名の計 17 名の出席をいた

だきました。

第 1 部の会議は今後 5 ヵ年の会員数・財務状況の

見通しを報告した後、教育、財務や会員募集等につ

いて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。

今後の行事予定

7 月： 10 日 牧本氏 IEEE R.Noyce 賞受賞

祝賀会

12 日 監査役会

19 日 理事会／執行会議

20 日 鎌倉散策の会

8 月： 23 日 理事会／執行会議

30 日 第 5 回 SSIS-NEDIA
関西シンポジウム

9 月： 20 日 理事会／執行会議

27 日 賛助会員連絡会

27 日 SSIS フォーラム

    ・講演タイトル

     「地球社会の持続的発展に貢献する

      次世代コンピューティング技術」

      ～人間中心の社会を目指して～

    ・講師

     独立行政法人科学技術振興機構

     顧問 中村 道治様

ご寄付芳名（敬称略、50 音順）

一般寄付

2018 年 4 月(96 号)掲載以降、2018 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、河崎達夫、牧本次生

会員状況（6 月 30 日現在）

個人会員 235 名  賛助会員 51 団体
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