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皆様明けましておめでとうございます。理事長を

拝命して 10 か月が経過しました。十分にその役割

を果たせず、皆様にお力をお借りするばかりでした。

この場をお借りしてお詫びと御礼を申し上げます。 

2017 年の半導体市場は大変活況で前年度比

20％の増加で US$400B を超える状況です。当然

のことながら関連業種も好調で、特に半導体装置

業界は 35％の活況でした。2018 年も好調を持続

すると推測されています。 
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図１ 半導体市場規模推移（出典：WSTS） 

 

図２ 2017 年半導体関連業種別成長率（出典：SEMI） 

 

一方、SSIS は任意団体半導体シニア協会とし

て発足して 1 月末で 20 周年を迎えます。その間、

任意団体から一般社団法人となり、その名称も半  

導体シニア協会から半導産業人協会と改称し今日 

に至っていることは皆様ご承

知のことと思います。 

この 20年間を私とSSISと

の関わりについて振り返って

みました。 

私は、1990年代前半には

沖電気半導体部門の企画室

長を務めていた関係で、半

導体産業研究所（SIRIJ）をはじめとして関連団体に顔

を出すことが多かった。 

1996年に半導体先端テクノロジーズ（Selete）が設立

され、非常勤監査役に就くことになり益々関連団体との

関わりが強くなりました。そのような立場にあった中、私と

同じSeleteの非常勤監査役であった松下の河崎さんか

ら声を掛けられ 1997 年に SSIS 設立の準備会議に出

席するようになったのが SSIS との関わりの最初でした。

発足後は賛助会員の窓口担当をしておりましたが、

2000 年初に宮崎に赴任したことから窓口担当を外れ

SSIS との繋がりが切れました。 

2年半ほど経過したある日、SSIS事務局の山本氏か

ら電話が入り個人会員になってほしいとの要請を受け、

設立に係わったこともあり義理もあったので個人会員に

なることにしました。会員になったのは 2002年の 9月で

した。とは言うものの活動にはほとんど参加していません

でした。 

暫くして、宮崎から東京に戻り、また沖電気を退職し

て、とある会社の顧問としてお世話になっていた時に、

情報収集の一つとして講演会に参加するようになり、何

回か講演会に参加していた後、懇親会で当時の事務局

長片野さんと編集委員長の秋山さんから編集委員をや

ってほしいと頼まれたのです。編集作業は全く未経験で

できるかどうか全くの未知数でしたが、時間的には自由

が利く立場でしたので軽い気持ちで引き受けることにし

ました。実はこれが SSIS と深く関わっていく始まりだっ

たのです。 

一般社団法人 
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 それまでは会員として登録されているだけで、全くの

受け身でした。それが、編集委員になると運営委員もや

ってくれとの事でした。運営委員会は当時、梅田委員長

を筆頭に協会活動をマネージする会議体で、現在の理

事会と執行会議を合わせたようなものでした。そこで多く

の半導体関連業界 OB の方々と知り合うことができたの

です。2006年の事でした。 

2007 年に入って、運営委員会で 10周年記念プロジ

ェクトとステアリングコミッティ 2007 を設置することになり、

ステアリングコミッティ 2007 を希望して参加しました。こ

のプロジェクトに参加することで SSIS の歴史を知り、存

在目的を感じることができたのだと思います。それまで

は SIRIJ と同じような業界支援の団体だと思っていまし

たが、SSISは人繋がりを支援することが活動の第1ポイ

ントであることも知りました。 

2008 年に入って法人格を取得するためのプロジェク

トが設置され、メンバーに加わって準備を進めました。 

2009 年に一般社団法人半導体シニア協会がスター

トし、理事長は川西さんから牧本さんに替り、プロジェク

トメンバー全員が理事に加わることになってから更に深

く SSISの運営にかかわることになった次第です。 

ある時（2011 年の春だと思いますが）、牧本理事長か

ら「事務局長の片野さんの体調が心配で次の事務局長

を探したい」と相談を受けた訳です。何故私への相談な

のか大いなる疑問を感じて真意を確認すべく「私に事務

局長をやってくれということですか？」と単刀直入に聞い

たところ「そうだ」との答えが返ってきてしまいました。 

 

 

 

そのころには顧問も退任し、完全リタイアしていました

ので、毎日が日曜日状態で、昔の仲間との飲み会、ゴ

ルフで息抜きし、月に 2，3 回 SSIS に出向いて会議に

出席するぐらいの生活でした。また家庭内の問題です

が家内は毎日亭主が居る、毎日昼食の心配をしなけれ

ばならない等のストレスが溜まっている、正に「亭主元気

で留守がいい」を願っている状況（半分冗談）だと感じて

いましたので、その場で「わかりました」と即答してしまい

ました。 

牧本理事長、橋本理事長と 2代の理事長に対し事務

局長を務めましたので、そろそろ事務局長を辞めようと

思っていたところ、昨年、理事長を引き受けざるをえな

い状況になってしまったわけです。 

私自身は大将ではなく参謀の方が自分に合っている

と思っていますが、それはさておき、SSIS との関わりを

振り返ってみますと、特に完全リタイア後に私にとって

SSIS は目的を持つ、社会との関わり持つことに繋がる

大変ありがたい存在だったと思っています。 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

取り留めのない個人的な回顧話でしたが、SSISは会

員、特に個人会員にとっては受け身でいるのではなく積

極的に活動に参加することが価値を生むのではないで

しょうか。社会との繋がり、人との繋がりを SSIS が仲立

ちし、その結果として賛助会員のビジネスの支援に繋が

れば最高です。 

そんな初夢を見つつ、この 2018年が皆様にとって素

晴らしい年であることを祈念し年初のご挨拶とさせて頂

きます。   
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9月28日、林野会館において賛助会員連絡会を開催いた

しました。 

賛助会員は 10団体 12名の方が参加し、協会側出席者と

併せて 36名の方が参加されました。 

（参加賛助会員 50音順、(株)は省略） 

RSテクノロジーズ、KSK、人財ソリューション、東芝、 

凸版印刷、日本ケイデンス・デザイン・システムズ、 

日本システムウエア、フローディア、 

ベリフィケーションテクノロジー、マイクロンメモリ・ジャパン 

 

昨年に引き続き、賛助会員の方からプレゼンを頂きました。

今回は (株)RSテクノロジーズ、日本ケイデンス・デザイン・シ

ステムズ社、日本システムウエア（株）、ベリフィケーションテク

ノロジー（株） の4社が自社の特徴、PRポイントを説明され、

大変盛り上がりました。 

4 社の方には大変お手数かけ、ご協力いただきましたこと

を改めて御礼申し上げます。 

 

定刻に事務局長の司会で連絡会が開始された。 

以下、会議次第項目とそのポイントを記す。 

 

理事長挨拶と上期総括 

2017年に入っても引き続いて半導体業界、関連業界は活

況を呈しているが、日本の半導体メーカーは未だに先行き

の不透明感は払拭されていないように感じています。株価も

トランプ発言に続いてテロ、北朝鮮問題などと前にもまして不

穏なニュースが頻繁に報道され、不安定な上下動を繰り返

す始末です。 

ところで、当半導体産業人協会は来年の1月末で満20年

になり、発足当時から環境は大きく変化して協会のあり方も

見直しを迫られています。 

昨年までは 11 委員会で活動してきましたが、広報委員会

が当面の目標を達成したので解散したこと、人材支援委員会

が環境の変化で形を変えてSTaP委員会に統合したことによ

り、今年年初より9委員会と20周年記念プロジェクトの体制を

とっています。より良いサービスの提供を目指して、各委員

会が自主的に活動しています。 

財政的には教育講座の収入に助けられ堅調に推移してお

りますが、一方、会員減少の傾向が止まるまでに至っており

ません。なお、本年 2月で橋本浩一より内海 忠に理事長が

交代いたしました。 と挨拶された。 

 

上期の具体活動 

・SSIS フォーラムは、今年度MOS の誕生から発展、ロード

マップの今後、人工知能、高電力効率コンピュータなど

今後の主要応用分野の講演を重点に3回実施している。 

・会報Encoreは会員投稿ページ「オアシス」で、会員の参加

が定着化している。 

・文化活動では従来からの見学会に加えて、地域コミュニテ

ィ、趣味の会の 3本柱をさらに充実、会員の繋がりの輪を

拡大している。地域コミュニティおよび趣味の会5回実施

し、延べ 106名が参加。 

・関西ではNEDIAとの共同開催シンポジウムを実施。 

・九州地区での活動は、昨年熊本地方の地震発生によりや

むなく中止したが、今春に工場見学を再開した。 

・春の入門講座は過去最高の受講者数を記録、順調に進ん

でいる。アドバンスト講座も春秋の年 2 回開催とした。非

会員会社のリピート参加が増加している。 

・論説委員会主導で人材育成の一助としてシリコンバレーツ

アーを計画立案中。 

・歴史館へのアクセスは増加傾向、2500 件/月を超えた。統

計資料室他を新設し、追加展示をアップした。「半導体製

造装置・材料」セッション、および「志村資料室」の英文化

を 2018年完成予定で準備中。 

・STaP 事業は SSIS らしさを強調してその裾野を広げつつ

ある。翻訳請負は順調に推移、今期はカスタム教育が大

きく寄与している。また、中小の装置製造会社へのサー

ビスとして IC化を支援する仕組み作りを計画中。 

・個人会員拡大活動の推進 

 

今回の連絡会では各委員会活動報告は資料への記載に

留め、連絡会での説明はありませんでしたので、理事長挨拶

に続いて、賛助会員訪問結果についての報告に入りました。 

 

賛助会員訪問結果の報告 

賛助会員訪問は 6月～8月にかけて実施しました。 

訪問実施時点の賛助会員数： 56 

訪問実施済賛助会員数： 47 （実施率 84%） 

今回のPRポイント等は次の 6点でした。 

① 動画（音声付きPPT）活用 

② 賛助会員バナーの利用 

③ Encore「賛助会員紹介」コーナー活用のお願い 

④ STaP（請負事業）のアンケート 

⑤ 歴史館への寄付のお願い 

⑥ 教育講座（入門、アドバンスト）の活用 

その結果は 

・講演会動画活用を積極に活用したい：2社 

・賛助会員バナー：興味あり 2社。 

・Encoreへの記事掲載： 

     賛助会員紹介コーナーに興味あり：2社 

・STaPアンケート：（この後に報告） 

・歴史館寄付：前向き回答4社  

     9月21日時点で 3社から寄付をいただきました。 

・教育講座の活用：賛助会員の春季講座受講は入門講座 5

社32名、アドバンスト講座3社6名。 

今回の訪問でいただいた特記すべきご意見 

・昨年もお願いしたが、半導体デバイスの設計ツールを安

半導体産業人協会  2 0 1 7 年度 

賛 助 会 員 連 絡 会 

記 桜庭事務局長 
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価に使用したい。SSISが中心となって安価に使える仕組

みを作れないか。 

・人材支援活動が終息したのは、残念である。 

・教育講座について、半導体を使う切り口（マーケティング、

ブランド力等）でのカリキュラムが用意されたら受講を検

討する。 

・会員減少について、どこも会員の減少傾向にあり苦慮して

いる。賛助会員の増強では中小、ベンチャーの取り込み

が必須である。協会の計画的な仕組み作りが必要。若い

人を動かすためのアイデア募集をしたらどうか。創業塾の

ような議論の場を設けるなど、スポンサーを募集、成功す

ればリターンがある等。 

頂いたご意見を参考に鋭意、活動の中で議論し、サービス

向上に反映させていただきますと事務局長より報告いたしま

した。 

続いて STaP アンケートの結果を吉澤委員長から報告が

あった。 

アンケート回答は 41会社/団体数から頂きました。 

STaP事業に興味有＝35社/団体 

STaP事業に興味無＝ 6社/団体 

アンケートを通して見えたSTaP事業の成果と課題は次の通

り。 

《成果》 

①STaP 事業の認知度が昨年より上がっている。要求がより

具体的になっている。この中から、顧客の要求を具体化で

きれば、受託に結び付く案件が 5件以上ありそう。 

②実施済の翻訳、社内教育でその内容についての御礼の

言葉を頂いた。 

《課題》 

①【翻訳】発注元の数が増えない（営業力強化要）。 

②【社内教育】幅広い要求テーマへの対応。 

③【講演会】興味はあるが、受注に至っていない。 

④【コンサルティング/IC の開発・利用法】幅広い要求の具体

化。中小企業の現実的な懸案事項へのコンサル対応。

FTK Bizの進め方。 

⑤【人材紹介】人材紹介会社との協力方法、マッチメイクの実

績作り。 

⑥【共通】STaP事業の原点に立脚しつつ、事業をどのように

拡大？ 

連絡会風景（賛助会員訪問報告） 

賛助会員からのプレゼンテーション 

賛助会員様から各 15分程度で熱のこもったプレゼンテーシ

ョンをいただきました。（報告順） 

4社の報告者及びテーマは以下の通りでした。 

・(株)RSテクノロジーズ 本郷 邦夫 様 

「半導体ウエーハ再生の事業戦略」 

・日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 金子 敏文 様 

「System Design Enablement ： システム実現をサポ

ートするケイデンスのソリューション」 

・日本システムウエア(株) 馬場 孝市 様 

「ASICのこれから～迫られるEOL対策～」 

・ベリフィケーションテクノロジー(株) 南谷 淳一郎 様 

「VTECHの事業内容 ご紹介」 

 

 

連絡会風景（賛助会員プレゼンテーション） 

 

 

連絡会後 

賛助会員のプレゼンテータ 3 名を囲み理事長をはじめ協

会側数名と、茗荷谷駅近くの居酒屋で慰労を兼ねた意見交

換を行いました。 

皆様から忌憚のないご意見を頂き、大変有意義な時間を持

つことができました。有難うございました。 
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当社は半導体チップの主要部材であるシリコンウェーハの再生

加工を手掛けている。宮城と台湾に工場を持ち、両工場がフル稼働

時の世界シェアは約30%（メインサイズの12インチウェーハ、生

産能力ベース）に達し、世界トップメーカーの一社にあると考える。 

 このシリコンウェーハの再生加工事業は、ラサ工業が1984年か

ら行ってきたものだ。ラサ工業は1984年に事業多角化の一環とし

てシリコンウェーハ再生事業に着手し、1985年に宮城県三本木町

（現大崎市）に三本木工場を新設して本格的に事業をスタートさせ

た。国内半導体メーカーの業容拡大に合わせてラサ工業の再生加工

事業も順調に拡大し、再生加工分野では業界でも最大手の 1 社で

あった。当社は、ラサ工業から2010年に事業を継承した後、2011

年 1 月から三本木工場の操業を開始した。設備と人員をラサ工業

から承継したこともあって、事業は順調に立ち上がり、顧客ベース

も拡大した。2014年2月には台湾に子会社を設立して新工場建設

を開始した。この新工場は台南工場として 2015年 12月に竣工し

た。また、2013年にはソーラー事業（太陽光発電事業）に進出し、

事業の多角化展開も行っている。証券市場には2015年3月に東証

マザーズ市場に上場し、2016年9月9日に東京証券取引所市場第

1部へ市場変更した。 

 

 当社の今後の経営方針について述べる。中長期的に以下の 5 つ

の戦略に基づいて事業運営していく。 

 

中長期的経営方針の5つのポイント 

 

中・長期的な経営方針 

１  台湾子会社・三本木工場増設による生産力拡大 

２  再生市場でのシェア拡大 

３  伸長する需要の取込み 

４  潜在的な再生市場の開拓 

５  中国半導体マーケットへの参入 

 

当社は 2014年から2015年にかけて、三本木工場と台南工場に

設備を導入し、生産力を拡大してきた。今後も顧客からの旺盛な需

要が確認されれば、設備投資等の能力増強を検討したい。 

 3としてモニターウェーハの消費は増加傾向である。モニターウ

ェーハの需要は、いわゆる半導体サイクル以外に、新工場の稼働や

新製品の稼働でも増加するとみており、現在 3DNAND の大きな

波も重なり、当社はその需要の取り込みに成功している。 

4は、当社の強みである金属除去技術だ。半導体メーカーは、テ

スト・評価目的でモニターウェーハ上に実際に銅などの金属の回路

形成を行うことがある。現在はこのような金属回路を形成したモニ 

ターウェーハは再生に回さず廃棄している。理由は金属回路を形成

してしまうと金属成分がウェーハ内部に浸潤し、表面をポリッシン

グしても除去しきれないためだ。当社はこれを解決し、金属回路を

形成したモニターウェーハも再利用を可能にする技術を開発した。

現在は半導体メーカーの評価を受けている状況だ。この技術が認定

され、新規の再生ウェーハ加工需要が発生している。 

5として当社は、以前よりウェーハ需要が急増している中国の半

導体市場に進出することを中・長期的な経営方針で目標としていた。 

その中で、2012年から当社の技術者を複数中国国営企業に派遣し、 

8インチウェーハならびに 12インチウェーハの加工技術を指導し

ている。 

また、2015年には中国の半導体関連企業が集まる集成回路材料

産業革新戦略連盟に日本企業で初めて参加し、中国国営企業の

SMIC や華虹半導体など中国国内メーカーと友好な関係を構築し

ており、再生ウェーハ及びダミーグレード用プライムウェーハでの

取引が拡大している。 

中国は現在、グローバルでみると半導体の消費大国であるが、大

半を依然として輸入に頼っている。 

中国の半導体産業が国産化を進めることにより今後中国国内で

プライムウェーハの需要が今以上に出てくるであろう。 

SEMI の最新の 200mm ファブ・アウトルック・レポートによる

と、中国の現在の月産ウェーハ使用枚数は約70万枚ですが、 

今後 5年間で 28%増加し、2021年までに月産 90万枚を超えると

予測されている。この時点で、中国の200mm生産能力は、米国、

日本、台湾を抜き、ヨーロッパに次ぐ世界第2位の規模となる。 

当社の中国半導体事業進出は、2025年まで視野に入れた中国政

府が主導する「中国製造 2025」で示された半導体ビジネス機会を

大々的に取り込めるのではないかと期待している。 

 

    

（本文章は、2017年9月28日に講演した内容の抜粋となります。） 

賛助会員紹介    

      2017 

当社の中長期的な戦略 
 

株式会社  RSテクノロジーズ 

取締役事業本部長  本郷邦夫  
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皆様は EDA ベンダーとしてのケイデンスについては

よくご存知かと思いますが、ケイデンスは、コアビジネ

スであるチップ設計用の EDA ツールをベースに、パッ

ケージ・ボード開発、プロトタイプ設計、さらにはシス

テム設計に至るソリューションを設計IPと共に提供し、 

「System Design Enablement戦略」のもと、車載、産

業用、コンシューマ、医療、など様々なマーケットセグ

メントに向けたご提案をしています。 

 

 
 

ケイデンスは IP ベンダーとして、2010 年に Denali

社を、2013年にTensilica社を買収し、ビジョン、オー

ディオなどに関する機能を高速に処理するテンシリカ

DSP、DDR／LPDDRなどメモリインタフェース、そし

てPCI Express、MIPI、USBなど高速インタフェース

等様々なアプリケーションに必要な設計 IP及び検証 IP

を提供しています。28nm、16nm など現在主流なプロ

セスはもちろん、10/7nmなど先端プロセス向けのPHY 

IPについても広くご採用いただき、実績を積み上げてい

ます。 

 

 

 

ますます複雑になる SoC 設計をサポートするために

EDA 技術も進化しています。ケイデンスでは Fast & 

Smartという開発テーマを掲げ、「EDAエンジンの高速

化 & 並列処理化」ならびに「機械学習を活用したEDA

技術の smart化」に取り組んでいます。例えば、レイア

ウト検証ツールでは、第１世代のDracula、第２世代の

PVSに続き、超並列アーキテクチャーを採用した第３世

代のPegasusを発表させていただきました。1,000CPU

までほぼ直線的なスケーラビリティを提供します。 

 

並列処理化を進めると共に、クラウド環境への対応も

進めています。豊富な CPU リソースを提供するエンジ

ニアリングクラウド環境に EDA ソフトウェアを含む設

計環境をご準備し、設計需要に応じた柔軟なアクセス環

境、ライセンスが不足している際のピーク対応を通じて

お客様の生産性向上をサポートします。 

  

 

また、昨今様々な分野で応用されているdeep learning

技術を使ってEDA技術をより賢く（smarter）するため

の努力も進めています。具体的な検証対象に特化した情

報を収集し、それを解析することによる検証向上、ある

いはユーザーにデータ解析結果を伝え、ユーザーが判断

して具体的なアクションを起こすためのサポート、また

はユーザーの設定した目的を達成する解を自動的に探索

し実行するなど、EDA開発にも様々な形でAI技術の適

用が考えられています。 

 

ケイデンスはお客様の厳しい目標達成のために、今後

も革新的な技術、 ソリューションを開発し、効率的な設

計手法を提案してまいります。信頼される設計パートナ

ーになれるべく社業に邁進してまいりますので、より一

層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

賛助会員紹介    

      2017 

システム実現をサポートする 

ケイデンスのソリューション 

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 

社長  金子 敏文 
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NSW（日本システムウエア株式会社1966年創業）は

1976 年から LSI 設計などのデバイス開発を展開してま

いりました。今回は現在拡販中の「Lite ASICサービス」

につきまして、紹介させていただきます。 

 

昨今、国内半導体ベンダーはレガシーな LSI、主に

Gate Arrayと呼ばれるASICにつきまして、その製造設

備の維持の限界などを理由とし、順次製造中止（EOL）

宣告を実施しております。NSW では、それらの Gate 

Arrayを台湾の開発ベンダー、Foundry（半導体製造専

業会社）、OSAT（PKG 組立＆テスト実施会社）を活用

し、「同じ機能」、「同じ動作条件」、「同じPKG（ピンコ

ンパチ）」にて、ASICの提供をしております。これによ

りカスタマでの最終製品の継続を可能にしております。 

 

 

上記が概略のサービスフローになります。カスタマで

は新規に設計することなく既存製品の設計情報をご提供

いただければ、そのままデザイン・インすることも可能

です。 

まずは、先に挙げました1点目の「同じ機能」の実現

に関して説明させていただきます。お客様は既存品の設

計情報（ネットリスト、RTLや端子情報など）をご提供

いただければ、NSW ならびに台湾の開発ベンダーにて

Lite ASIC 用のデータへ変換し開発致します。NSWで

は多くの国内半導体ベンダーと協業の実績があります。

そのため、ベンダー独自のルールやデータのフォーマッ

トにも精通しております。また、Foundryとして活用し

ております TSMC に対しても日本国内で 4 社のみ認可

されているDCA（Design Center Alliance）のメンバー 

 

 

であり受け渡し側のライブラリ情共有、各種データの変

換も容易に実行できるスキルと環境を有しております。

すでに国内4社の国内半導体ベンダーの置き換え実績を

有し、量産も継続中です。 

                

 2 点目の「同じ動作条件」についてですが、Foundry

の設立が国内半導体ベンダーより後発のため、基本的に

は動作条件につきましては、同じ温度範囲や電源電圧範

囲で開発されております。また、動作速度につきまして

も、同じプロセスを使用することにより、その速度は担

保されます。厳密にはプリミティブブロックレベルでの

比較をすると、各社での特徴がありますので、僅かに差

異は発生しますが、チップレベルでの性能比較になれば

補正可能なレベルになります。ただ、出力バッファの駆

動電流値だけは、差異が生じる為、注意が必要です。 

  

3点目の「同じPKG（ピンコンパチ）」についてです。

国内半導体ベンダーでは、出荷選別時の効率化を図るた

めに、PKG毎にGND/VDDを固定しております。その

ため、同じ PKG 形状で同じピン数であっても、

GND/VDDの位置の違いにより、ピンコンパチが出来な

いことがあります。その点、Lite ASICでは、端子配置

には非常に大きな自由度を持たせているため、カスタマ

は既存品の端子配置をそのまま指定いただくことにより、

同じ端子配置のLSIを入手することが可能です。 

 

 EOL品を例に挙げて説明させていただきましたが、も

ちろん新規開発についてもまったく問題ありません。カ

スタマの要求される I/F レベルにあわせて、NSW が責

任をもってLite ASICの製造までサポート致します。す

でに 20 を超える製品の開発実績が有り、さらなるカス

タマのご要求を実現すべく取り組んでまいります。 

  

近い将来、国内半導体ベンダーが開発を担当する

ASIC は、限られた大手企業向けだけになることでしょ

う。新規で LSI を開発するのであれば、海外 Foundry

やOSATが必須になります。今現在、それらの組み合わ

せを活用することに敷居が高いと感じられている方がい

らっしゃれば、ぜひLite ASICを海外活用の入門編とし

て、お試しいただくこともご検討下さい。  

賛助会員紹介          

      2017 

お客様 

Lite ASICサービス 

日本システムウエア株式会社 

プロダクトソリューション事業本部 

営業統括部第三営業部 

マネージャー 馬場 孝市 
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  はじめに  

本講演の内容は講演者が主として東京大学在職

中に行われたものであるので、旧聞に属するものであ

ることをご了承いただきたい。しかしその研究の経緯

を反省も含めて振り返ることにより今後の当該分野の

発展に資することができれば望外の幸せである。 

 

1. 高温酸化 SiO2膜の構造 

Si 基板上に高温酸化で形成したシリコン酸化膜で

はSiO4の配列に多くの場合長距離秩序がないとして

よいことは電子線回折の結果から結論付けられるとし

ても全く無秩序なのか解明することが目的であった。 

この問題に対しては講演者の研究グループにおい

ても赤外線吸収スペクトルや電子線回折等を用いて

取り組んだが確たる結論を得ることはできなかった。       

一方、この問題に関しては 1978 年に Cal. Tech.

の F.J.Grunthaner と J.Maserjian(1)による高分解

能 XPSにより、かなり明確なイメージを得ることができ

た。即ち SiO2内部では Si2p に対する XPS スペクト

ルは高温型クリストバライト（βcristobalite）, 低温型

石英（αquartz）におけるXPSスペクトルと一致し、コ

ーサイト(Coesite)のスペクトルに近い XPS も観測さ

れた。このことから SiO4が 8，6，4 員環構造を形成し

長距離秩序なしに網目構造を構成していると考えら

れることが明らかになった。その後日本でも同様な研

究は行われたが、当時日本に高分解能の XPS 測定

装置はなかったのではないか、日本においてこのよう

な研究手法を取ろうとした SiMOSFET 関連の研究

者がおられたか寡聞にして認知できないことは残念

である。 

 

2. SiMOSFET特性安定化と産官学情報共有の場と

してのシリコン酸化膜研究会 

1960 年代に SiMOSFET の実用化が図られた直

後ゲートの閾値電圧が経時変化する現象が観測され、

この特性不安定性の問題を解決しない限り、Si 

MOSFET の実用化は不可能であるとの深刻な問題

が発生した。 

この特性不安定性問題の解決には世界中の多く

の研究者が関与し、その第一義的な原因は、SiMOS 

FET の場合にはゲート SiO2膜中のアルカリイオン、主

としてナトリューム・イオン（Na+）の印加電界によるドリフ

トであることが判明し、リン(P)を SiO2膜にドープすること

によりかなり抑制できることも見いだされた。しかしリン・ド

ープによる不安定性抑制の機構が明確ではなく、また

多量の P ドープのよる SiO2 膜の化学的特性の劣化も

問題であったため、Na+による SiO2 膜の汚染を防止す

る方法が重要な研究・開発課題となった。 

SiMOSFETの民生用への実用化に先鞭をつけてい

た日本の産業界にとっても産官学の総力を挙げて解決

すべき喫緊の課題であるとして、私的な研究会が 1965

年 11 月に発足し「シリコン酸化膜研究会」と名付けられ、

講演者がお世話をすることになった。 

 当初 Na+汚染源としては、作業者の汗等人間が疑わ

れたが、その可能性を細心の注意を払って排除しても

Na+汚染は減少せず、やがて SiO2 膜形成に使用した

酸化炉に原因のあることが判明した。当時酸化炉は石

英管にタングステン・ヒーターを巻いたものが使用されて

いたが、高純度石英管といわれたものでも Na が含まれ

ており、これが汚染源の一つであることは石英管の製法

を変えて Na 汚染が改善されることにより実証され、また

ヒーターに使用したタングステン線には再結晶を防止す

るため Na を含んだバインダーが使用されていたので、

タングステン線の使用をやめることにより Na+汚染問題

は解決したが、これらの重要な情報交換がシリコン酸化

膜研究会で行われたことを記憶しており、シリコン酸化

膜研究会は有効に機能したのではないかと考えてい

る。 

 一方、リン・ドープによる不安定性抑制の機構につい

ては明確な結論が得られていず、またリン以外のV族を

ドープした場合同様な安定化機構があるのか不明であ

った。そこで講演者の研究グループでは、大学院学生

鳳絋一郎等が電電公社茨城通研の Kudo Kiyoshi, 

Hishinuma Noboru氏の協力を得て、種々のⅢ族、V

族元素を SiO2 膜にドープした場合、SiO2 膜の構造及

び Na+イオンの挙動に与える影響について電子線回折、

放射化分析および電気的測定により検討を行った(2)。P

は 5価であるので SiO2中の Siの siteに入っても価電

 
S i / S i O 2 系 を 中 心 と し た  

M O S F E T の 研 究 と エ ピ ソ ー ド  

 
 

F O R U M  

 
 

o r u m  

F o r uｍ

m  
 

S S I S  

     東京大学名誉教授 菅野 卓雄  
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子が 1 個余分になるため不飽和の Si-O と結合して

SiO2の networkを補強し SiO2の再結晶化を抑制する

方向に機能すると考えられる。さらに注目すべきことは P

ドープした試料で電界印加によりドリフトする Na＋数の

激減である。この可動イオン数の減少は SiO2 の

network に入った P 原子の過剰電子による陽イオンの

中性化によるものと考えられ、これが P ドープによる

MOS デバイスの特性安定化のメカニズムであるとして

良いと思われる。 

  同じくⅤ族元素であるSbをドープした試料ではSiO2

膜の局所的な結晶化の抑制はPドープの場合と同様で

あったが、可動イオン数の減少は見られなかったので、

Sb 原子の過剰電子は専ら不飽和の Si-O と結合して

SiO2の networkを補強し SiO2の再結晶化を抑制する

のに使用されたと考えられる。 

  この時期までのシリコン酸化膜研究会の活動は、 

菅野卓雄、小野員正、垂井康夫共編 

「MOS電界効果トランジスタ」 

（日刊工業新聞社 1969年 1月 15日） 

に、その大要が出版されている。 

 

3. チャネル中のキャリア輸送現象と特定研究 

「表面エレクトロニクス」、日米セミナー「表面量子化」 

Si表面反転層中の伝導電子は 1967年に IBMの 

F. Stern とW.E.Howard(3)により、Si/SiO2界面に垂直

な方向に関しては運動の自由度を失い Si/SiO2界面内

でだけ運動の自由度を有する擬 2 次元状態にあること

が指摘され、理論的に詳細な検討がなされ表面量子化 

surface quantization といわれた。 

  SiMOSFET のチャネル内キャリア移動度の Si/SiO2

界面の面指数依存性、面内方向依存性については

1971 年に東芝の T.Sato, Y.Takeishi,, H.Hara, Y. 

Okamoto により詳細な実験結果が報告され、表面量

子化モデルの有効性が実証されたが、特に実用的な

SiMOSFETの室温動作について古典的な 3次元モデ

ルとの関連が知られていなかった。 

  そこで講演者の研究グループでは大学院学生の榊

裕之等により電流磁気効果の磁界入射角依存性が伝

導電子の運動の自由度が 3次元であるか 2次元である

かにより異なることを利用して、この問題に取り組み明快

な結果を得ることが出来た(4)。即ち 77∘K では強反転状

態でも、弱反転状態でも伝導電子は 2 次元状態にある

として良いが、300∘K では弱反転状態では伝導電子は

3次元状態にあると考えられることが明らかになった。 

  ゲート電圧が低い弱反転状態では、特に室温におい

ては、励起サブバンドでの伝導電子密度が大きくなる、

すなわち Si/SiO2界面かなり離れたところまで伝導電子

が分布する割合が多くなり、室温では電子波の分布し

ている距離が長いためフォノン散乱を受ける確率が大き

くなり 2次元状態を保持できず 3次元状態に移行してし

まうと考えられる。同様な特性は(110)面内での移動度

の電流方向依存性でも観測された。 

シリコン表面での電子状態及び輸送現象に関して 

東京大学理学部物理学科の故植村泰忠教授が興味を

持っておられ、共同の研究会において多くの点で啓発

を受け、またハワイでの日米セミナーを通じ、この分野で

の国際的な交流を広げることが出来た。また当時講演

者は応用物理学会の表面物理分科会の幹事長を務め

ており、同分科会の研究者を主体にして「表面エレクトロ

ニクス」という研究題目で当時の文部省の科学研究費

補助金「特定研究」の枠に応募し 1975 年に採択された

が、研究費の面でも、情報交換の面でも講演者の研究

グループの研究の推進に対し大きな役割を果たした。 

当時日本の半導体集積回路産業の国際社会におけ

る存在感は大きかったとはいえ表面量子化の基本的発

想は IBMの F. Stern とW.E. Howard によるもので

あることは反省されなければならない。 

 

4. Si/SiO2界面準位の U字型エネルギー状態密度 

分布に対するモデル 

Si の表面準位に関し講演者の研究グループでは、

大学院学生の飯塚哲哉等(5)が原子軌道関数の線形結

合法を用いて Si 自由表面、Si/SiO2 界面を対象として

理論的検討を行った。その結果 Si 自由表面では Si の

禁制帯内にエネルギー固有値を有する Si 表面に局在

した電子状態が発生するが、Si自由表面に単原子層で

も酸素が結合すると界面に局在する電子のエネルギー

固有値は Si の伝導帯内，価電子帯内の値になり界面

に局在する Si 中のキャリアの捕獲中心とはならないこと

が明らかになった。そこで酸素及び Si の空格子点が存

在する場合を計算するとSiの禁制帯内にエネルギー固

有値を有する表面に局在した準位が発生することが明

らかになり、Si の禁制帯内にエネルギー固有値を有す

る表面に局在した準位の成因は Si/SiO2 界面における

原子的欠陥であることは間違いないことが明らかになっ

た。 

しかしSi/SiO2界面で観測される離散的ではなく連続

した U 字型エネルギー状態密度分布を示す界面準位

は Si/SiO2界面に限らず化合物半導体と絶縁物と界面

でも離散的な界面準位に重畳して普遍的に観測される
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ので、何れの半導体・絶縁物界面にも存在する何らか

の連続的に変化する物理的要因によるものと考えざるを

得ない。そこで大学院学生の桜井貴康等(6)は Si 基板

表面の Si 原子と SiO2中の O 原子との距離が SiO2中

の O 原子との距離よりも長い Si－O の弱結合状態や

Si 基板表面の Si 原子と SiO2中の Si 原子との距離が

Si結晶中の Si原子間の距離よりも長い Si－Siの弱結

合状態等の存在を仮定し、それぞれの弱結合状態の変

化に伴う電子状態の変化を理論的に計算した。 

前者の場合についてSi/SiO2界面に局在する電子の

反結合状態のエネルギー固有値を計算するとSi－O間

の距離が長いときには Si の不対電子のエネルギーとな

って Si の禁制帯の大凡中央にエネルギー準位を発生

するが、Si－O 間の距離が SiO2中の Si－O 間の距離

に近づくに従って SiO2 の伝導帯の下端のエネルギー

値に向かっていくことが明らかになった。後者の場合に

ついてSi/SiO2界面に局在する電子の反結合状態, 結

合状態のエネルギー固有値を計算すると結合状態の電

子のエネルギーは Si－Si 間の距離が長いときには Si

の不対電子のエネルギーとなって Si の禁制帯の大凡

中央にエネルギー準位を発生するが、Si－Si 間の距離

が Si 結晶中の Si－Si 間の距離に近づくに従って Si

の価電子帯のエネルギー値に向かっていくことが明らか

になった。 

したがって Si－O間の弱結合の反結合状態、Si－Si

間の弱結合の結合状態の弱結合の度合いを変えること

により、Si の禁制帯内で任意のエネルギー値を有する

Si/SiO2 界面準位を説明することができるので実測され

た U 字型の連続したエネルギー状態密度分布を有す

る Si/SiO2界面準位を説明するためには Si－O間の弱

結合長、Si－Si 間の弱結合長の分布をどのように仮定

すればよいか求めたところ 2.5Åから 3.0Åの間で指数

関数的な分布を仮定すればよいことが明らかになり、妥

当な結果であると判断される。現時点では Si/SiO2界面

準位面密度の値は実用上支障がない程度に小さくする

ことが可能になったので Si/SiO2 界面準位の問題は注

目されないが、このモデルは半導体・絶縁物界面準位

の Universal Modelの意義があると期待している。 

 

5. キャリア注入に対する SiO2の信頼性と Siの 

超乾燥酸化 

1980年代においては SiMOS FETの動作速度が重要

視され、そのため SiMOS FET のチャネル内の電界が

強くなりホットキャリアの密度が大きくなり、その一部はゲ

ート酸化膜であるSiO2中のキャリア捕獲中心に、捕獲さ

れ SiO2中の固定電荷となって SiMOSFETのゲート閾

値電圧を変化させ、SiMOSFET の特性を経年変化さ

せる要因となるので SiO2 中のキャリア捕獲中心と酸化

条件との関連が課題となった。 

湿式酸化 SiO2は乾式酸化 SiO2 と構造的には非晶

質であることに変わりはないが、大きな差は SiO2中の水

素ないしは水素が関与した化学基の密度の差である。

乾式酸化の場合といえども酸化炉の設置されているクリ

ーンルーム内の空気に含まれている水蒸気の水素が石

英管壁を通して酸化雰囲気に混入し、SiO2中に水素な

いしは水素が関与した化学基が混入することを避けるこ

とはできない。そこで講演者の研究グループでは大学

院学生の三木浩史等(7)が酸化炉の石英管を二重にし、

内管と外管の間に乾燥窒素を流してクリーンルーム内

の水蒸気の酸化雰囲気への混入を抑制し、酸化雰囲

気内の相対湿度を酸化炉の出口において 0.5ppm 以

下に抑えた場合の研究にあたった。 

湿式酸化、通常の乾式酸化、超乾燥酸化及び超乾

燥酸化後に、1000℃で 60 分間乾燥アルゴン中でアニ

ールした SiO2 膜中の電子捕獲中心密度、正孔捕獲中

心密度を測定したところ、湿式酸化の場合には大凡同

数すなわち 1.4，1.3x 1012cm-2の電子捕獲中心密度、

正孔捕獲中心密度の存在が明らかになったのに対し通

常の乾式酸化、超乾燥酸化及び超乾燥酸化後に、

1000℃で 60 分間乾燥アルゴン中でアニールした場合

には、電子捕獲中心密度は 0.1x1012cm-2 以下と検出

限界以下であった。一方正孔捕獲中心密度は 1.6～

1.7, 2.6, 5.2x1012cm-2 となりプロセスの乾燥度及び乾

燥プロセス時間が長くなるに従い増加することが明らか

になった。 

この結果は、SiO2 膜中の電子捕獲中心は水素が関

与するのに対し、正孔捕獲中心は酸素空位が関与して

いることを意味するとことを明らかにした。 

本講演の項目 2～5 までの内容に関しての大要は、

菅野卓雄編著「SiMOSデバイスの物理」 

（コロナ社 1989年 11月 15日初版） 

として出版されている。 

 

6. 日米半導体摩擦と VLSI Symposium、 

大規模集積システム設計教育・研究センター 

6.1 日米半導体摩擦 

 1970 年代末に発生した日米間の半導体貿易に関す

る問題の解決は両国政府間の政治課題となったと同時
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に特にシリコン関係のビジネスに対する依存度の大きい

カリフォルニア州などの一般の人々の対日感情の悪化

も憂慮すべき事柄であり、誤解に基づく危険を排除する

こ と が喫緊の課題であ る と 考え られ Stanford 

University の電気工学科の John G. Linvill教授より

日米半導体貿易の不均衡に関する問題を political 

science の視点から研究課題にし、講演者に日本側の

代表者になり日本側の研究体制を整えて欲しいとの依

頼があったので対応することとした。 

1983 年 4 月に最終報告書が完成し、その報告書の

内容の大要は、Stanford University Press から 

COMPETITIVE EDGE: The Semiconductor 

Industry in the U.S. and Japan, edited by 

Daniel I. Okimoto, Takuo Sugano, and 

Franklin B. Weinstein  

として出版され、土屋正雄氏による邦訳が「日米半導体

競争」として中央公論社より出版されている。 

 

6.2 VLSI Symposia 

  日米間の半導体貿易摩擦の根源の一つに、日本に

おける研究、開発の情報を米国の研究者、技術者が取

得する機会が少なく、誤解を招いたことにあると考えら

れた。そこで日米の学会、研究者、技術者が対等の立

場で半導体に関する国際会議を開催し、日米の研究者、

技術者の間の情報交換の障害をなくし、誤解をとく努力

をすることになり、米国側は Dr. Walter Kosonockyが

代表となり、日本側は東京大学の田中昭二教授が代表

になり、米国側は IEEE Electron Devices Societyが、

日本側は応用物理学会が、主催学会となって

Symposium on VLSI Technology を共催することとな

った。尚 1987 年からは電子情報通信学会も共催学会

となって Symposium on VLSI Circuits が発足し

2017年も京都の Rihga Royal Hotelで 6月 5日～9

日に開催された。 

  両シンポジューム がVLSI関係の主要な国際会議と

して国際社会で認知されていることは大変喜ばしいこと

である。 

 

6.3大規模集積システム設計教育・研究センター 

  当時多くの日本の大学では、実用可能性があるような

大 規 模 な 回 路 を 実 際 に 集 積 回 路 化 chip 

implementation して、その性能を調べるようなレベル

の研究、教育はできなかったので、米国の MOSIS 

(Metal Oxide Semiconductor Implementation 

Service) と同様な機能を有する機関の設立を目指し

て 1981～1986 年にかけて電気学会の集積回路教育

調査専門委員会において同委員会の幹事の片岡啓介

氏の絶大な協力を戴き 1985 年 4 月には（全国国立大

学共同利用）地域分散型集積エレクトロニクス教育・研

究機関（案）を纏め、しかるべきところに提案したりしたが

講演者の東京大学在職中には実現に至らなかった。そ

の後生駒俊明東大名誉教授が委員長を務められた通

産省の半導体基本技術水準高度化機構検討委員会に

おいて1993年6月に「LSI設計技術高度化推進機構」

に関する提案書が纏められる等、幸いにして多くの方々

がその必要性を説かれ、1996 年に東京大学に全国共

同利用施設として全国の国、公、私立大学に門戸を開

いた大規模集積システム教育研究センター (VLSI 

Design and Education Center,VDEC)が設立され、

9VDEC 地域拠点校（サブセンター）を擁し、日本の大

学の大規模集積回路に関する教育・研究が国際水準

になることに貢献されたことは大変嬉しく思っている。 

 

むすび 

1990 年代初頭に所謂経済バブルが崩壊してから、

最近若干好転の兆しがあるとはいえ、庶民感情としては

依然として閉塞状態にあると言われる日本を、そこから

脱却させ発展させるためには新技術の研究、開発とそ

の産業化の努力に期待する以外に途はない。本講演が

何等かのお役に立てば、望外の幸せである。 
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概要 

1956年 7月から 8月の 2ケ月に亘って、米国のダー

トマス大学で、知能を機械がシミュレートできるようにす

るための基礎研究に関する会合が開催された。このダ

ー ト マ ス 会 議 で 初 め て 人 工 知 能 (Artificial 

Intelligence: AI)という言葉が使われた。それ以来、AI

研究は 1950~60年代の第 1次ブーム、1980年代の第

2 次ブームを経て、ハードウエア技術の進歩とともに、

2010 年以降、革命的な技術革新の可能性が顕在化し

はじめた第 3 次ブームの波が押し寄せている。 現代の

AI 手法に革命をもたらした手法の一つが深層学習

（Deep Learning）と呼ばれるニューラルネットワーク手

法である。 

深層学習は、2016年 3月、アルファ碁（AI囲碁）がト

ッププロ棋士イ・セドルに圧勝して以来、驚愕のAI技術

として殊に有名になった。今日では、AI がマスコミに登

場しない日はなく、そこに例外なく深層学習の技術が使

われていることから、AI と深層学習（Deep Learning）

はもはや同義語的に受け取られるまでに至っている。そ

して、これは第 4 次産業革命を牽引する核であるとまで

言われている。 

本稿では、このような AI の来歴を振り返り、今後期待

されるものや発展の方向性を考察する。特に、近年急

進展しているAIと量子情報科学の融合研究の一端を、

我々の研究を通して紹介する。AI に対する期待と脅

威が錯綜した最近年のマスコミ報道がなされる今日

であるからこそ、AIの生い立ちを知り、技術的発展

段階を見ることは重要と考える。 

 

1. AI 小史 

知能（Intelligence）とは？ 

人工知能の「知能」は知性や知識以上に適応能力

を示唆する。オックスフォード英英辞典によると知

能を意味する Intelligenceは、「知識とスキルを獲得

し適用する能力」（The ability to acquire and apply 

knowledge and skills）とある。また広辞苑では、

①知識と才能 ②知性の程度 ③（心）環境に適応し、

新しい問題状況に対処する知的機能・能力と述べら

れている。現在では、AIという用語は、広辞苑の③

に相当する能力の工学実現をめざした研究および技

術開発を指すものとして広く受けとめられている。 

知能を計る物差しとしてはいろいろ批判のあるも

のの、知能の指標としては知能指数(IQ)がよく知ら

れている[1]。現在の AI の IQ は人と比べていかな

る程度であるのか、「知能とは何か」という観点から

も関心が寄せられており、2017年 9月には AIの IQ

はどこまで伸びてきたかの報告もなされている。こ

れによると、ヒトでは 18歳の IQが 97.0、12歳で

は 84.5、6 歳では 55.5 であるとされる。AI では

Google が 47.2、百度では 32.92、MS Beingが 31.98、

Apple Siri が 23.94 などと見積もられた結果[2]が

示された。2014 年時の調査では Google は IQ26.5

であったので、この 2 年間強で約 1.8 倍 IQ が伸び

たことになる。AI の知能はどこまで伸びるのか？

AI の技術的特異点[3]などに関心がもたれる由縁で

ある。 

第 1 次 AIブームとニューロブーム 

アンティキティラの機械(BC100)は、ヒトのよう

に考える思考機械の創製の夢を描いたものである。

この夢は古代から現代まで継承されている。先述し

たように、1956 年夏にダートマス大学に集まった十数

名の若手が「知能をシミュレートする機械」の論議を活

発に繰り広げた結果、マッカシー（C 言語の開発者）の

提唱によって人工知能(Artificial Intelligence: AI)と

いう用語が誕生した。トランジスタの発明以来、コンピュ

ータの処理能力への期待は大きく拡がっていた。推論・

探索を中心とする機械による知能処理の代行は、このと

き議論され提唱された AI によってすぐにでも達成可能

であるかのように期待された。しかし、現実は実用には

程遠い状況であった。 

同時期には、脳の情報処理素子、すなわち神経細胞

(ニューロン)を模倣した数理モデルによるパーセプトロン

がローゼンブラットにより提唱され、パターン認識をパー

セプトロン学習によって簡単に実行できることなどが示さ

れた。これは第 1 次ニューロブームを牽引することにな

った。しかし、非線形分離問題などが解けないなど、パ

パートとミンスキーによってその限界が明らかにされ、ブ

ームは沈静化した[4]。 

人工知能革命 －ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸの復活： 

Deep Learning, そして量子へ－ 

 

F O R U M  

 
 

o r u m  

F o r uｍ

m  
 

S S I S  

兵庫県立大学 名誉教授    松井伸之 
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第 2 次 AIブームとニューロブーム 

1980年代に入ると、特定の専門家の知識をデータ化

することで構築されたエキスパートシステムが実用に供

せられた。これは知識工学を中心とする第 2 次 AI ブー

ムの到来をもたらした。しかし、エキスパートシステムが

実用的な AI として真価を発揮するためには、言語化し

得ずプログラム化が困難な知識“暗黙知”の取得処理が

不可欠となる。エキスパートシステムにおいては推論の

範囲はかなり限られており、運用の限界が明らかになる

につれ、この AIブームも沈静化していった。 

一方、脳の情報処理様式を模倣したニューラルネット

ワーク（神経回路網：NN）研究は、上記の AI 研究とは

ほとんど交流していなかったが、第 1 次ニューロブーム

以降も地道に研究が続けられていた。脳機能領野の形

成を希求した自己組織化マップ（SOM）、視覚情報処

理に倣ったネオコグニトロン（手書き文字の認識）、相互

結合型NNによる連想記憶や組合わせ爆発問題解法、

三層階層型ニューラルネットワークによる誤差逆伝搬学

習法の確立など様々なニューラルネットワーク研究が遂

行された[5]。なかでも誤差逆伝搬学習による NetTalk

システム（英単語の発音をいくつか学習させるだけで、

未学習の英単語を発音しうるシステム）の構築は、まさ

に“暗黙知”の学習を期待させうる技術として第 2 次ニュ

ーロブームの契機となった。またネオコグニトロンは福島

邦彦によって発明(1979 年)されたが、これが今日の深

層学習の原型となった。これらは“様々な状況のデータ

を知識に変える”学習という処理によって状況を自動的

     

 

図 1.階層型ニューラルネットワークと誤差逆伝搬学習 

に的確に判断しうる AI アルゴリズムとしてその進展が大

いに期待された。理論的には、図 1 に示したような 3 層

階層構造の誤差逆伝搬学習法は任意の非線形関数を

任意の精度で近似しうることが証明されていた。したが

って、誤差逆伝搬学習は、不明確で言語化しにくい暗

黙知でも既知データから学習し NN 内部に形成された

その学習モデルから未学習データに対する汎化能力を

獲得できるので、パターン認識、データマイニング、時

系列データ予測や機械制御など各種の分野に幅広く

応用可能な強力な手法であった。しかし、当時の方法

論では、層を深くすると信号伝達が困難となり、またコン

ピュータの処理能力およびデータ収集能力不足なども

相俟って階層型 NNについては 3層構造を典型とする

浅層構造 NN 研究が大半を占め、リアルタイム適用や

大規模な実用レベルでの適用には難があった。90年代

後半になるとこの分野の研究はほとんど顧みられなくな

った。 
 

第 3 次 AIブーム「ニューラルネットワーク技術の復活」 

2012 年、第 3 次 AI ブームの兆しが見え始めた。

2010 年から始まった大規模画像認識チャレンジ

(ImageNet Large Scale Visual Recognition Chal- 

lenge: ILSVRC)の2012年度コンペティションにおいて、

3 位以下とエラー率で 10%の大差をつけて 1,2 位を独

占したチーム(SuperVision:トロント大学のヒントンが率

いるグループ)が現れた。このコンペティションの2012年

度の課題は、提供された学習データ（1000カテゴリーか

らなる１億 2000 万枚の画像）を利用して画像認識精度

を競うというものであった。SuperVisionで用いられた手

法が 13 層の畳込み NN(Convolutional NN：CNN)

であり、今日、深層学習(Deep Learning)と称される手

法である[6]。また同年には、画像特徴の自動抽出で世

界を注目させた Google の猫認識が発表された。これは

教師なし（オートエンコーダ）の深層学習によって中間

層のニューロンに猫画像や顔画像が出現したものであ

る。ユーチューブからランダムに 1000 万枚の画像を取

得し、これらから無作為に 200×200 画素の学習画像デ

ータを作ってそれらを 12 層からなるニューラルネットワ

ークに入力し、CPU16 個が実装された PC1000台を 3

日間稼働した学習結果であった[7]。これらの成果は突

然出現したものではなく、第 2 次ブーム以後提案された

CNN( ル カ ン ,1999)[8] 、 Deep Belief Network 

[DBN](ヒントン,2006)などの成果の結実であった。それ

以後、画像・音声・映像などの認識技術は深層学習の

利用により大きく進歩し、今では人間の認識能力を凌駕
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するに至っている。その他、テキスト翻訳、予測分析、雑

談、質疑応答なども分野限定ではあるが実用化の域に

ある。2016年3月には、トップ囲碁棋士イ・セドルがアル

ファ碁(Google 傘下の Deep Mind 社開発)に敗れて

「驚天動地の完勝」などと報道された。それ以来、深層

学習は AI の代名詞になり、各種の AI ビジネス展開が

加速され今日に至っている。ビッグ・データ、 IoT 

(Internet of Things) 時代とコンピュータパワーの躍

進がもたらした NN技術の復活であった。 

 

2. 深層学習支援ハードウエアの開発 

計算インフラ 

アルファ碁の成功は、深層学習と強化学習の最新技

術とそれを実行する十分な計算資源(Google Cloud 

Platform 上に数百の GPU)があってこそであった。前

述した ILSVRC 開設以前では 1 万点程度のデータサ

ンプルであったが、ILSVRC 開設以後では、1000 クラ

ス 128 万点のデータサンプルであり、深層学習は大規

模データでその秀逸性を発揮する。したがってそれを支

援するハードウエア環境の開発は必須であり、国内外

で開発が進められている。国内では機械学習向けに

47.2PFlops 性能をもつ TSUBAME3.0(2017)などの

GPU スーパーコンピュータ環境があるが、さらに 2018

年 3 月までに 130PFlops のハイパフォーマンスを誇る

TSUBAME由来の機械学習専用環境開発が進められ

ている[8]。速度向上の基本は並列化であり、Pascal 

P100(2016,NVIDIA)、Volta(NVIDIA,2017-2018)、

Radeon InstinctGPU(AMD,2017-2018)などの深層

学 習 向 け GPU や Altera Stratix10, Xilinx 

UltraScale+などの FPGA など、超並列化による高速

化研究が激化している[8]。 
 

シリコンニューロンチップ 

各種 NN 技術の復活とともに、各種シリコンニューロ

ンチップの開発も進んでいる。自然が創製した脳という

コンピュータは 1000 億程度のニューロンが活動する器

官であるが、脳全体の消費電力はわずか 20W 程度で

ある。単純計算するとニューロン１個当たり 0.2nW の消

費電力であるが、常時の活動ニューロンは平均 100 億

個としてその消費電力は 2nW 程度と推測される。AI ビ

ジネスで活躍する IBMの AIワトソンは 100万個のシリ

コンニューロンTrueNorthから構成されるデジタル回路

であるが、学習処理を除いた分だけでも 60ｍW の消費

電力が必要となる。学習処理も可能なニューロンの多様

性を反映した１素子当たり 2～3nW のニューロデバイス

とそれらの大規模結合ネットワークをめざす開発も激化

しており、現在、ジョージア工科大(2nW/neuron, 100

ニューロン結合、アナログ回路)、チューリッヒ工科大

(3nW/neuron, 256ニューロン結合、アナログ回路)など

が報告されている[9]。 

 

3. AI 革命 

深層学習がもたらした AI革命 

“1997 年 1 月 12 日、イリノイ州アーバナの HAL 工

場で世界中の情報を収集し、人間とチェスを楽しみ、視

覚的にも情景を理解し、感性を持って人と自然な言葉

で対話できる超高性能人工知能 HAL；Heuristically 

programmed ALgorithmic computer が始動され、

1998 年、その任務に就いた。”  

これは SF 不朽の名作、アーサー・C・クラーク原作の

「2001年宇宙の旅」（1968年映画化、文科省特選指定

の唯一の SF 映画）の冒頭である。この SF に描かれた

HAL性能は現在どこまで実現し得たのであろうか。 

1.「世界中の情報収集」に関しては、1993 年以来の

インターネットの普及で、Bigデータ、IoT時代に既に突

入している。 

2.「人間とチェスを楽しむ」に関しては、1997 年 5 月

に IBM のチェス専用マシン DeepBlue が当時の世界

チャンピオン、カスパロフを打ち負かして勝利している。

この勝利はハードウエアの進歩がもたらした勝利であっ

て、基本的なソフトウエアは第１次 AI ブームで開発され

た 記 号 処 理 に よ る 古 典 AI(GOFAI:Good Old 

Fashioned AI)であった。初手から終場までの総パター

ン数はチェスで 10120 通り、囲碁では 10360 通りもあり、

ハードウエアがいかに進歩を遂げようとも囲碁でのAI勝

利は不可能とされ、まだ 10 年も先の未来の課題と考え

られていた。それが 2016年 3月にアルファ碁が驚異の

勝利を深層学習を中心とする機械学習でもたらしたの

である。まさに深層学習は AI革命であった。 

3.「視覚的にも情景を理解する」はどうであろうか。 

深層学習がこれまでに成し遂げた成果の中でも特筆す

べきは、画像からその内容説明文出力を可能にしたこと

である。その逆処理も最近では進展し、さらに注意対象

を抽出しうる”attention”技法も確立しつつある[10]。 

4.「感性をもって人と自然な言葉で対話できる」に対し

ては、コンテンツ画像を例えば画家ゴッホ風に変換しう

る”A Neural Algorithm of Artistic Style(チュービン

ゲン大学、2015)” やGoogleのDCGAN(2016)などが

既に開発され、インターネット上でこれらを入手し試すこ

とも可能である。「自由な対話を楽しむ」においては実用
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には不十分であるが、雑談や質疑応答、論理的な対話

に関しては分野限定で可能な段階であり、実用域に達

するまでにそれほどの時間はかからないと期待される。 

深層学習の肥大化 

AI の実応用展開をめざし、その能力開発のために、

超巨大 Bigデータの学習処理や精度向上を希求し、深

層学習AIは複雑巨大化の一途をたどっている。例えば、

ILSVRC’12でエラー率 16％を誇った Alexnetは 8層

（総パラメータ数およそ6000万）、ILSVRC’15でエラー

率 3.57%を達成（同課題の人のエラー率 5.1％を凌駕）

した MSRA では 152 層（総パラメータ数およそ 5000

万）と報告されている[11]。超多層構造化がもたらす表

現力の豊かさの増加と性能向上は深層学習たる所以で

あるが、一方、50 層以上の超多層構造になると、学習

誤差もテスト誤差も大きくなるというアンダーフィッティン

グ現象（低層のパラメータがほとんど更新されず結局学

習が進まない）[12]も報告され、深層学習の限界も見え

隠れしている。また深層学習の計算コストの高い重たい

力技処理ばかりでは、現場で誰でも利用できる組込型

の AI実装は困難である。 

脳は高々数層で効率の良い省エネ知能を実現して

いる。今後は、深層学習以外の手法にも AI の範をもと

めた究極の省エネ AI開発も望まれる。 

その他の AI 革命技術候補 

筆者らは、20 年ほど前から、NN 技術のブレークスル

ー候補として、NN パラメータの四元数値化手法[13]と

量子計算融合手法[14]を提案してきた。近年それらの

手法を基盤とした各種適用例が目立ち始めた[15]。 

   
図 2.量子ビット NNによるカラー画像圧縮復元 

図 2 にその実行例の一例を示したが、色の偏った一

枚の学習画像からカラフルな評価画像を中間層１層の

みのオートエンコーダで復元し得た結果である。これら

もAI革命の有力候補手法と考えているが、紙面の都合

上文献[13][14]にその詳細紹介を譲らざるを得ない。そ

れらを参照いただければ望外の喜びである。 

 

4. AI への期待 

これまでの工業化は環境を整えることによって“目の

見えない”機械を使って自動処理を実現してきた。深層

学習 AI の躍進により、これからは”目の見える”機械が

不整備環境での自動化に大躍進をもたらし、ロボット・

自動車、農業、建築、食品加工など様々な分野に技術

大革新を促すことが期待される。果たしてカーツワイル

のいう AI の技術的特異点は到来するのであろうか。い

ずれにせよ、深層学習が一時のブームではない AI の

根幹技術として定着、現代 AIを支え、第 4次産業革命

を牽引することは間違いないと思われる。 
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ものづくり大国の日本企業の苦境を救う有効な手段

がある。 

 

それは出願特許の審査請求日を出願人の自由選定

にして、権利発生を出願日ではなく審査請求日にし、権

利保護期間をそこから 20年間にするという内容の特許 

法改定である。 

 

スマートフォンを代表とする日本の部品産業は世界を

制覇しているが大部分のナノテク部品の特許は 20年の

保護期間が消滅して、外国の後続企業の使い放題にな

っている。シャープ（株）や東芝の苦境は経営の問題が

あるにしてもあれだけの素晴らしい技術蓄積を有する優

良企業がこのような状態に落ち込むのは国家的損失以 

外の何物でもない。 

 

マイクロソフトのビル・ゲーツが世界一の富豪になった

理由は簡単である。かれはソフトウェアの権利を特許権

ではなく著作権として登録することに成功した。 

 

特許権と著作権とは同じ知的財産権でも内容が全く

異なっている。著作権は文芸作品や美術品のように主と

して作者個人の創作活動の成果に与えられ、その権利

は作者の死後も数十年間にわたって保護される。これ

に対して特許権は量産可能な工業製品の発明に与え

られ、権利の保護期間は発明から通常 20年間である。 

 

このように著作権と特許権の対象は、そもそもが、量

産が可能である工業製品と量産が困難な芸術作品との

差異に基づいて分類されたものと考えられるが、米国文

化の発展とともに様変わりした。それを先導したのがハリ

ウッド映画とディズニーキャラクターである。 

 

これらは著作権の対象である芸術作品に量産性を付

与して大衆文化の担い手とし、アメリカの有力な輸出製

品とすることに成功した。いまでも「ローマの休日」などの

映画の DVDやミッキーマウスのキャラクター商品などが

高価で販売されて米国の外資を稼いでいるのは、よく知

られている。 

 

コンピュータのソフトウェアが著作物であるかどうかに

ついては多くの議論が交わされた記録があるが、一旦

それが容認されるとその影響は甚大であった。まず権利

の保護期間が 50 年もしくは 70 年になる。ビル・ゲーツ

は著作権を認定されたソフトウェアを搭載した原価 100

円程度のディスクを量産して 1 万円もの価格で売り、文

字通りぼろ儲けをした。しかもこの商売は 50年以上も続

くのである。 

 

特許権の問題点は権利の保護期間が著作権に比べ

て半分以下の短期間であるばかりではなく、出願日を始

点に 20 年間とされ、製品化までの開発期間が全く考慮

されていない事である。 

 

工業製品の場合、発明から即時に製品が発売される

わけではなく、量産化技術開発、安全性評価、コスト評

価など多くの技術課題をクリアしなくてはならず、そのた

め数年間の期間を要することが珍しくない。したがって

発明日から発売日までの間は特許権の休眠期間となり、

企業はこの間多額の開発費を投入するにもかかわらず、

利益が全く生じない。これは、製品完成直後から商品に

なる芸術作品とは大違いである。 

 

医薬品の場合、多くのステージの臨床試験が義務付

けられていて製品化までに 20年近くを要することも少な

くないため、特許権保護期間の特例としては発明日から

25 年間とされている。しかし、それでも製品開発費を回

収する期間が短いので新薬はきわめて高価なものにな

ってしまう。特許権の切れた薬品を、ジェネリック医薬品

として低価格で売っているが、これは、製薬企業の開発

費の犠牲の上に成り立っているのである。 

 

  「ものづくり大国」を守るために 

理化学研究所名誉研究員、政策研究大学院大学客員教授

                             丸山 瑛一
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近年 、産学連携を促進するために大学研究者の特

許出願を奨励し、出願件数を業績評価に加える傾向が

あるが、大学研究者の発明は実施されるまでに長期間

を要するものが多く、それまでに権利が消滅するものが

大多数である。例えば東北大学の岩崎俊一教授の垂

直磁気記録方式は発明から実用化までに 30 年の歳月

を要している。そのため、大学は実施料収入よりも権利

の維持費が高額になり経営上の負担になっている。大

学からは画期的な発明が生まれやすいのに、実用化が

遅れるために権利の消滅や放棄を招いているのは大き

な損失である。 

 

もしも大学発の特許が製品発売の期間を含む十分な

権利保護期間を有し、発明者から億万長者の英雄が生

まれれば、若者に夢を与え、産学連携は著しく促進され

るであろう。長期の開発期間を要する基礎研究分野の

テーマも安心して取り上げる事ができ、大学の研究ばか

りでなく民間企業の研究体制にも大きな影響を与える事

が期待できる。もともと優秀な研究者を育成するために

は独創的な基礎研究の強化が重要である事が企業一

般の認識であるから、企業の体質強化に役立つ事は間

違いない。 

 

図1は日本の大学における民間企業との共同研究の

受け入れ金額規模の件数を示したものであるが、欧米

の大学では 1件当たりの受入額 1000万円以上が通常

であるといわれるのに、日本では件数が 4％程度と圧倒

的に少ない。日本の民間企業が、大学とお付き合い程

度の共同研究をするだけで本格的な共同研究に対する

期待度が低いことを示しているといえよう。 

 

 

図 1.  日本の大学の民間企業との共同研究受入金額

規模別の件数（文部科学省資料平成 29年） 

 

最近注目を浴びている、コンソーシアム活用のオープ

ンイノベーションシステムの問題点は情報の公開と自社

基幹技術の秘匿の両立である。各社は自社の重要技

術を出来るだけ秘匿して置きたいと考えるのは当然であ

る。秘匿技術が多くなるとオープンイノベーションの効果

が半減してしまう。今回提案した特許システムではコンソ

ーシアム参加企業が既公開であるが未登録の出願特

許を提供して共同開発することにより自社特許の実用

化の時期を早める事ができるので参加企業にとって魅

力的になる。 

 

以前、アメリカでは出願特許が非公開のまま数十年

間経過した後審査を請求する「サブマリン特許」制度が

認められていた。これは特許制度のひとつの目的である

公開性に反して出願の内容が長期間公開されない、と

いう欠点を有していた。この制度の問題点は早くから指

摘されていたにも関わらず、アメリカはこの制度を改正

するのに長い期間を要した。 

 

今回のわれわれの提案は特許公開のあと、審査請求

時点を発明者の意志に任せるというもので、公開性は

確保しつつ製品化までの休眠時間を短縮できることに

意義がある。特に医薬品の場合、権利保護期間に 25

年の特例を認めることなく、一様に 20年とすれば良い。 

 

権利の維持費は、審査請求前は低額にして、登録後

は高額にする。これによって大学は実施の可能性の低

い出願特許を多数所有していても維持費が経営を圧迫

するとはなく、実施された場合の特許料収入を期待でき

ることになる。国としても実施されない特許の維持費を

回収するよりも実施されている特許の維持費を主体に

回収する方が産業政策上望ましいことになる。 

 

最近、開発途上国の特許権侵害、いわゆるパクリの

問題が増加している。これは特許権保有企業にとって

製品の利益を横取りされる深刻な問題であるが、その調

査や訴訟にかかる労力や費用も無視できず、利益の少

ない特許や残存期間の短い特許については涙を飲ん

で無視せざるをえない状況になっている。もしも特許権

の残存期間が十分あれば、企業もそれなりに対応する

ことができ、特許権の侵害を防止することが可能になる。

これは国の産業政策上も重要である。 

 

知的財産権問題はアメリカが先進国であったために

アメリカの利害に合わせた制度をグローバル化した面が

少なくない。特許権と著作権を分けて、映画やソフトウェ
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アに極端に長い権利保護期間を認めたり、その発展形

としてビジネスモデル特許という新しい特許分野を創り

出したりするなど枚挙にいとまがない。 

 

日本は国際ルールを守ることには優等生であるが自

ら主導権を行使してルールを作ることは不得手である。

しかしオリンピックのようなスポーツの国際競技会であっ

ても自国の選手に不利なルールに変更を求めることは

欧米各国の常識である。 

 

知的財産権問題は科学技術の競争ではなく、政策の

競争である。しかし、その結果が産業に及ぼす影響は

甚大である。日本はノーベル賞受賞者数で世界一流国

の仲間入りをしたが、産業政策においては相変わらず

受け身の対応を脱していない。技術史的に見れば、繊

維摩擦、半導体摩擦、自動車摩擦、鉄鋼摩擦等は、ア

メリカ産業の主力分野に日本産業が迫ったために起こ

った問題であり、エレクトロニクス分野において日本産業

が韓国や台湾企業に苦戦しているのは、嘗てのアメリカ

の立場に日本が立たされているからである。 

 

しかしアメリカの対日貿易政策は成功したとは言えな

い。貿易摩擦の結果、日本の輸出量を減らしただけで

アメリカの国内産業の衰退を止める事ができなかったか

らである。このあとアメリカのとった政策はスペシャル 301

条などのプロパテント政策であった。 

 

日本は産業政策として中国や韓国、台湾などと対抗

する方針を立てなくてはならない。そのために有効な手

段が知的財産分野である。商標登録や特許権、著作権

の侵害を本格的に防止するためにアメリカと協力して対

策する事が必要ではないだろうか。商標登録に関して

は日本の地名や類似商標を勝手に登録する侵害が特

に中国で多発している。 

 

日本はプロパテントプロジェクトを強力に推進して外

国産業の知財権侵害に対抗する政策を立案実行する

必要がある。これに要する国家的努力は、例えば東芝

救済の資金的努力より遥かに低額で、効果は絶大であ

る。 

 

アメリカは 1980 年代後半から強力なプロパテント政

策を実施した結果、IT 産業・バイオ分野などで産業競

争力の強化に成功した。しかし、ビジネスモデル特許の

拡大など、余りに強引な政策のマイナス面も指摘されて

いる。ここで不思議なのは著作権の期間延長には熱心

な一方、特許権の期間延長には関心が無いようにみえ

ることである。アメリカの姿勢を勘ぐれば、著作権の期間

延長で稼ぎまくりながら、特許権の期間延長を行うことに

よる部品産業大国の日本の復活を恐れているのではな

いだろうか。 

 

日本は知財先進国のアメリカと知財権無視の途上国

との板挟みになっている。日本のプロパテント政策はこ

の事情を十分認識した上で国益に貢献する知財政策を

推進して行かなくてはならない。 
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五つの G  

                初代理事長  川西 剛 

 

前回のオアシスで金原さんの「90 台に近づいて」を拝

読した。私もほぼ同年だが、私も 90代を目前にしてボケ

ないように次の「5つの G」を実行している。 

 

１ｓｔG 語学 （ロシア語） 

 全く実用上役に立たない趣味だが、月に一度の美人

との 1対 1の 1時間は爽やかな若さを与えてくれる。今、

ロシアの文豪、チェホフの短編を読んでいる。ウクライナ

美人のラリーサ先生は、肌が綺麗で魅力的である。 

オーチェニ ハラショーである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ｎｄＧ 碁  

将棋は若いころからかなりの腕前だったが、碁は、今 

ようやく初段程度である。毎月１回２時間の個人指導を 

６段の先生から受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ｒｄＧ Ｇａｒｄｅｎｉｎｇ  

庭の中の小さな畑は、私のオアシスである。暇があれ

ば毎日３時間ぐらい土いじりをする。毎朝のレタス、玉ね

ぎ、パセリ、ルッコラ、バジルのサラダは、取り立てのご

馳走である。今年は里芋が良くできた。 

 

４ｔｈＧ Ｇｏｌｆ 

私の得意のＳｐｏｒｔｓはテニスだったが、今は走れなく

なり、４畳半テニスになってしまった。そこで、余りうまく 

ないゴルフに勤しんでいる。１１０を切れれば、潔しとす

る腕前である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ｔｈＧ Ｇｏ Ｆｏｒｗａｒｄ 

皆さん歳を言い訳にせず頑張りましょう。 

 

 

 

オアシス OASIS   ～憩いの時空間～   
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シンガポールと私 （その 5） 

―シンガポール混声合唱団の設立と活動― 

 

会員 喜田祐三 

 

2002年 11月、7年半の勤務を終えて、私は帰国した。 

そして、約 40年勤めた日立製作所を定年退職した。 

それ以降、私はインド系のアナログデバイス設計会社に

勤務して 2013年まで現役で仕事をした。 

[1] シンガポール混声合唱団の設立 

私が帰国後、2003 年暮れシンガポール時代の合唱

団でご指導いただいた、関口先生との再会はまさに神

の思し召しであったろう。これを機に、再び、シンガポー

ル時代の合唱団の仲間と会って 1 年に 1 回「ＪＡＳうたう

会」という名前で、昔、歌った曲を歌ったり、食事をしたり

楽しんでいた。 

「もう一度、シンガポールで一緒に歌いたいね」という

目標がメンバーの総意になって、結成したのが「シンガ

ポール混声合唱団（略して、シンガポール合唱団）」で

ある。2008年 12月に設立し、当初 20名ほどの規模で

あったが、現在は 40名の規模に成長した。 

2010 年を第 1 回目として、2 年に 1 回の頻度で、シ

ンガポール公演を行っている。合唱団のモットーは、「仲

良く、楽しく、美しく」である。 

[2] シンガポール合唱団の活動 

2008 年 12月の創設以降種々の活動を行ってきた。 

創設以来、指導と指揮者は関口茂先生、そして、ピアニ

ストは創設時の矢野美智子先生から現在は藤田まり子

先生になった。創設以来 9 年間、私が合唱団の団長を

している。2014年に（一社）日本シンガポール協会所属

の合唱団になった。 

2010 年 11月、第 1回「シンガポール公演」（私たち「シ

ンガポール合唱団」とシンガポール日本人会所属の現

地の「女声コーラス」、「男声合唱団」の 3合唱団のジョイ

ントコンサート）を開催して以来、2 年に 1 回の頻度で

「シンガポール公演」を行っている。これは当合唱団の

活動の柱である。 

現在の活動は、①春は「施設訪問」とコンサート、②夏

は「日本シンガポール協会（ＪＳＡ）」のイベントに出演、

そして、③秋は自主企画によるコンサート（偶数年は「シ

ンガポール公演」、奇数年は東京で「ファミリーコンサー

ト」）、このように 1年に 3回のイベントが定着している。 

設立以来、既に 20 回以上のコンサートを行った。その

中から特に印象に残る演奏会を写真と共に紹介しよう。 

（1）2010 年 11月：第 1回「JASジョイントコンサート」 

（シンガポール日本人会 Auditoriumホール） 

（2）2011 年 8月：「森の音楽会」、妙高高原、「池の平・ 

野外音楽堂」にて演奏 

（3）2012 年 8月：一橋大交響楽団と共演（兼松講堂） 

（4）2014 年 6月：シンガポール日本人学校 OBOG同 

窓会コンサート (銀座シンガポールＳＦＲ) 

（5）2015 年 12月：「シンガポール混声合唱団」第 2回 

ファミリーコンサート （杉並区・浴風園ホール） 

（6）2016 年 11月：第 4回「JASジョイントコンサート」 

 「ＪＡＳジョイントコンサート」は 1 回目から 4 回目まで、

すべて強い印象があるが、特に第 4回は印象深い。 

その理由は第 4回を実施した 2016年が、日本とシンガ

ポール国交樹立 50周年の記念年「SJ50」であったため

である。 

シンガポールとの国家間の交流となる「ＪＡＳジョイントコ

ンサート」は日本国外務省から、「ＳＪ50」の公式イベント

に認定された。このために、第 4回「ＪＡＳジョイントコンサ

ート」には外務省要人、現地の日本国全権大使（篠田

研次夫妻）、また、シンガポールの要人など約 30名のＶ

ＩＰがコンサートと懇親会に出席してくださり、シンガポー

ルで大きな反響を呼んだ。 

[3] これからの活動の夢 

創立 10 年が過ぎ、成熟期に入る「シンガポール混声合

唱団」はこれから大きなチャレンジを夢見ている。 

「シンガポール公演」はすでに定着して、伝統が創られ

始めている。私はこの関係をシンガポールに限らず、ま

ずはアジア地域の諸国に展開し、各国の合唱団と関係

を強めていきたいと思っている。私たちの合唱団が「シ

ンガポール日本人会合唱団」のかつての仲間で作った

ように、日本には私たちのような合唱団（ヴェトナム合唱

団、香港合唱団、バンコク合唱団、マニラ合唱団、ニュ

ージーランド合唱団、など）が沢山あることを私は知って

いる。その大半はかつて彼の地で合唱を楽しんだ人達

が創った合唱団である。 

私の夢は、彼らと、東京のど真ん中の大きなコンサート

ホールを使って「アジア・ジョイントコンサート」、を開催

することである。 

各団体が持つ、海外現地のネットワークを使い、海外か

らも多くの友人たちに参加してもらいたい。合唱という素

晴らしい方法で、国際親善を図ることである。 

いずれそのネットワークはアジアから欧米にまで拡大し

ていくことだろう。そして、アジアや欧米の国々の合唱団

も参加する一大国際イベントになるだろう。その夢に向

かって、小さな一歩を踏み出してみたい。  （完） 
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第 1回「ＪＡＳジョイントコンサート」 2000年 11月 

（シンガポール日本人会 Auditorium） 

 

「池の平・野外音楽堂にて」 2011年 8月 

 

「シンガポール日本人学校 OBOG 同窓会」で演奏 

2014年 6月（銀座シンガポールＳＦＲ） 

 

第 2回「シンガポール合唱団ファミリーコンサート」 

2015年 12月（浴風園ホール） 

 

2012年 8月、「一橋大学交響楽団との共演・ナブツコ 

を歌う」2012年 8月（兼松講堂） 

第 4回「ＪＡＳジョイントコンサート」ポスター2016年 11月 

 

 
第 4回「ＪＡＳジョイントコンサート」 

2016年 11月（シンガポール日本人会 Auditorium） 
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御幣担ぎ 

会員  中尾誠男 

 

前職時代、（三菱ケミカルエンジニアリング）顧客の工

場の契約、や地鎮祭 上棟式、起工式、（完工式）など

お祭りがあった。 

 

その際、私は、必ず所謂、縁起の良い日を選ぶように

していた。場合によっては工期がぎりぎりで、数日でも完

工式が後のほうが、良いと技術サイドから頼まれた結果

であったが、日延べの良い日にお願いし、仕上がりもよ

く、顧客、弊社共に良いことが多かった。丁度その日が

縁起の良い日であれば、お願いしてその日にさせて頂

く事で、結果が不思議に良いことが多かった。 

 

地鎮祭でも植樹の日でも、午後から急に雨に成ったり、

天候が急変する前であったり、後輩たちも、私の不思議

なジンクスを知っているので、必ず、私に日を聞くことが

多かった。 

 

営業訪問で数件の行き先がある場合、どちらから行っ

てもよい時は、方位の良い順に行く事にしている。 

一件目のお客訪問で教えて貰った知識が、次の得意

先で信用につながり、受注に結びついたり（もし逆に回

っていたら知識もなく、両方とも空振りであったと思う。）

このことが度重なると私にとっては迷信で済まされない。 

 

74 歳の今になっても 7 歳の時に母親がつけてくれた

成田さんのお守り札を肌身につけている。小学校に通う

道で、自転車にぶつけられて怪我をした時 1 枚目のお

札が割れた。母が身代わりになってくれたといって、すぐ

2 枚目はひもで首からぶら下げさせられた。2 枚目は大

学時代、ヨットで、インドネシア遠征の折、遭難しインドネ

シア海軍の救助艇にえい航されてゆく途中、タンジュン

プリオク湾の海に消えた。 

 

3 枚目はアメリカ海外出張のおり、乱高下した飛行機

から煙が出て、海面すれすれまで降り、ガソリンを放出し

てから着陸したとき衝撃で割れた。 

 

4 枚目は厄年のころ、出勤途上の交差点で自動車に

はねられ、入院したときに割れた。 

 

 

5 枚目は長く持っていたが金属の鎖に擦れていつの

間にか割れてしまった。（具体的に思い出す事件はなか

ったが静脈瘤の手術や、大腸ポリープの手術をしたの

でその所為かもしれない、と思っている。） 

 

今、6 枚目を袱紗の袋に入れて胸のポケットに入れて

いるが、幸い大きな災いもなく無事を続けている。冗談

で、一緒に飛行機出張する後輩には、私と一緒の飛行

機なら絶対大丈夫といっている。 

 

 所謂、プラス思考なのかもしれないが、地鎮祭を良い

日にやっておけば、もしメンバーの誰かが怪我をした時

でも、これだけの怪我ですんだのは良い日に地鎮祭を

やった「お陰」と思える。 

 

ある大型契約の交渉の際、先方が突然契約日を変え

てきたり、一旦決定していた価格ネゴを始めたりして、中

断してしまったことがある。そのお客が半年後に倒産し、

危うく、大きな損害を出すところが助かった。営業マンと 

してはトップセールスマンで、失注をしたことがないのが、

密かな自慢であったが、初めての大型失注でだいぶ落

ち込んで自信喪失するところであった。やっぱり先輩は

ついているジンクスの人ですね、と褒められ複雑な思い

をしたことがある。 

 

 加えて、私と契約する会社は、必ず業績好調になると

信じているし実際そのようになっている。迷っているお客

には、このジンクスを話すと必ずサインがもらえた。 

 

考えてみれば、増築や新工場を建てる企業は、上り

調子にあるのだから、当然の事だったかもしれない。私

は信じ込んでいるのだから説得力があったのだろう。 

 

 善し悪しの確率は２分の一なのだから、どうせやるなら

縁起の良い日と決めておけば、精神的にとても強い。 

どんな事でも、必ず一本調子、の上り調子は稀である。

必ず人生、山、坂があるが、必ず結果は良いと信じてい

れば諦めないし、又、必ず好転している。 

 

会社勤めも、オイルショックがあったり、合併になった

り、リーマンショックがあったりしたが不思議と結果はよく

なっている。74 歳の今も現役を続けられているのも、其

のおかげと、思っている。 
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昔、父親からは「昭和の子供が迷信なんか信じるので

はない」とよく言われたが、私が取締役になった時には、

やはりお前はついていると変な褒め方をしてくれた。 

 

私的なことでは、30 歳前には持ち家しようと決めてい

た。ストライキをしない小田急沿線が良いと、一駅一駅

下りて駅前、不動産屋に飛び込みながら、毎週、日曜

日、家内と幼稚園児の長男連れで、探し、やっと気に入

った物件が見つかった。今住んでいる所であるが、この

家探しの方角を占ってくれたのが、もう亡くなってしまっ

たが、藤原先生という八卦の先生だった. 

 

（私達の家の、）借上げ社宅の裏に住んでおられた大

工さんが、いつも、地鎮祭の日や建前の日を相談して

いたのが藤原先生であった。売主と 200 万円近い値差

があり、売主の方に気に入られたものの、父にも借金を

断られ（長男が家を買う必要があるかと）その差を埋める

事は何ともならなかった。 

 

加えて藤原先生には「この家は出世運のよい家だ」が、

家族皆の運勢から、年内は手付金程度それもできる限

り小さい額が良い。」といわれた。手付倍返ししても 25

万円にしかならない 12万 5000円の手付金を売主森下

さんは受け取ってくれた。希望する価格で買ってくれる

買主が現われれば、乗り換えられる金額だった為かもし

れない。 

 

いつもまだ買い手が見つかりませんようにと祈りつつ

毎週その家に通って居たが、年が明けて二女の方が京

都の女子大に合格して入学金が必要になることが解っ

た。50万円の 2回目の内金を入れさせてもらった。手付

金倍返しで 130万円以上高い買い手が現れなければ、

私が購入できる状態になり、俄然、真実味が増した。 

 

続いて、今度は 3 月には、長女の方の結婚が決まる

吉事が起こり、結婚式費用 150 万円の中間金を入れた。

合計 212 万 5000 円で倍返しには、425 万円以上高く

買う買い手が現れなければならなくなった。この段階で

森下さんも最終取引日を決めてくれ、私の購入が決定

した。結果、お互いにハッピーで森下さんも予定より安く

売ることには、なったが、本当にお金が必要な時に資金

を手に入れることが出き、私達にも良い人に後に住んで

もらえると喜んでもらえるようになっていた。 

 

結果、藤原先生の言うとおりになり何とも不思議な心

地がした。藤原先生は、家族全員の運勢から引っ越し

は 4 月 1 日が良いといわれ森下さんにお願いすると森

下さんの引っ越しは 4月 9日に決まっていたので、約一

週間ダブってしまうことになった。 

 

藤原先生はその家の味噌汁をいただくのが一番良い

というので、ずうずうしくも１週間私達は 2 階に森下さん

達は 1階に住む事を了解してもらった。 

運送屋の親父さんが「中尾さん未だ人が住んでますよ」

というので、荷物は 2階に入れてくれればよいといったら、

唖然としていた。 

 

森下さんは市ヶ谷の日建設計の課長で大阪本社に

栄転することになって引っ越しを決めたのだったが、同

居の間に、朝一緒に会社に出勤し、駅までの近道を教

えてもらったり手ごろな飲み屋を紹介して貰ったりした。 

 

家内は奥様にスーパー等買い物をする場所や近隣

の家々を紹介してもらって、すぐ地域に溶け込むことが

できた。森下さんの引っ越しの日は我々もお手伝いした

が物干し竿や空調機、カーテン、灯具から電話に至るま

で（今の電話番号がそうだが）すべて暮らしに困るだろう

と置いて行ってくれた。究極の居抜きであった。通常引

っ越しにかかわる費用はかなり掛かるものだが、全くか

からなかった。又一週間の同居は親近感を増すには十

分の時間であった。 

 

森下さんも大学合格、結婚 栄転と藤原先生の言うよ

うに、とても縁起の良い家であった。その後の私の暮らし

も大変良い運が続いている。この家のお陰かもしれない。

又首都圏近郷で最も地価が上昇した地域でこの時買っ

ておかなければ買えなかったであろう。 

 

公私のこの経験は、実際には失敗だったり、上手くい

かなかったことがあったのかもしれないが、良い結果し

か記憶に残らないので、いつも幸せな有難い気持ちで

いる。家内は「あなたはいつも自分の都合よいように解

釈して幸せな人だ」と半ば呆れていっている。 

 

只、自分には何か守護霊のような不思議な守ってく

れている目に見えない力があると小さい頃から信じてい

る。宗教のように人に強制するわけでもないし、人に迷

惑かけているわけでもなく、自分で思っているだけなの

でよいのではないかと思っている。 
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エジプトの旅 

             渡壁 弥一郎 

 

一昨年の 2 月友人、知人から危なくないのかと言

われながらエジプト旅行に出かけた。船での移動、

宿泊がメインのナイル川クルージングで比較的安全

であるとの決断でもあった。結果的には相当な警戒

でホテルは、空港並みのボディーチェック、ツアー

のバスは、小銃を持った警察官が必ず同乗しており

却って安全な旅ができたと思った。  

         

化粧石の名残 

         

 

上図は、外出禁止でホテルから見た夕日に映える

ピラミッド。右はギザの三大ピラミッドとスフィン

クスで今から 4500 年前（BC2500 年）の石灰岩製

の石造建築物である。 

その中で一番大きいものがクフ王ピラミッド、建

設当時は白い化粧石で覆われていた。その後の王が

墓などの建設のため全部剥がされ今の姿になってい

る。スフィンクスは、カフラー王の墓の守護のため

造られ顔はカフラー王、身体はライオンと言う説が

主流である。未だに砂漠に眠るピラミッドの数（約

150 基程度？）は未知数で発掘が終了してピラミッ

ドと確定するまでカウントに入れない方針のようだ。 

 

失敗作も多く、崩れてしまっているのもあるが、 

屈折ピラミッド（右上段図左）、階段ピラミッド（右

上段図右）等の特徴あるものもある。 

 

                            

             

 

 

 

 

 

屈折ピラミッドは、その角度に変化を持たせた理

由として、様々な説がある。 

一つ目の説は、作る前に試みた四角錐のピラミッ 

ドが崩壊したために崩壊を防止するために途中から

傾斜を緩やかにしたとする説。 

 二つ目の説は、建造中に王が病に倒れたために、

目標の高さを下げて完成を急いだとする説。 

 最後の説は、最初からこの形が完成型として上エ

ジプト、下エジプトを融合させたことを表わしてい

るとする説である。 

階段ピラミッドは、紀元前 2650 年頃の第 3 王朝

（ジョセル王）時代にはじめて作られた形で、ピラ

ミッドのはじまりともされている。 

日干し煉瓦で作るマスタバ（長方形の墓：アラビ

ア語でベンチ）型式を取っていたが、後にそれらを

階段のように積み上げて、大きな建造物となった。    
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アスワンから砂漠の中を南約 280km にあるアブ

シンベル神殿はラムセス 2 世の巨大な一枚岩で作ら

れた岩窟神殿。1960 年代、ナイル川にアスワン・ハ

イ・ダムの建設計画により水没の危機にあったがユ

ネスコによって国際的な救済活動が行われた。 

1964 年から 1968 年の間に岩を正確に分割し、約

60m 上方、ナイル川から 210m 離れた丘へ移築され

た。今回の旅行 2 月 22 日は至福室の神殿に年 2 回

神殿の入り口から光が差し込む日であったことは非

常に幸運であった。 

朝日がアモン、ラムセス 2 世やホルスの神像を照

らしながら神殿奥まで差込み 60m 先にある至聖所

にまで届くようにと意図的に真東に建てられた壮麗

な神殿である。 

   

               

アガサクリスティが滞在し小説”ナイルに死す”

を執筆したホテルオールドカタラクトに宿泊した。 

 “王家の谷”のツタンカーメンの隠し部屋

やクフ王ピラミッドの巨大空間等多くの謎解明

に日本の考古学者が挑み続けている。その姿勢

は名探偵ポアロも脱帽ではないだろうか。多くの

謎とロマンを持つ古代エジプト文明を生んだ大

河ナイルは夕日を飲み込む様な雄大さと美しさ

があった。 

 

 

 

 

 

 

わが故郷、小千谷 （秋＆冬） 

                      野中 敏夫 

◎小千谷の実りの秋 

 

やはり、小千谷の食の代表といえば、「米」、「酒」、そ

して、「そば」である。 

新潟越後は、米どころであり、銘柄では「新潟コシヒカ

リ」と「魚沼コシヒカリ」とが拮抗している。我が家に毎年

小千谷の親戚から送られてくる新米は、「新潟コシヒカ

リ」である。魚沼という地域名は昔とはかなり限定されて

いるようだ。とにかく、越後米で炊いた飯は、おかず無し

でもうまく、特に、炊き立てはともかく「冷や飯でも」美味

である。 

当然、米の産地には日本酒がある。小千谷の銘柄で

は、新潟銘醸の「長者盛」と高の井酒造の「高の井」の

銘柄が思い浮かぶ。やはり、雪国なので、「燗酒用」が

本命であった。いずれにしても、米どころ新潟は、各地

区に名酒がある。例えば、有名な「越乃寒梅」は、亀田

の地酒であり、五合瓶でしかも二級酒のみの販売だっ

た記憶がある。 

さて次は、「そば」である。「そば肴（ザカナ）」という言

葉もあるように、酒の肴にそばを食べるのがひとつの習

慣だった。特に小千谷の名物となっているのが、「へぎ

そば」である。簀子を敷いた（いわゆる、ざるそば）形態

だが、「長方形の容器：へぎ」に、ほぼ一口サイズにまと

めたそばを多数配置したスタイルで配膳される。そして、

小千谷のへぎそばの特長は、そばづくりで使用するつ

なぎに海藻の「ふのり（布海苔）」を使ったところにある。

したがって、そばの色は、通常の茶色ではなく、「薄緑

色」を呈している。 

           

「わたや」の箸袋 

上記は、’16年 5月に家内と帰省した折に立ち寄った、

へぎそば老舗「わたや」本店の箸袋である。粋な民謡が

記載されている。小千谷市には、現在でも、三軒以上の

へぎそば老舗がある。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
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◎豪雪と闘う小千谷の冬 

 

冬は、「豪雪」、「スキー」、そして、雪を活かした「小千

谷縮」である。 

新潟小千谷といえば、やはり、「豪雪（ドカ雪）」である。

しかも、盆地であることから、水分を多く含んだ牡丹雪や

霙に近い雪が降る。私の記憶に残っているのは、昭和

38年の豪雪（所謂、38豪雪）である。当時は、道路の両

脇に「流雪溝」もないまま、一晩に 1m 以上の降雪日が

続いたのである。家屋の崩壊防止には、屋根の雪下ろ

し作業が必須であり、また急務でもあった。屋根の雪を

下ろすことで、ますます路上の積雪は高くなり、歩道は

みるみる二階屋より高くなった。この年、中越地区の中

学・高校のスキー大会が、「大雪のため開催中止」という

事態になったことも記憶している。雪不足でスキー大会

が中止になったのではなかった。まさに豪雪であった。

降雪は、雪見酒に興ずるくらいが適当であろう。 

小生は、小学 6 年から高校 1 年まで、スキー部（アル

ペン競技）に属しており、小 6で競技デビューした。中 3

には、新潟国体に向けた県内高校選手の強化合宿に

特別参加が認められ、苗場国際スキー場での合宿に参

加した。競技テクニックとして、雪質に合わせたワックス

選択ノウハウ、スキー板のメンテナンス技術、さらに各競

技（回転、大回転、滑降）ルールを身につけた。そして、

高1が終了した時点で、大学受験と小柄体格のため、ス

キー部を退部した。しかし、この競技スキーを中心とした

若年時代の経験は、今考えると大きな財産になっている

ような気がする。 

最後は、雪の特長を十分に利用した名産、「小千谷

縮」である。小千谷縮は、麻 100%の織物で、夏は涼しく

冬は暖かい体感が特長である。製造方法のポイントは、

機織り機で織った布地を、冬季に小川の冷水で洗った

後に「積もった雪の上に晒（さら）す」ことで、麻特有の収

縮による「ちぢみ」を発生させ、表面に「しわ」を出す点

にある。この「しわ」により上記の独特の着用体感となる。

所謂、本縮（本ちぢみ）の着物はかなり高価であるが、

本縮を使ったプチアクセサリーなどで人気があるようだ。

また、ちぢみ関連の銘菓には、ちぢみの表面形状を模

造した「ちぢみ煎餅」や反物形状の「ちぢみ羊羹」なども

ある。 

＊  ＊  ＊  ＊ 

「古希」迄あと2年、今更、Encore97号及び99号「オ

アシス」欄で、故郷を語ることができるとは思いもしなか

った。真に、爽やかな「Encore」であった。 

雪の朝 

～原子核物理実験の思い出～ 

                            

高橋令幸 

 

これは、原子核研究の実験準備の過程で遭遇した苦

いが教訓となった貴重な体験である。事態の状況をより

正確に理解していただくために、いささか前置きが長く

なる。 

 

私が大学院の原子核反応物理学の研究室に進んだ

1963年の頃は、研究室ではそれまで使用していた旧態

依然とした加速電圧 1.2MV（陽子であれば加速エネル

ギー1.2MeV）のバンデ・グラーフ型静電加速器に代わ

って、静電加速器では世界最先端になっていたタンデ

ム型・バンデ・グラーフ加速器（加速電圧５MV 定格で、

陽子では 10MeV）を導入、建設が始まっていた。院生

たちは、その加速器からのビームを使用した原子核物

理の実験に夢をかけていた。しかし、残念ながらなかな

か定格電圧が出ず、博士課程 3 年の間に、この装置で

実験ができない状況であった。 

 

  一方、全国国立大学の共同利用研究所である東大

原子核研究所（核研）にはサイクロトロンという加速器が

あり、そのビーム利用は、全国共同利用委員会で決め

られた。核研の研究者以外にも同委員会に研究テーマ

を申請してそれが採択されれば、一定のマシンタイムが

与えられ実験をすることができた。私は、タンデム型加

速器での実験を諦めて、核研サイクロトロンのビームを

使って実験をすることに決めた。1967 年初めにテーマ

と実験計画をまとめ 1967 年度のサイクロトロンのビーム

利用を決める同委員会に申請、同年度後半の 1968 年

2月に約 1週間のマシンタイム利用が承認された。 

 

実験のテーマは、「２核子移行核反応によるアルミニ

ウム 26 原子核の核構造の研究」であった。核子とは

原子核を構成する陽子と中性子の総称である。原子核

の表記は、2613Al（アルミニウム 26）のように元素記号の

左上段に質量数、左下段に原子番号を記して表す。質

量数とは原子核の陽子と中性子の数を合わせた核子数

である。陽子数は元素の原子番号と同じ数である。陽子

数が同じ（原子番号が同じ）で中性子数の異なる核は、 
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同位元素（アイソトープ）と呼ばれ、同じ元素記号の質量

数が異なる核である。 

 

ここからは煩雑さを避けて、原子番号を省略して 26Al

のように原子核を元素記号と質量数のみで簡単に表記

することとする（原子番号は元素記号で代表されてい

る）。26Al と表記されるアルミニウム 26核は陽子数が 13

で中性子数も 13、合計 26の質量数をもち、半減期が 7

×105 年の天然には存在しない不安定核で、アルミニウ

ム 27 核（27Al）のアイソトープである。ちなみに、天然の

Alは 27Al核が 100％の単体で存在している。 

 

軽い元素領域の核には、球形だけでなく、扁長な回

転楕円体（葉巻型）または扁平な回転楕円体（パンケー

キ型）に変形した核の存在が考えられ、これら遷移核領

域と呼ばれる核の特性を調べることが課題であった。 

26Al核の構造を調べることによってこの領域の変形核の

構造特性を研究することができると考えた。 

 

そこで二つの核反応の実験を行った。一つは 24Mg 

(3He,p) 26Al 反応であり、もう一つは 28Si (d,α) 26Al 反

応であった。ここに、水素原子核 1Hは陽子（プロトン）だ

けであるのでｐ、そのアイソトープである重陽子（デュー

テロン）核 2H はｄ、そしてαはヘリウム 4 の核 4He を表

している。この反応の表示の意味は、前者の場合 24Mg 

+3He→26Al +p とも表現できて、高いエネルギーに加

速された 3He（ヘリウム 3）核ビームを 24Mg（マグネシウ

ム 24）核の標的（ターゲット）に衝突させ、核反応によっ

て放出された p（陽子、プロトン）を測定して、3He 核の

中の陽子と中性子の 2 核子が 24Mg 核に移行すること

によって生成される 26Al 核の状態を調べることを表して

いる。 

 

以下は、前者の核反応実験についての話である。サ

イクロトロンで加速された 3Heの２価イオン（3He＋＋）ビー

ムを真空中に置かれた 24Mg核のターゲット膜に入射、 

衝突させて核反応を起こし、放出されるプロトンｐの運動

量（エネルギー）スペクトルを電磁石分析器を用い、入

色々の角度で測定した。入射ビームの直径はターゲット

上で 5ｍｍ程度であった。入射されたビーム量（3He＋＋

の粒子数）を測定するために、ターゲット膜を通過したビ

ームを後方で受けて計測しその電荷量から入射された

3He＋＋の粒子数を計った。ターゲット膜が厚いとビーム 

や反応によって生成された粒子がその中でエネルギー

を失って止まってしまい、測定ができなくなるので、膜は

極力薄く作成しなくてならなかった。 

 

この実験では、標的核は 24Mgである。天然のMg 

は、陽子数が12で中性子数の異なる同位体（アイソトー

プ）の混合物であり、24Mgが 79%、25Mgが 10%、26Mg

が 11%の割合で存在する。天然のMgをターゲットにす

ると、それに含まれる 24Mg以外の 25Mgと 26Mgとの反

応によって放出される pが混じって観測され、スペクトル

の汚染が生ずる。これを避けるために 99％にエンリッチ

（濃縮）された 24Mg を用いて、ターゲット膜を作成する

必要があった。当然のことながら 99%以上に濃縮された

材料は、重さにして同程度の立派な宝石と比べられるほ

どの非常に高価な材料で、mg 単位で少量しか購入で

きなかった。 

 

実験の準備は、まず天然の酸化マグネシウム MgO

の Ti（チタン）還元による真空蒸着で試作を始めた。原

子核研究所のターゲット準備室の真空蒸着装置を使用

した。放出されるプロトンの測定のためには、厚さ数十ミ

クロンで直径が 2cm ぐらいのターゲット薄膜を作る必要

があった。ガラス基板の上に界面活性剤を塗布して、そ

の上に Mg を蒸着し、それを水面ではがしてからターゲ

ット枠で掬って、Mg だけでできた薄膜（セルフサポート

膜）をターゲット膜とする方法を試みた。この方法では、

薄幕を水面上でガラス基板から剥がすときに、ひび割れ

てしまい、とても 2cm の大きさの膜を作ることが難しかっ

た。数 10 ミクロン Mg の薄膜はガラス基板から剥がすと

き水の表面張力によって破れて小片になってしまうのだ

と判断した。 

 

そこで、次にまずガラス基板の上に同様に界面活性

剤を塗布し、その上に薄くカーボン膜を蒸着して、更に

その上に重ねて Mg 膜を蒸着する方法を試みた。水面

上でガラス基板からカーボンと Mg を一緒に剥がすとき

カーボン膜が補強材として役立つと考えた。期待通りに

膜面に亀裂が入らず 2 枚一緒に綺麗に剥がれた。その

まま一定の時間をおくと、カーボン膜と Mg 膜はゆっくり

分離することがわかった。カーボン膜を取り除いて、Mg

膜を金属のターゲット枠で掬って、直径 2cmのセルフサ

ポート膜ができた。本番は少量のエンリッチ 24MgOを使

用するので、何度も試みるだけの量はなく、失敗は許さ

れなかった。そこで、界面活性剤の塗布の仕方やカー 

ボン膜の厚さの最適化などかなりの時間を使って、ナチ

ュラル MgO で Mg のセルフサポート・ターゲット作製方

法の再現性も確認した。 
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  季節はちょうど夏休みに入った頃で、実験本番のマ

シンタイムまでには半年以上の余裕があった。Mg は空

気中の酸素や水蒸気と反応して酸化ないしは水酸化す

る性質があるので、エンリッチメントの材料を用いての

24Mのセルフサポート・ターゲットの作成は、実験本番の

マシンタイムが近づいた時点で用意した方がよいと判断

して、一旦休止し、マシンタイム少し前の翌年 1 月に作

製することにした。 

 

  年を越して正月も明け、マシンタイムが近づいてきた

ので、本番用 24Mg ターゲット製作のために、再び核研

に詰めた。先ずは、夏に行ったと同じ手続きで、ナチュ

ラル MgO を使って再現性を試した。ガラス基板に界面

活性剤の塗布、カーボンの真空蒸着、それに重ねての

Mg 蒸着、ここまでは問題はなかった。ところが、水に浸

して剥がすプロセスでは、何故か夏に成功したようには

ならず、小片に破れてチリヂリになってしまった。「散る

散る」と自嘲気味に言わざるを得ないほど、どうにもうまく

いかないことが繰り返されて、セルフサポート・ターゲット

はできなかった。 

 

加速器の実験では、マシンタイム中は全装置 24時間

フル運転の連日の徹夜実験が普通で、何人かで実験

チームを構成して行う。指定されたマシンタイムの実験

期日が近づいてきて、次第に切羽詰ってきた。ターゲッ

トが出来ていなければ実験が出来ず、与えられたマシン

タイムを返上しなくてはならなくなり、前代未聞の大失態

となる。この実験の構成員の一人である後輩に加勢して 

もらって、ターゲット準備室に泊まり込んで、交代で連日

長椅子で仮眠をとりながらプロセス条件を変えてはセル

フサポート・ターゲット作りに没頭したが良い結果は得ら

れなかった。 

 

２月に入ったある日の朝、長椅子での仮眠から起き上

がってみると、窓の外は真っ白な一面の雪化粧で、かな

りの積雪であった。何とも気の晴れない状況であった

が、勇を鼓して作業にとりかかり、いつもの通り Mg 膜の

蒸着までは順調に進んだ。問題のガラス基板から水面

上でカーボン膜とMg膜を一緒に剥がすプロセスを行っ

てみると、驚いたことに、夏のときと同じように破れること

なくガラス基板から膜が剥がれて、カーボン膜も分離し

てMｇのセルフサポート膜ができた。一瞬バンザーイ！ 

と叫びたくなったが、何が起こったのか分らず、呆然自

失の状態になった。気を取り直して、上手く再現すること 

 

のできなかった連日の状況との違いを考えた。これまで

と違ったのは天候で、前日までは良いお天気の乾燥し

た日が続いていた。この日は雪が積もってやや空気が

湿っていたことに気付いた。真空蒸着装置から蒸着済

みのガラス基板を取り出して、基板から Mg 膜をカーボ

ン膜ごと剥がすための水に浸すまでの間、一定時間空

気中に置かれている間に、界面活性剤と空気中の水蒸

気が微妙に作用し合って膜に働く力が変わっているの

かもしれない。「そうか、夏との部屋の湿度の違いが再

現性不調の原因だったか」と思い当たって唖然とする他

はなかった。 

 

この方法を適用して、再現良く 24Mg のセルフサポー

トの薄膜ターゲットを作るには、部屋の湿度のコントロー

ルが必須であった。しかし、実験の期日が差し迫ってい

て、ターゲット準備室の湿度コントロールのための設備

条件を整えることは叶わなかった。残念至極であった

が、この方法でのターゲット作りは断念せざるを得なか

った。 

 

結局、実験本番には 24Mg のセルフサポート・ターゲ

ットではなく、金 Au の超薄膜のバッキングに 24Mg を蒸

着するターゲットを作成して本番の実験に臨んだ。入射

エネルギー27MeV の 3He ビームは、原子番号の大き

い Au 核の場合、クーロン力の高い障壁に阻まれて近

づけないために核反応が起りにくく、反応によるスペクト

ルの汚染が観測されず、何とか実験は成功した。その

データの解析から、26Al 核の低エネルギー励起状態に

おいて、葉巻型とパンケーキ型の異なった変形特性をも

つ状態が共存することを示すことができ、軽い遷移核領

域の核構造の特性に対する示唆を与えることができた。 
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98 号では半導体微細化のキーとなるリソグラフィに

ついて解像度を規定するレーリーの式から伺える露光装

置及びプロセス上のブレークスルーと装置メーカの経営

戦略について論説した。今号では次世代リソグラフィと

して期待される EUV 戦略、リソグラフィの要となるレ

ジスト、フォトマスク（以下マスク）のブレークスルー、

半導体装置戦略の変遷、革新的製造技術としてのミニマ

ルファブについて論説する。 

 

  次世代リソグラフィのブレークスルー 

 

(1) EUV（Extreme Ultraviolet） 

EUV は波長 λ を一気に十分の一以下にした次世代リ

ソグラフィの画期的な挑戦と言える。13.5nmの λを選

択した EUV は光を反射する多層膜の反射特性から決定

したもので、従来の波長選択とは異なる。EUV に使わ

れるマスクや光学系は従来の透過型ではなく多層 

（Si/MoSi） を使った反射型となる。その構造は約3nm

厚のMoと約4nm厚のSi膜を交互に40~50層積み重ね

たもので、各層の境界で僅かに反射される EUV の位相

が波長の整数倍になると反射光が互いに干渉して強め合

う原理を使う。EUVがマスクから反射した後、6枚の非

球面多層膜ミラーを使った反射型投影光学系で 1/4に縮

小されウエハに転写される新たな方式である。 

現状のリソグラフィでは k1を小さくするために 1工

程でマスク枚数を 4~5枚使うケースがあるが、EUVで

は１枚マスクで可能となり生産性が大きく向上すること

になる。課題のスループットは現状104枚/時間であるが

光源の改良で2018年前半までに125枚/時間に達する予

定である。NA についても現状 0.33 であるが今後 0.55

を視野に入れており、k1は現状の 0.34から更なる改善

が考えられ10nm世代のロジック量産に大きな期待が持

たれる。 

 

(2) レジスト 

IBMの伊藤洋氏とGrant Wilson氏による化学増幅型

レジストの発明は半導体製造に革新的なプロセスをもた

らした。この技術は 1980 年代に発明されたが、実用化

は 1993-94年頃でKrFステッパからである。 

化学増幅レジストの原理は、まず露光によってレジス 

 

 

ト内部に活性種と呼ばれる触媒を発生させ、この触媒が

レジスト内部で連鎖的な化学反応を起こすことでわずか

な光が当たっただけでもレジスト高分子の性質を一気に

変化させることができ、KrF以降の短波長では困難とさ

れたレジストの高感度化が可能となった。前述したEUV

やEB (Electron Beam) レジストの高感度化にも影響

を与え大きなブレークスルーとして位置付けられる。上

記化学増幅型レジストの欠点は活性種として酸が次々と

連鎖的に反応をするため感度は上がるが解像度は落ちる

ことである。EUV だと 20nm のプロセスに対しエッジ

ラフネス（露光、レジストプロセスに起因したパターン

の粗さ）は 2nm に抑える必要がある。この問題解決の

ためには錫系のメタルを使った分子レジストが次のブレ

ークスルー技術として米国の INPRIA 社とコーネル大

学から提案され、その開発が急がれる。 

 

(3) マスク 

リソグラフィで用いられるパターンの原版であるマ

スクは微細化が進むにつれ高度な精度、品質（低欠陥） が

要求される。98号で述べたステッパに用いられるレチク

ル（主に4倍マスク）は等倍マスクに比べパターン欠陥、

パーティクル欠陥に対して完全性（ゼロ欠陥）が要求さ

れる。技術的ブレークスルーとして登場したのが設計デ

ータとレチクルを比較する検査方式（Die - to - 

Database ）とレチクルを保護するペリクルである。前

者は設計データから変換された検査データとマスク光学

像との比較検査を行う。実際のマスク光学像は微妙な変

形を伴い、その補正処理アルゴリズムは地道なデータの

積み重ねで体系化される。後者のペリクルはマスクのパ

ターン面上 （高さ約10mm） にアルミ合金フレームに

形成した防塵対策の保護膜で材料は短波長に対応したフ

ッ素ポリマーや非晶質フッ素樹脂が使われている。EUV

に対してはポリシリコン、SiN、カーボンナノチューブ

などが検討されている。 

VLSI 設計の最終工程である物理設計においてレイア

ウトパターン情報を作成するが、光学的近接効果が顕著

な箇所に関して OPC (Optical Proximity Correction) 

と呼ばれるツールを用いて図形としての補正を行う。そ

の後DRC (Design Rule Check) と呼ばれるツールを用

いて設計規則違反個所有無の検証を行い、最終的に EB

装置や検査装置の専用形式マスクデータが作成される。

☆ 委員会報告 ☆ 
 

 

 

 

半導体のブレークスルー技術 (2) 

論説委員会 

半導体のブレークスルー(1) 
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OPCにおいて、マスクデータ量の増加抑制を考慮して最

低限必要な補正箇所を見極める必要があるが、そのノウ

ハウが他社との差別化に結びついている。 

先端デバイスの微細化とそれに伴うデータ量増加は

EB装置に新たなブレークスルーを生んだ。 

一つは電子光学系の改良により EB の加速電圧を

10kV から 50kV へ高加速化することで大幅に解像度が

向上したこと。当然 50kVに対する後方散乱補正は装置

側でされている。もう一つはEBのマルチビーム化によ

るスループット向上である。近年の高精度なMEMS 技

術 ｛アパーチャサイズ （2~4μm）｝で 512×512 本の

ビームに精度良く振り分けることで露光時間を従来の

1/4~1/5 に短縮した。また、マルチビーム化と同時にエ

アベアリングステージ採用も次世代マスクの精度向上に

繋がる大きなブレークスルーとして注目したい。 

先端マスク設備投資の膨大化に伴い、1990 年~2000

年にかけて半導体各社は自前のマスクショップ CM 

(Captive Mask-shop) を専用マスクメーカ MM 

(Merchant Mask-shop） へ売却する動きが始まった。

投資の効率化を図るための戦略である。ただ、皮肉にも

世界の半導体大手 3 社（Intel、サムスン、TSMC）は

CMを維持し、寧ろ強化している。日本の半導体メーカ

東芝も DNP との共同事業として維持していることは興

味ある現象である。CMにとって開発設計の機密保持と

ターンアラウンドタイム（TAT）の短縮は大きい。特に

製造工程へのマスクの投入時に技術者間の綿密な仕様の

詰が効率良く行えることは大きな利点である。半導体市

場の約1%のマスク市場規模はCMが 60~65%で、残り

をDNP、凸版、フォトロニクスのMM大手3社で分け

合う厳しい状況である。しかしながらMMの中にはナノ

インプリント用マスクに力点をおいた差別化戦略を立て

ているメーカもある。複数枚のマスク工程が１枚のマス

クで行えることや通常の現像工程が省かれ生産工程簡略

化によるコストメリットもある。大手半導体メーカとの

共同研究で 3DNANDやDRAMへの適用を視野に入れ

ているようだ。 

 

半導体装置戦略 

 

絶好調の半導体装置メーカではあるが、非常に特徴あ

る装置戦略がうかがわれる。嘗て AMAT がトータルソ

リューションを打ちたて装置導入すればどこでも半導体

が製造できる戦略であった。しかしながら、先端デバイ

スではメモリとロジック等デバイスの種類、構造に依存

した専用のプロセス技術が必要になってきている。例え

ばエッチングにおいては微細化に伴いアスペクト比（幅

に対する深さ）が大きくなりエッチングガスとキャリア

ガス（不活性ガス）の微妙な制御等のプロセス調整が顧

客と装置メーカの間で必要となる。それだけに装置メー

カは全てのプロセス装置を扱うことは難しくなっている。 

一方で各装置メーカの特徴が発揮できることにもな

りデバイスメーカとの共同開発戦略に変化が現れてきて

いる。今後一層の微細化に伴い成膜では ALD（Atomic 

Layer Deposition）方式やエッチングではALE （Atomic 

Layer Etching）方式など原子レベルの技術が注目され、

装置メーカとデバイスメーカの開発一体化は一層加速す

るであろう。 

平成 24 年度経済産業省関連予算「革新的製造プロセ

ス技術開発（ミニマルファブ）」の採択を受け2012年度

から3年間の国家プロジェクトとして研究開発を実施し

た。生産規模や装置サイズが 1/1000 でクリーンルーム

不要等の特徴を持ちウエハサイズは 0.5 インチとして

EB 直描を使った TAT の短縮で少量多品種生産を行う。

10 万個以下の半導体および電子部品を含めた高付加価

値製品をターゲットに置き、ミニマルファブの1ライン

として 50万個/年の生産規模を想定している。ファブラ

インをソリューションビジネスとして展開しており従来

とは異なった産業構造の変革に成りうるものとして期待

される。 

まとめ 

 

今号では次世代リソグラフィとしての EUV を取り上

げ、その利点が解像度だけでなく半導体製造工程を簡略

化すること、化学増幅型レジストは短波長での感度向上

へのソリューションを提供したこと、レチクルの登場は

検査や管理の概念を大きく変化させたこと、EB のマル

チビーム化が露光時間を短縮させ先端マスクの生産性向

上を可能にしたこと、さらに顧客と一体になった共同開

発重視の半導体装置戦略、従来とは異なったビジネス戦

略としてミニマルファブについて論説した。 

次号100号ではデバイスに関するブレークスルーにつ

いて論じる予定である。デバイスとして特に次世代不揮

発メモリと次世代論理素子を取り上げる。 

 

＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

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、 

市山壽雄(アドバイザー) 
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本年 2月の第 7回に続いて、今回も講演会と懇親会

の 2 部構成で以下のように実施しました。今回も、現役

の方が参加しやすいように土曜日の開催と致しました。 

 

1. 日時： 2017年 10月 28日(土) 15：00～19：30 

2. 場所： 八王子東急スクエアビル（八王子駅前） 

〒192-0083 八王子市旭町 9番 1号 

(1)講演会‐八王子学園都市センター第 5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 10 名であり、前回よりも 9 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 、川那部 隆夫、栗原 岩雄、 喜田 祐三、

金原 和夫、高橋 令幸、野中 敏夫、 向 喜一郎、 

村田  純 、 島   亨 、野澤 滋為、中尾 誠男、 

角井 宜治、内山 雅博、柏木 正弘、 福田 弘 、 

加藤 重道、藤井 嘉徳、 牧本 次生、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：「城を好きになっている人生」 

 (2)講師：角井 宜治氏  

講師の略歴など 

1949.03.07 大阪府枚方市で誕生。歩いて5分の山

の上にある枚方小学校（今年、創立 145 年）に入

学し、大学卒業まで自宅から通学。 

1971 大阪大学基礎工学部電気工学科を卒業。 4

月、日立製作所に入社、当時の武蔵工場（小平

市）に勤務。 以来、半導体の製造に従事し、ドイ

ツの工場へ 2度の出向も経験。 

2009 ルネサスを定年退職。 

2014 勤務していた半導体関連の会社を、65 歳で

退職。 

 

 (3)講演の概要 

 今回は、以下の項目で講演をいただきました。  

1.  天守閣が現存する 12城を訪れて 

2.  城の歴史  古代から近世の城 

古代の城群、 中世の城 

3.  城の基礎・豆知識 

立地と城郭の種類、 縄張りと曲輪の形式 

堀と土塁、石垣の優美さ、 櫓と天守閣 

城の防御 

  4.  山城と歴史で有名な城 

  5.  広大な城郭の城 

  6.  私の好きな城 

 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

SSIS第 8回 多摩会 

 文化活動委員会 多摩会幹事  川本 佳史 

ｒ 

 



          32              半導体産業人協会 会報 No.99(’18 年 1 月) 

角井さんが城を好きになりだしたのは大学生のころで、

これまでに訪れた城は、200 以上ということです。その

中で江戸時代からの天守閣が現存している 有名な 12

城については、実際に行かれた時に撮影された天守や

天守から見た風景などの写真を基にそれぞれの城の良

い点や見どころなどを紹介いただきました。  

城とは外敵から身を守るために土を盛ったものが始

まりであり、その意味では日本には 25,000 以上の城が

あったようです。その中で、最も古い城が弥生時代の吉

野ケ里遺跡であることは、驚きです。 それ以降、築城

技術の要素である「曲輪」「石垣」「城門・桝形」 「櫓・天

守」「堀」「土塁」などが時代とともに進化したようです。 

また、城はその立地条件により、「山城」「平山城」「平

城」「水城」に 分類されます。近世以降の城はほとんど

が「平山城」であります。  

最近では、城からの景観が良いことから「山城」に興

味を持つようになり、体を鍛えて体力をつけるようにして

いるとのことでした。 また、城を訪れた時には、ボランテ

ィアガイドの方に説明いただく ことで、普段では気づか

ないことを発見できる楽しみがあることなど、城を訪れる

際に役に立つことを教えていただきました。城について

今まで以上に興味を抱くようになった講演でした。  

城については、参加者の方々も身近に感じておられ、 

それぞれご自身の経験も含め、質問や活発な意見交

換が行われました。  

 

5. 懇親会 (17:00〜19:30) 

懇親会では、金原さんのご発声により、ビールで乾杯し

た後、各自それぞれ食事と日本酒や焼酎やワインなどを

楽しみながら談笑いただきました。2時間半の飲み放題の

時間でしたが、皆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。  

   皆さんに近況などを報告いただき、 たいへん有意義

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

きたと思われます。 

 

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 3月 24日(土) 中尾誠男氏の講演を予

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。 
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◆第 61回 日立 OB美術会展の鑑賞会の開催 

・日時：10月 2日(月)PM4:00～終了後、懇親会を行う。 

・会場：ギャラリーくぼた 中央区京橋 

当日の天候は、絶好の秋晴れで芸術の秋を絵画鑑賞で

楽しんだ。 

 

ギャラリーくぼたの 

エントランス 

 

・出席者：金原和夫、 

野澤滋為、島亨ご夫妻、 

高橋令幸、藤井嘉徳、 

真鍋研司、山崎俊行、 

石川静香、田村敏子画家、

斎藤照子画家、喜田祐三、

関口、内山雅博、 

以上 14名の諸氏。 

・会の世話役代表を努められる喜田祐三さんの案内で 78 

名の会員さんの 104点の作品が 5フロアーに展示され、 

じっくりと鑑賞させて頂いた。 

 

    

左から、島夫人、田村さん、斉藤さん、関口さん 

◆絵画展の後に喜田さんに質問 

内山：会の歴史と現在に至る作品の傾向は？ 

喜田：この会は 1973年に 23名の会員でスタートしました。

第 1 回の美術会展は 19 名の会員が 45 作品を銀

座明治画廊で発表開催しました。 

    2001年までは年 1回の開催でしたが、2002年から

は春秋の 2回開催としています。会員数は 2013年

が 126 名のピークで、以降は減少傾向で現在は

100名です。 

    会員は日立製作所の技術畑出身の人が多く、風景

画が多くみられ、つまり印象派的表現ではなく、写

実的、説明的表現の作品が多いと思います。また、

メディアでみれば、油彩(60％)、水彩(30％)、その

他(10％)というところです。 

    会員数は、高齢化に伴って減少傾向ですが、作品

の質は年々向上していると思います。経験を積む事

と技術屋特有の凝り性の人が多く、熱心に制作を追

求するからではないかと思われます。 

内山：喜田さんの前回(今春)の作品は反戦をテーマにし

た印象的な 3点でしたが？ 

喜田さん（自作品 3点の前で） 

 

左から、「鳥になって」、「とうもろこし畑の向こうに」、 

そして、 「午後の波止場」の 3 作品 

喜田：今回の作品が本来の私の作品です。 

    前回は「反戦」というテーマを決めて意図的に描きま

した。 

    私は 30歳から独学で絵を始め、47年間描き続けま

した。私の師匠はあえて言うなら「好きな画家の絵を 

よく見るという行動」でした。海外では、ボナール・マ

ルケ・ゴッホ、国内では、小出楢重・小糸源太郎・森

田義男などです。 

私は印象派的風景を描く事に集中してきましたが、あ

る時、先輩から「喜田君の絵には主張や思想がない

ね。」と言われ、丁度壁を感じていた時期でもあり、そ

こでトライをしたのが、前回展覧会に出品した「反戦」

というテーマでした。 

☆ 委員会報告 ☆ 
 

コミュニティ活動 絵画鑑賞会 

     文化活動委員会  内山 雅博 

ｒ 
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   しかし、終わってみて大いに反省をしました。自分に

は“自分の個性を追求していく”という使命があるのだ。

他人の言動に惑わされる事はやめよう、と考え直しま

した。今のスタイルから自然に作品が変化、進化して

いく事が好ましいと思うようになりました。 

   47 年間に描いた絵を並べてみると、時間と共に変化

してきている事に驚かされます。特に色彩は、昔の作

品は“茶色系”それ以後、変遷して“青色”が強くなり、

最近の絵は、“黒”で輪郭を強調するようになってきま

した。 

   以前は“黒”は使ってはいけないと思っていて“黒”を

使った作品はほとんど見当たりません。絵の制作は

一般的に苦悩する事が多いのですが、私は現在描く

事に苦しみを感じる事はありません。キャンバスの上

で楽しんでいます。 

内山：喜田さん色々と有難うございました。これからも百歳

まで元気で我々を勇気づける作品をお願いします。 

 

◆今回出席して下さった当会会員で、“新世紀美術会”の 

委員である、田村敏子、斉藤照子、両画伯に感想を聞

いた。   

                 

田村さん、斉藤さん 

・絵を描く事は自分自身の今を表現できる一つの方法だと 

思います。風景であれ、人物であれ、また静物であれ、

その作品は今の作り手の生き様であろうと思います。 

喜田さんの作品は、流石！元気に“100 歳まで生きよう”

の会のリーダーに相ふさわしい作品です。<とうもろこし

畑の向こうに>に惹かれました。とうもろこしの生命力とそ

の先の景色との遠近の表現力に力強さを感じました。 

後から、ご母堂が入院されていた病室からの風景だとお

聞きし、心を打たれるものを感じました。 

 

                 

特に印象的な喜田さんの作品 

 「とうもろこし畑の向こうに」 

 

※大変僭越ですが、出品作品の中から気になった作品を

数点あげてみました。 

<出品作品の中で気になった作品：4点> 

           

①ジェロニモス修道院にて       

                           

②自然エネルギー恵みの地 
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③天平の彩（漆絵）  

 

 

 

                 

   ④人物画シリーズ 72 （アクリル） 

 

 

 

 

 

 

 

◆懇親会 （於：日本橋の居酒屋）でのスナップ 

皆さん、にこやかに楽しんでいますね。（敬称略） 

 

  

左より、内山、田村、金原、斉藤 

 

                    

藤井     島        島夫人    喜田   

  

                

喜田    島           山崎     石川 

 

  

真鍋       野澤           高橋 
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新入会員(2017.10.1～2017.12.31) 

個人会員（敬称略） 

   進藤通世 

賛助会員（敬称略） 

   日本エマソン株式会社 

 ＊新たにご入会の皆様、宜しくお願い致します。 

 

10～12月実施行事 

10月：  6日 第 8回 YMK会 

 19日 理事会/執行会議 

 24日 第 16回オープンゴルフ(八王子 CC) 

28日 第 8回多摩会 

11月：  1日 SSIS フォーラム 

  9日、10日 秋季入門講座 

13日、14日 秋季ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ講座 

16日 執行会議 

       21日～26日 秋季研修旅行(ミャンマー) 

12月 14日 予算審議委員会/理事会 

 

社員総会のお知らせ 

2018年 2月 22日（木）13：30～15：00 

学士会館（東京・神田錦町）において 2018年度社員

総会を開催致します。総会資料、出欠確認票を別途郵

送しますので、ご予定いただき出席をお願い致します。

出席ができない場合には、必ず委任状の提出をお願い

致します。 

総会終了後、引き続き SSIS 設立 20 周年記念行事

が実施されます。 

 

設立 20周年記念行事のお知らせ 

SSISは来年 1月、設立 20周年を迎えます。2月 22

日（木）学士会館において社員総会に引き続き、20 周

年記念行事を開催致します。会員の皆様におかれては、

是非共、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 

＜記念式典の概要＞ 

1．開催期日：2018年 2月 22日(木) 15：45～20：00 

2．会場：学士会館（東京・神田錦町） 

 

3．式次第 

  ・記念式典（15：45－16：45） 

   [理事長挨拶／来賓祝辞／式典行事] 

  ・記念講演（17：00－18：30） 

   講師：  株式会社ブロードバンドタワー 

代表取締役会長兼 CEO  藤原 洋 氏 

  ・祝賀会 （18：40－20：00） 

 

今後の行事予定 

1月： 16日 監査役会 

      18日 理事会/執行会議 

2月： 14日 理事会/執行会議 

 22日 社員総会 

22日 20周年記念式典/記念講演/祝賀会 

3月：  15日 理事会/執行会議 

    

ご寄付芳名  （敬称略、50音順） 

一般寄付 2017 年 10 月(98 号)掲載以降、2017 年

12月 31 日までに下記の方からご寄付を頂きました。紙

面をお借りして厚く御礼申し上げます。 

相澤満芳 

 

委員会委員を募集しています 

当協会は各委員会の活動により運営されており、協

会の運営には皆様のお力が必要です。 スカイプ等イ

ンターネットを活用しての参加も可能ですので、委員会

の活動に興味をお持ちの方は事務局に連絡いただきま

すようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

会員状況（12月 31日現在） 

個人会員 243名  賛助会員 56団体 
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