
歴史を繰り返さないために

はじめに
21世紀が幕開けました。ショックレーによって発明

された半導体が、携帯電話をはじめとする情報機器の
市民社会への浸透を可能にした訳ですが、このような
状況を1901年に新世紀をお祝いした人々は想像できた
でしょうか。ご参考までに1901年（明治34年）1月2日
の報知新聞から引用してみたいと思います。「19世紀は
既に過ぎ去り人も世も共に20世紀の新舞台に現はるる
こととなりぬ。19世紀に於ける世界の進歩は頗る驚く
べきものあり...（略）」という書き出しのもと、20世紀
には技術の進歩により次のようなことが起きるだろう
と予測していました。
無線電話及び電話の浸透、遠距離の写真伝送、7日間

での世界一周旅行、空中軍艦／空中砲台、写真電話、
自動車の世等。いかがでしょう。今日をかなり見越し
た慧眼であると感心しております。ただ、当時世の中
に存在していなかった半導体についての予測は出てい
ません。
こういったことに思いを馳せるにつけ､21世紀末には

バイオテクノロジーやナノテク
ノロジーなどと並んで半導体か
らどのような新機軸が出てくる
でしょうか。想像するだけでも
非常に夢が膨らみます。
ただ、一方世の中の向かう
方向がよく見えず混迷の時代
と言われているのもまた事実
です。

95～96年度にかけての状況と今日の状況は酷似
世界半導体市場は1994年に初めて1000億ドルを越え

ました（円ベースでも10兆円増1995年のWSTSフェニ
ックス会議での予測では、1995年は対前年比43.7％増、
DRAMの伸びが最大となり、96年、97年も各々26.4％、
18.1％の伸びを予測していました。結果は対前年比
1995年度41.7％、96年度8.6％減、97年度4.0％増に終わ
りました。
もちろん官民共同で様々な取組をしましたが、DRAM

の大暴落により、96～98年にかけて、日本の半導体業界
の未曾有の不況を未然に防ぐことができませんでした。
ここでその原因を詳しく言及するつもりはありません
が、日本の市場ではAVを中心にマイコン・ASICで健闘
したものの、世界、特に米国でコンピュータ、通信の市
場に殆どメモリーでしか参入できなかった構造上の問題
があったことは否めないと思います。
現在が1995年当時と酷似しているのは、不況を乗り
越えた後の好況がきていること、過去最高の設備投資
の実施、業界各社が集まってつくるWSTSの市場予測
が対前年比2000年度39.2％増で世界半導体市場が初め
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て2000億ドルの大台を突破するとしていること、さら
に引き続き2001年度20.3％、2002年度11.1％増で、拡大
基調が続くとしていることなどです。
業界全体が当時の轍は踏むまいと日本の半導体事業
再生に向け、様々な手が打たれています。半導体新世
紀委員会がまとめた「日本半導体産業の復活」を目的
とした産官学連携の半導体プロジェクト＝あすかプロ
ジェクトは、その内のひとつでしょう。

個性ある企業、ベンチャーの活躍に期待する
1994年当時、私はDataquestのシンポジウムで”Cap-

turing New Opportunities for System LSIs”と題して、
DRAM偏重からシステムLSIへの移行を主張し、「知の
アメリカと力の韓国の狭間で、中途半端の日本はシス
テムと半導体の相乗効果によって、システムLSIの日本
に生まれ変わることが生き残る道である」と主張しま
したが、会場からの反応は今ひとつでした。その後、
私はe-RAMを標榜し1995年度に3D-RAM、96年度に
M32R/DRAMを開発して市場に投入しました。結果と
して大幅なDRAMの落ち込みをカバーするには至りま
せんでしたが、今日に通じる問題点の指摘という意味
で業界に一石を投じたものと思っております。

2000年度は構造改革が進んでいること、半導体を取
り巻く市場の裾野が大きく広がっていることなど、
1995年当時とは大きく異なる部分もあります。
システムLSIに軸足を移す中で、日本の半導体業界も

（一部の例外を除いて）横並びの状態から抜け出し、そ
れぞれが如何にワールドワイドな視点で事業経営を進
めるか、市場のニーズに応えていくかが、重要な点だ
と考えます。
個性ある一騎当千の製品を従えた軍団（例えばMPU

のINTEL、DSPのTIなど）への変身を期待したいもの
です。

IT革命という言葉に代表されるように、インターネ
ットを中心とした情報関連技術の発達は、我々の住む
世界の時間的・空間的な距離を一気に縮めました。そ
の中で日本の半導体業界が健全に発展するためには、
その担い手たるベンチャーの発掘、育成、支援が欠か
せません。事業の裾野を拡大するために本会の活動に
期待するところ非常に大です。
今、私自身はSSIS会員として、これからの半導体業
界にも強い関心を持ち続けております。日本の半導体
産業が2001年度も世界に互して、或いは共に20％の成
長を具現する実効課題を見極めて行きたいと思ってい
ます。
混沌とした21世紀における半導体をどのようなもの

とするか、これは我々にとっても無視できない大きな
問題であり、SSIS会員として、表舞台に出ず、しかし
頼り甲斐のある存在となりたいものです。

あとがき
電気、電力機器の絶縁技術開発に専念して30数年、
残り10年弱を半導体事業にと、駆け足で走り過ぎてよ
うやく古巣の研究所地区に舞い戻ってきました。
若い人たちとの研究開発の話を楽しみにしながら、
休日には山野を駆けめぐり、七竈

ななかまど

やがまずみ等の実を
採取し、果実酒づくりに励んでいます。
目下、角瓶にして100本強を熟成中です。半導体事業
の将来の夢を語りつつ、会員諸氏と杯を傾けることを
楽しみにしています。
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SSISでは会員を募集中です。協会は求人・求職サポ
ートや研修会等、活動内容の充実を図っています。
おかげさまで個人会員200名を突破しました。各会
員の方は沢山のお仲間に協会をご紹介下さい。連絡先
等を事務局までご一報いただければ資料をお送りしま
す。

会員現況（1月22日現在）
個人221名、賛助44団体

協会ホームページ（テスト版）開設！
待望久しい協会ホームページ、テスト版ですが開設
されました（http://www.omnibrain.com/ssis/）。この中で
は、協会のご紹介の他、研修会等の催事案内や本誌の
電子版がアップされています。またコミュニティーな
ども開くべく、現在準備を進めています。
まだまだテスト版ですから試行錯誤があり得ます
が、研修会の予定などは、確定しだいどんどんアップ
されますので、どうぞ「お気に入り」のひとつに加え
て下さい。
なお研修会のご案内等は、協会にアドレスをご登録
の方にはE-mailでのご案内を試行しています。参加申
込も着信下ご案内に返信していただければOKですので
とてもお手軽です。
現在会員名簿作成のために現在のご住所等ご登録の
確認票をお届けし、ご返信もだいぶいただきましたが、
E-mailアドレスをお持ちでご登録でない方がおられま
したらば、この際ご登録になられますようご案内申し
上 げ ま す 。 確 認 票 返 信 済 で 未 登 録 の 方 は
ssis@blue.ocn.ne.jpまでご一報下さい。



3

司　会　今日はお忙しいところ有
難うございます。黎明期から
半導体の世界で活躍され、そ
の後コンピュータシステムに
移られ、更に大学で後輩の指
導をされている中原先生に趣
味や人生観なども含めてお話
を伺います。

半導体の時代
司　会　半導体がだいぶ長いのではないでしょうか。
中　原　でも、むしろ半導体以外、つまり情報システ
ム関係が通算したら長いです。

司　会　だいぶ早くから半導体に手を着けらたようで
すが。

中　原　そうですね。58年ですから。合金炉に自分で
治具を入れていろいろ実験した時代だったのです。

司　会　それで何年ぐらいおやりになっていたのです
か。

中　原　58年から72年までが半導体ですね。72年以降
は、どちらかというとアプリケーション、マイクロ
コンピューター応用とか、情報システムというか、
そちらのほうの仕事でした。

司　会　72年というと、マイクロコンピューター、何
の時代ですか。4004？

中　原　ちょうどマイクロコンピューター、まだ4004

から8008が出たころです。73年に、私はインテルを
訪問したのです。その時ちょうど8080の話が少し出
ていたのです。とにかく、そのころマイクロコンピ
ューターの用語が全然分からないのです。何を言っ
ているのか。「フェッチ」とか何とかという言葉が
よく出てくるんですよ、フェッチとはいったい何だ
と思った。

司　会　若いころに手を着けたものというのは、けっ
こう印象が深いのではないかと思いますが、半導体

についてどういうことをお考えですか。
中　原　大学時代、私は物理の卒業生ですから、量子
力学がこういうふうに応用に結び付いたというのは
やはりトランジスタが初めてではないかとそのころ
思いました。
そういう意味で、物理屋としては非常にやりがい
のある仕事だと思った。本当に充実した生活を送れ
たと思っています。ある程度好きなこともやらせて
もらいました。

司　会　最初はゲルマのトランジスタですか。
中　原　そうですね。最初はゲルマニウムトランジス
タでアロイ型ですね。

司　会　かなり大きなものを？
中　原　パワートランジスタなんかもやりました。
司　会　RCA社に1年間ぐらい駐在されたようですが、
向こうで1年間駐在されて、どんなことをされたの
ですか。

中　原　駐在エンジニアということで、日本からいろ
いろ質問が来ますと、現場のエンジニアというか、
デザインエンジニアとかプロセスエンジニアという
人たちにその質問に回答してほしいということで、
説明を引き出すのが主な仕事だったのです。

司　会　当時、日本も向こうから技術を吸収するとい
うことになっていた。

中　原　ですから、そのころ東芝さんとか日立さんと
か、あるいは神戸工業（当時）さん、みんな共通の
ライセンシーだったのです。RCAからの技術供与。
そういうお付き合いで社外の方とRCAでいろいろお
近付きになったことがけっこうありました。日立さ
んは3カ月ぐらい駐在で順繰りに来ておられました。

司　会　各社、RCAからライセンスを受けた。
中　原　そうです。みんな、RCA詣でです。各社から
駐在エンジニアが。私は1年ちょっと長くいたので
すけど、ほかの会社は大体3カ月ぐらいで交代して
来られたりしました。

司　会　当時はまだ1ドルが360円だったのではないで
すか。

中　原　そうですね。360円です。
司　会　半導体というとウエスタンもですか？
中　原　基本特許はウエスタンです、AT＆Tベル研究
所の製造部門。ウエスタンの工場も見学に行ったり
しました。

司　会　向こうの方にもいろいろお会いしたのですか。
中　原　ええ、ウエスタンの方もけっこう丁寧に教え
てくれました。あのころはアメリカもおおらかな時
代で、こっちから聞いたら何でも教えてくれるので
す。私は帰ってきて、69年以降何回も行くようにな

人生を120％楽しむ
中原紀会員（三洋電機㈱客員）
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ったのですが、そのころからだいぶアメリカは変わ
ったという感じがしました。特に70年代に入ってか
らすごく変わったなという感じを持ちました。

司　会　中原先生はだいぶ半導体の本も書いておられ
ますね。

中　原　一番最初に書いたのは「トランジスタ教室」
なんていう啓蒙書を書きました。

司　会　NHKですね、だいぶ評判が良かったのではな
いですか。

中　原　トランジスタがまだそんなに一般の人の話題
になっていなかったころで、そういう点で西沢先生
もほめてくれたようです。

司　会　半導体からマイクロコンピューターへ、イン
テルの8008からだというと、これも半導体と同じく
スタートからですか？。

中　原　そうですね。本当に、マイクロコンピュータ
ーのスタートからやり始めました。マイクロコンピ
ューターの応用センターを作ったりしまして、社内
のマイコン応用技術者を養成するような仕事もやっ
ていました。

司　会　何だかんだ言っても、本当の基本特許はみな
向こうにありますね。

中　原　そうですね。その次の基本特許がキルビーの
特許で、またあれは本当に厳しい。

司　会　だいぶ向こうでいろいろな方と交流したり、
それから日本に情報をいろいろと送ったり。その時
は日本の雑誌にも投稿されたのですか。

中　原　向こうに行っている間は雑誌に送るというこ
とはなかったように思います。帰ってきてから、特
に「電子材料」にけっこう投稿しました。書いてく
れと言うので、注文をいろいろ言われて。

システムの時代
司　会　そうしますと、8008のころからはトランジス
タからは足を洗っていらした。

中　原　ええ、あのころからはシステムがらみの話で
す。一番最初に私がシステム関係で仕事をしたのは、
電子腕時計の開発をやったのです。それは、当時や
はりCMOSのデザインからやっていかなければいけ
ない。

司　会　三洋電機さんで腕時計を。
中　原　そうです。そのころはまだ液晶もなかったの
ですよ。LED、発光ダイオードを表示に使う。ボタ
ンを押すとパッと光る。時間が出る。そのころに、
そのシステムの責任者としてやらされました。それ
が最初の社内ベンチャーというか、それに取り組んだ
のが。それが製造部門に引き渡しをして、あとはまた

マイクロコンピューター関係の仕事を続けました。
司　会　時計というと、そのころは私もやっていまし
た。

中　原　そうですか。
司　会　どうも競合相手ですね。
中　原　そのころはとにかく部品を集めなければいけ
ないというので、部品がなかなか日本では手に入ら
ない。アメリカに買い付けに行ったりした。開発と
同時に資材購入と、何から何まで全部自分でやらな
ければならない。それから売り込みに行かなければ
ならない。

司　会　赤いLEDで文字が書いてありましたね。覚え
ています。競合相手の商品ですから。（笑い）

中　原　しばらくしたら液晶が主流になってLEDがな
くなってしまったのですけど。

司　会　最初からCMOSで時計はやられたわけですか。
中　原　最初からCMOSでやりました。あのころの

CMOSはまだ、どのくらいのサイズだったのか、今
は思い出せませんけど7 3年から7 5年にかけて、
CMOS。

司　会　あのころは私もやっていたので。
中　原　まだ3ミクロン、もっと大きかったのではない
かと思います。

司　会　ものすごく大きなカメラで縮小撮影を何回か
繰り返して原板を作っていましたね。原板を作るの
に赤いシートがあって、そこをピンセットでつまん
でピッとはがすとか。あのころからですか？。

司　会　この辺になりますと、技術屋としてだけでは
なくて管理者としてのお仕事もでしょうか。

中　原　大体その辺から、技術屋よりもむしろその時
の事業にタッチするようにだんだんなってきまし
た。本当に金の責任とか。そういう意味ではなかな
か大変でした。

司　会　具体的にどのようなことが。
中　原　ちょうどその時期、ちょっとあとになるので
すが、病院向けのコンピューターシステム開発をプ
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ロジェクトとしてやっていました。最初私は直接タ
ッチしていなかったのですが、途中からその事業も
面倒見ろという立場になりました。それがまたなか
なか大変な仕事で、マーケットに売っていくのが大
変な時代でした。それが何とか軌道に乗りまして、
これは今でもやっているのです。その事業は続いて
います。
あと、やはりマイクロコンピューターから自然の
発展としてPC事業ということで、パーソナルコンピ
ューターの開発から販売ということです。そのころ
はまだ日本のPCの標準がなかったのです。各社各様
でした。東芝さん、日立さん、みんな各社各様なの
で、それではやはり駄目だということで何とか日本
の標準を作ろうということでした。

IBMが81年にPCを出しまして、そのあと84年に同
じPCですけどATというPCを出しましたので、それ
をベースにして日本語化で標準化しようというコン
ソーシアムができました。ちょうど私もその中に入
って、マイクロソフトの古川さんと一緒にやってい
ました。1987年に初めてそれが発足したのです。
会の名前は「AX協議会」、アーキテクチャー・エ
クステンドということで、協議会というかコンソー
シアムを作りまして、ずっとその中で社外でも活動
をやっていました。89年に会長をやってくれと頼ま
れまして、会長を4年間ほどやりました。

司　会　80年代というと、日本のメーカーもそれぞれ
マイクロコンピューターチップを造っていたと思い
ますけど。

中　原　そうですね。
司　会　そういうことには手は出されなかったわけで
すか。

中　原　私はそのころはもう半導体部門ではなかった
ものですから、半導体部門ではコントローラー用の
マイクロコンピューターはけっこういろいろ手掛け
ていました。パソコンのCPUはインテルがかっちり
と押さえて、IBMがPCを出してからますますインテ
ルのCPUがメインということでした。日本のメーカ
ーでは結局できなかった。

ユニックスからインターネットへ
司　会　UNIXに手を出し始めましたのはいつごろです
か。

中　原　UNIXはPCの発展途上で、PCの上位機種をど
うしてもやらなければいけないということで、私は
アメリカのベンチャービジネスにもタッチしまし
た。これがまたなかなか事業を軌道に載せるまでの
間に非常に苦労が多くて。

司　会　UNIXの勉強をされたのはおいくつぐらいの時
ですか。

中　原　これは、57歳か58歳ぐらい。そのころだと思
います。

司　会　そのころから勉強を始めたわけですね。よく
できますね。

中　原　勉強を始めたというのは、私は近くの学校へ
教えに行っていたものですから、そこでとにかく
UNIXを教えてくれということになりました。人に
教えるというとやっぱり勉強しないといけない。半
導体のほうは過去の利子で、過去に勉強した蓄積で
ある程度カバーできるのですが、UNIXの講義とな
ると本当に一から勉強しないといけない。それも一
つあって勉強を始めたのです。

司　会　最初の講義は何ですか。
中　原　最初は半導体の講義です。そのうち、88年ぐ
らいからUNIXも一緒に講義をしてくれというので。

司　会　半導体と同時にUNIXを。
中　原　そうです。かなり分野が違うのですけど。た
だ、私はそこで自分としてはやりがいがありました。
これは両方とも世界的ベル研の産物です。トランジ
スタとUNIXの両方とも。かつてのベル電話研究所
の産物を自分で若い学生に教えるというのは非常に
恵まれているなと、自ら慰めつつ（笑い）。

司　会　学生はいかがですか。一時非常にまじめだっ
たとしても、このごろ学校によってはいろいろと問
題がありませんか？

中　原　まあ、そうですけどね。でも工学部の学生で
すから、大学そのものが工業大学ですから、割とま
じめで、UNIXのワークステーションをいじれる人
材は育てたと思います。

趣味の世界
司　会　あまり運動をされなかったというと、若い時
は比較的本を読んだりすることが多かったのです
か。

中　原　学生時代からずっと激しい運動はできなかっ
たのです。運動にはあまり縁のない生活をしてきま
した。ただ一つ、楽器をやっていまして、バイオリ
ンをやっていました。仲間と一緒に合奏を。

司　会　学生の時からですか。
中　原　いや、学生の時もちょっとやっていたことはや
っていたのですが、本当に身を入れてやるようになっ
たのは、三洋で群馬のほうに来てからです。70年代に
なってからなんですよ。それが今も続いている。

司　会　発表会か何か。
中　原　ええ、毎年定期演奏会をやっていて、ついこ
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の間もやったのです。これは本当に楽しみといいま
すか、手を使うというのがやっぱり老化防止にはい
いのではないかと思いますね。でも私よりまだ、5、
6年年上の人が仲間におりまして、その人がいる限
り私は大丈夫だと。

司　会　だいぶ前からやっておられて、かなり好んで
おられて。家でおやりになるわけですね。

中　原　家ではあまりやらないのですよ。いつも定期
的に練習をやっていますので。毎日曜日に集まって
やっています。いつもぶっつけ本番で、練習日のと
きに練習する。家ではちょっとなかなか出来ませ
ん。

司　会　バイオリンだと、コンチェルトの場合にメイ
ンになることがけっこうあるわけですか。

中　原　そんな大それたことを私がやるわけないです
よ。第2バイオリンで、どちらかというと裏方のほ
うをやっています。第1バイオリンは華やかで、こ
れは若い人に頑張ってもらう。

司　会　音楽はかなり前から好みがおありの様で、家
におられたということですと。

中　原　これはまた少年時代からで、長いですね。
司　会　少年時代からですか。
中　原　ああいうのはチャンスがあって、たまたまベ
ートーベンの曲を聴いて、「こんな世界があるのか」
という、ある日そういう世界に突然開眼するという
図式です。

司　会　いくつぐらいの時ですか。
中　原　あれは16歳ぐらいではないですか。中学生。
司　会　戦時中ですか。
中　原　そうです。
司　会　好きな曲は何でしょうか。
中　原　私は最後に何が好きかと言われると、やっぱ
りモーツァルトではないかと思っています。

司　会　モーツァルトはたくさんありますね。
中　原　モーツァルト全集は、LPの時代にも一そろい
そろえて、CDになってまた一そろい買いました。

司　会　しかし、ただ好きだというだけじゃないです
ね。それは当然家で聴いておられるのですね。

中　原　それは家で聴くのです。

「真・善・美」の世界へ
司　会　何かいいお話ばかりで、現在シニアですので
後輩に言うべきことを何かございませんでしょう
か。仕事及び趣味、生活という面で。

中　原　シニアということが何かとだいぶ考えてきた
のです。この本（「定年からの起業」）を書いた動機
もそうです。シニアになっていくのは何かと考える

と、やはり昔の学生時代に戻ることがシニアの特徴
ではないかと思います。私は会社を辞めて顧問も今
は退任していまして、会社の生活はもうやっていな
いのです。今は、何か大学院の学生に戻ったような
気がしています。そういう気持ちが、シニアとして
は豊かなシニアの生活を送れるのではないかと思い
ます。

司　会　やはり本当に好きなことができるんですよね。
仕事だ何だというと、どうしてもしょうがなくてや
るかということがありますが。

中　原　学生時代は必ずしもお金のことだけではなく
て、世の中にこんな世界があるという、それそのも
のの価値にあこがれますよね。ところが職業生活に
入ると、私はよく言っているのですが「利・権・名」
の世界、利益と権力と名誉、現役の時代はどの職業
を取ってもこの三つからは離れられないわけです。
現実はそうなんです。これは本人だけの問題ではな
くて、あるグループの経営をしている限り、利・
権・名はグループのために必要なのです。だからこ
れからなかなか抜けられないのだけど、これもシニ
ア、いわゆるリタイアの時期になってきたら、だん
だんとその世界はやめて「真・善・美」の世界に戻
るべきだと思う。そのトランジッションが、今で言
うと60ぐらいからあとでそういう世界になってくる
のではないかと思います。だんだんと転移をしてい
かなければいけないと思う。シニアに対するアドバ
イスにはそれがあるかと思います。シニアになって
もいつまでも利・権・名に執着していると、これは
あまり賢明なことではないと思います。賢明な人は
大体そういうトランジッションをしていますね。

司　会　現在はそういうことになられて。
中　原　私自身は自戒の意味で。
司　会　現在もお忙しいわけですね。
中　原　けっこう忙しくて、学校を続けることになっ
て、それが大変ですね。

司　会　本当に趣味の世界に入られて、そこで何か一
生懸命やって、これをやってもだれの役にも立たな
いんだということで落ち込むことは考えられません
か。

中　原　価値というものが、バリューが有用性の価値、
何かの役に立つという価値と、有意味性の価値、つ
まりその存在そのものに価値があるという、その二
つがあるということをこの本の中にも書いてありま
す。さっきの言葉を別の言葉に翻訳しますと、シニ
アになってからはやはり有意味性の価値の世界に転
換していくのではないか。現役時代は有用性の論理
で一貫しています。有用性からだんだんと有意味性
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の世界へ変わっていくと思います。特に物理をやっ
た人間の特徴かもしれませんが、どちらかというと
有用性はあまり頭になくて有意味性、とにかくこの
宇宙をこのように解釈していることそのものがもの
すごく大事なことだという認識を学生時代に持って
いました。だけど、いつかは飯を食わなければいけ
ないということで有用性の世界へ飛び込んでしまっ
た。これは企業だけではなくて官僚の世界でもそう
ですし、どの世界でも職業生活は有用性なんです。
どんな職業でもそうです。だけどそれをリタイアし
たら、また有意味性の世界に戻る。だからそのもの
の存在自体に価値があるというものの見方をしない
と、何をやっても意味がないということになってし
まうのではないかと思います。

司　会　まだ色々なことをお聞きしたのいのですが時
間が来てしまいました。今日は先輩としてのお話を
たくさんお聞かせいただいて本当に有難うございま
した。

日本と似ているイスラエル
今日、皆様の前でこのような機会をいただきお話が
できることを、うれしく思います。最近、新聞をにぎ
わせているイスラエル情勢で関心のある内容があるか
もしれません。一体、何がイスラエルの地で起きてい
るのか。
「ハイテクのチャンスが溢れるようにある土地」イス
ラエルは、とても小さい国です。また、日本に似てい
るところが沢山あると思います。
建国したのは50年前です。しかし、歴史は日本より

も長く、3000年以上あります。ただ、ユダヤ人が戻っ
て、また息吹を吹き返し生活を始め、国として生まれ
たのが50年前です。
もう1点、日本とイスラエルの似ている点は、天然資
源がないということです。日本は、石油も採れません
し、ダイヤモンドも金も採れません。
天然資源がないのは事実ですが、面白いことに、天
然資源がない私どもの方が経済的に発展しているとい
う面があります。天然資源がない分、頭を使って新し
い産業・技術へと発展してきたのではないでしょうか。
つまり、天然資源がない国の方が、天然資源に恵まれ
ている国、例えば金・ダイヤモンドなどが豊富な国よ
りもより良い、またより強い産業を築いてきたと言え
るかもしれません。
そして、軍人を戦争に送り込むのでは発展はない。
優秀な大学を持った方が、学ぶことができるのだとい
うことを申し上げたい。つまり、平和のもとでこそ国
は強くなれる。どんなに軍事力が強くなったとしても、
それは国を強く経済的に発展させることにはなりませ
ん。軍を強くするのではなく、軍よりも優秀な大学の
ほうが必要であると申し上げたいと思います。
私どもは小さな国で、敵国に囲まれています。私ど
も600万人の人間が、例えば5億人の人間に囲まれてい
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イスラエルのハイテク産業の
現状と将来
レビ・エラッド氏

（駐日イスラエル公使（経済担当））

協会活動ご案内

２月度研修会は「化合物半導体」（予定）
２月度研修会は東京で開催です。今号の「観測気
球」でも注目されている、「化合物半導体」につい
ての講義を予定しています。確定しだいE-mail等で
お知らせします。

去る22日、年次総会が開催されました。昨年の活
動報告や今年の活動計画等が承認されました。詳報
は次号に掲載の予定です。
今年のSSISは、文化活動もさらなる充実を図りま
す。既に懇親ゴルフコンペの計画が（春・秋）進ん
でいます。このほか、会員皆さまからご要望を募り、
「釣りの会」、「囲碁の集い」などなど、積極的なご
提案を募り、実現させてゆきます。同好の士お誘い
合わせの上、ご提案をお寄せ下さい。ENCOREをお
読みになっていると（特に「私の趣味」！）、「お、
この方も」というのがあるのではないでしょうか。
前の記事の中原さんも、左手に教鞭、右手にバイ
オリンの弓ですね。掲載された記事からというのも
ひとつの手ですが、ENCOREに投稿され、お仲間募
集の呼びかけをするという手もあります。ENCORE

は協会誌として、どんどん使っていただくのが使命
です。どうぞご利用下さい。
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るとしましょう。そうだとし
ましても、われわれ人数の少
ない人間の方が、大学でより
勉強し、産業・経済を発展さ
せてきているのです。
もちろん過去には、さまざ
まな戦争がありました。ドイ
ツもイタリアもイギリスも戦
争にかかわってきました。ただ、
そこでそれらの国々が学んできたことは、平和のもと
でこそ経済も繁栄していくということではなかったの
でしょうか。若者が大学に行った方が、戦争に行って
戦争を学ぶよりも国を発展させていくことができるの
です。国を発展させるのに、また経済を発展させるの
にこそ頭を使うべきであり、若者に戦争を学ばせるこ
とによっては、経済は発展しません。

人口の大幅な増加と多様性
人口の大幅な増加がこの50年間に見られます。100万

人が600万人に伸びています。どうしてかと言いますと、
世界中からユダヤ人が戻ってきているからです。第二
次世界大戦、またホロコースト、大変な苦しみを経験
した人たちが戻ってきています。
伸びた500万人、その90パーセントの方々はそれぞれ
の滞在していた国では、希望がないということでイス
ラエルに戻ってきているのです。ほとんどの方は、教
育を受けているけれども、難民として滞在していた国
を離れてイスラエルに戻ってきています。イスラエル
に戻ってきた500万人の方々の80パーセントは高度の教
育を受けた方々です。数学、テクノロジーの分野が専
門の方です。これはイスラエルのハイテクの進展にと
ても影響を及ぼしているという点で重要です。
どうしてかといいますと、米、欧、露の技術を持っ
て帰ってきているので、イスラエルの技術と一緒にブ
レーンストーミングなどをして革新的なアイデア、新
製品などを一緒に考えることができるからです。この
ように、世界各地からの技術を駆使したものを作り上
げることができるのは、イスラエルだけではないでし
ょうか。
これはバラエティー、多様性と言っていいかと思い
ます。いろいろな国の技術の多様性がイスラエルに集
まってきているということは、すなわち、文化の多様
性も集まるということでもあるのです。それがIT、あ
るいはバイオであれ、化学であれ、医用機器であれ、
その開発に貢献しているのです。そのさまざまな技術
や文化の背景を持った人がイスラエルに集まる。そし
て、一緒に仕事をすることによって、ユニークなもの

を作ることができます。

GNPはヨーロッパのレベル
われわれはさまざまな問題を抱えているにもかかわ
らず、1人当たりGNPをヨーロッパのレベルまで上げる
ことができました。
イスラエルのGNPのレベルというのは、イスラエル
の隣国、周りの国々のGNPをすべて足したとしても、
追いつきません。それはちょうどアジアにおける日本
のようであると、東大教授の本に書いてありました。
アジアで日本のGNPは、日本以外のアジア諸国を足し
たとしても、追い付かないということです。600万人の
人口の小さな国イスラエルにおいて、その周りの隣国
すべてのGNPを足したとしても、われわれには追い付
かないのです。それは、日本の人口が1億2000万人で、
その周りのアジアの人口を足すと中国もありますから
何十億になるのか分かりませんけれども、日本のGNP

に達しないのと同じです。
教育のレベルが高いというのも、日本に似ていると
思います。日本のお母様方というのは、イスラエルの
母親たちと全く同じです。「教育、教育」とかなりプッ
シュしますね。欧米では、そのようにとプッシュする
母親たちを「ユダヤ人のお母さん」と言うのですが、
日本人のお母さんも全く同じだと思います。ただ、教
育を重視してきたからこそ、レベルが高くなってきた
と言えます。
私どもの国が成長する条件は、やはりハイテクを開
発するのみです。ハイテクの分野が成長しなければ、
国が成長しないのです。天然資源を持たない、小さな
国のイスラエルが成長するためには、教育を受けた人
間でハイテク産業を成長させて輸出し、通貨を得なけ
ればいけないのです。
ただ開発するだけではいけない。いつも絶えず前進
しなければいけない。私どもは、前進しなければ、そ
れは後退だと考えています。前進しないとほかの誰か
がより早く前進してしまい、比較するとわれわれが後
退してしまうからです。イスラエルが常に前に進んで
いるためにはどのような条件があるのでしょうか。
まず教育を受けたマンパワー、高い教育を受けた人
材がいるということです。高い教育を受けた人材こそ
が、私どもが成長し、成功している理由の第一です。
恐らく世界の中で専門家、数学、物理、医療の分野、
法律、人口に対しての割合で見ると、一番ではないか
と思います。
人数が多いということは大学でも実社会でもかなり
競争が厳しいということになります。これほど多くの
優秀な人材、エンジニアであれ数学者であれ、人材に

エラッド公使
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恵まれているがために、イスラエルはハイテクの分野
でも発展、開発を継続していくことができるのです。
しかし教育だけでは十分ではありません。お金が必
要です。アイデアだけでは発展できません。アイデア
を使ってそれを開発、商業化しなければなりません。
幸運なことに、世界中で多くの方々がイスラエルの技
術に対して確信を持って、この50年間で1千億ドルの投
資をしてくれています。日本の企業の方々も多数いま
す。新聞にも載っていましたので一つ名前を挙げるの
をお許しいだたければ、東芝も最近投資を発表し、半
導体の分野に投資しています。1500万ドルの投資です。

研究開発が発展の基盤
教育を受けた人材に恵まれ、投資もされてお金があ
る。それをもってどうするか。研究開発です。幸運に
も、研究開発はイスラエルの強みで、これ故に私ども1

人当たりのGNPもかなり高い。日本も高いですけれど
も、イスラエルもそれに匹敵するほど高くなっていま
す。それは、研究開発がイスラエルにとっての強みで
あり、そこが発展の基盤になっているからです。
研究開発が強いということは、私どもの経済・産業
の発展に大きな貢献をしています。この2カ月間におき
ましても、三つの取引がありました。一つ挙げますと、
2週間前、小さなイスラエルの企業が、米の企業に18億
ドルで売れました。1月前、100人位の会社で研究開発
だけをしている、まだ1ドルも実際には製品を外に売っ
ていない会社ですが特別な製品の開発研究をしている
会社が、48億ドルで売れています。2週間前にも、また
別の会社が11億ドル。このように、多くの会社が研究
開発で成功しています。
このように売買があったとしても、オペレーション
はイスラエルに留まっていて、わが国の利益性に貢献
しています。この研究開発が強いがために、これらの
企業の活動故に、イスラエルの経済が比較的安定を続
けている理由が垣間見られるのではないでしょうか。

またもう一つの条件として、異なる技術を広い分野
において研究開発をしていくことが挙げられます。私
どもは一つの分野に集中するのは良しとしていません。
ハイテクの分野は競合が厳しいので、一つ二つの分野
に集中するのではなく、多くの分野に広げて開発をし
ていくべきだと思っています。ただ、イスラエルはと
ても小さいので、国内ですべてを消費することはでき
ず、外国のためにいろいろな開発をしています。
通信などのインフラも大切です。特別な製品でない
としても、通信も含めて道路、交通網、言語。それか
ら、絶えず学校などの構築もしていかなければなりま
せん。
それから、イスラエルがユニークな点につきお話を
します。600万人の人口にもかかわらず3000ものスター
トアップ企業があるという点です。教育やインフラ、
研究開発が強いので、何万ドルという大金でそのビジ
ネス、会社が売れていく。そうしますと、若い人たち
も企業を始めたいと奨励されるので、3000ものスター
ト・アップ企業があるのです。
これらの企業がハイテクの中でもいろいろな分野で
活動をしています。大使館にもこのスタートアップ企
業の内容についての本が沢山ありますが、中にはあま
りにユニークで、どのような研究開発をしているのか
なかなか理解が難しいところもあります。
若い方々が発奮して起業しています。その人たちは
移民、外から来た教育を受けた人、軍をおえた方々、
あるいは大学の研究所の方々などです。教育を受けた
人材がユニークな部分で研究開発をして、起業するの
です。
これは従業員1万人当たりですが、イスラエルでは、

135人が科学者、エンジニアなどになっています。アメ
リカは80人です。

神によって「クリエーティビィティー」
の恩恵

私は、すべての国々は神様の恩恵を受けていると思
います。例えばアラブ諸国ですと石油という恩恵を、
米は資金、日本は組織、設計があります。イスラエル
は「クリエーティビィティー」です。私どもはこの恩
恵によって、「どのように変革すればいいのか、どのよ
うに状況を克服すればいいのか」をみんなが考えるこ
とができるのです。
ユダヤ人がクリエーティブな人格を持っているとい
う話をしましょう。その理由は二つ。一つが、私ども
の宗教システムであると思われます。人を教育すると
きに、絶えず「質問をするように」と教育しているの
です。長い歴史の中で、いつも「質問をするように」

公使の真摯なお話に満場感銘



という考えがあるのです。
「タルムード」という聖典がある。これについての説
明をしている本もあり、聖典そのものについての説明、
また質問についての説明がされています。「いつも考え
る」、「いつも質問をする」という態度は、私どもが宗
教を通して養われてきたと考えます。
もう一つの理由なのですけれども、この2000年の間、
私どもは常に少数派でした。そして国の外でいつも大
変であった。大学に入るにしても何をするにしても。
仕事をするにしても大変な中で生活をしていかなけれ
ばいけないということは、クリエーティブにものを考
えて克服していかなければいけないということ。それ
が、私どもの創造性という遺産となり、私どもの人間
性、国民性になってきたのだと考えています。
先程の投資の方に戻らせていただきたいのです。最
初のころは、もちろん政府が補助金を出して、便宜が
図られる段階がありました。そして、政府とイスラエ
ルの企業とイスラエル以外の人々が協力を結ぶ型があ
ったのです。
銀行からお金を借りるといっても、担保がないと貸
してくれません。そこで政府の保証というかたちがあ
ったのです。政府が保証するので銀行が融資するとい
う状況がありました。その後、徐々にインフラ作りが
進み、すべての企業がハイテク分野で資金を得るよう
にできるようになって参りました。そして、新しい分
野で次々とベンチャーキャピタルが生まれました。
ただ、私どもも、短期間でこれだけの大きな成功事
例が生まれるとは期待していませんでした。この5年間
でも、100社以上が10億ドル以上の資金の調達できたと
か、生まれてきたわけです。そうしますと、資金が潤
沢になりイスラエル以外で投資を考えるというところ
まで来ております。日本に投資するというお話もさせ
ていただいています。もちろん日本の企業の皆様にも、
イスラエルに投資をしていただきたいとお話をさせて
いただいています。

隣国諸国との協力で平和を
私どもはここまでテクノロジーが伸びて参りました
ので、近隣諸国とも協力していきたい。隣国が平和で、
豊かでハッピーである方が、われわれも安心できる。
隣国が貧しく、幸せでない状況、そのような国に私ど
もが囲まれていては、私どもも安心できない。
われわれは、隣国に成功してほしい、豊かになって
ほしいと考えております。それがわれわれの成功であ
ると考えている。アラブ諸国は石油を持っていますの
で、お金がある。われわれはハイテクの技術を持って
いますから、その技術を売ることができます。私ども
は多くの医師を抱え、医療も進んでいますので、本当
は協力ができるのです。けれども、彼らも平和を求め
なければこのような協力はできない。
そのような状況で、最近、ご存じの衝突が見られて
きている。彼らは、軍を強く持とうという考えであり、
国民を支配した方がいいという考えでありまして、国
民に教育を施さない。政権が揺るがされてしまうので
国民に対して教育を施さない。それが故にGNPも低い。
われわれは将来を見ているのですが、残念なことに、
隣国とわれわれとはメンタリティーが違うということ
を付け加えさせていただきます。

知らないうちに時間が過ぎてしまいました。本当に
長い時間ご清聴いただきまして、ありがとうございま
した。（拍手）
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懇親会では再度公使が登壇の一幕も...

エラッド公使のご講演は、折しも彼の地のアクシデ
ントに耳目の集まっている時に開催され、まさにホッ
トなお話で、それはそれは迫力満点でした。
ところが懇親会は一転。
公使も再度壇上に進み、ユーモア溢れるお話のうち
にイスラエルへの投資を熱心に呼びかけられました。
さらには当日公使の同行の大使館スタッフの紹介もあ
り、まことになごやかなものとなりました。
歓談中も名刺交換の人が引きも切らず、公使には食
事ができたでありましょうか？　と心配になるほどで
した。それでも公使も聴講の皆さんの熱心さに感激し
ておられました。
聴講の皆さんの関心の高さは、名刺交換の人が途切
れず、というくだりで十分おわかりでしょう。
そういえば、川西会長の近著は「イスラエルの頭脳」
でした。書店で平積みになっています。う～ん、SSIS

メンバーのアンテナは敏感だなぁ。



1．非接触型ICカードの概要　
最近、ICカードが頻繁に新聞紙上を賑わしておりま

す。ICカードは従来の磁気カードに比べ偽造しにくい
という高いセキュリティーを持つことから、それが間
違いなく本物であるというID（Identification）機能を中
心に注目を集めております。特に非接触型ICカードは
かざすだけで使える便利さから、今後の伸びが期待さ
れます。この非接触型ICカードについてご紹介します。
非接触ICカードはカードの中にICチップとコイル状

のアンテナを備えています。リーダー／ライターの中
にもアンテナが組み込まれておりカードと向きあわせ
電磁波を発することでカードと通信します（図1）。カ
ードはアンテナから受け取ったエネルギーを整流し電
源とすることによって電池無しで動作します。リーダ
ーライターから十分な電磁エネルギーが届く範囲であ
れば離れていても、間に物質があっても通信できます。
従いまして財布に入れたまま外と通信することも可能
です。

ICチップにはメモリとCPU（演算回路）が組み込ま
れております。メモリーに個人情報をはじめ、さまざ
まな情報とプログラムを記憶します。近年、メモリー
の容量は次第に大きくなりさまざまな情報が扱えるよ

うになりました。また、複雑なプログラムの記憶がで
き高度な暗号処理による高いセキュリティーの確保も
可能となりました。一般にチップの機能が高いと消費
電力も大きくなります。電力が大きいと通信距離は短
くなります。半導体技術の進歩でこれを克服し高機能
で低電力化がなされ、実用的な高機能ICカードが実現
しつつあります。

2．非接触型ICカードの構造
非接触型ICカードは、通常0.45～0.76mmの厚さの中

にプラスチック基材とICチップ、それにアンテナが埋
め込んであります。ICチップの元々の厚さはウェハ段
階で0.6mm程度と厚いため、このままではカードの中
に収めることは困難です。そこで厚さを薄くしてカー
ドの中に収めるさまざまな技術が用いられます。チッ
プを薄くすることは後で述べるように、割れにくくす
る上でも重要です。
チップを薄くするためにはまず、ウェハー段階での
機械的な研磨を行います。これによって厚さ0.15mm程
度まで薄くします。このままでは研磨面に微小な傷が
残ります。場合によってはこれが機械強度の低下を招
くため、更に化学的なエッチングで仕上げることもあ
ります。このようにしてウェハーの厚さを0.05～0.1mm

程度にまで薄くしたものを所定の寸法のチップに切り
出して用います。
カードの厚さを抑えるもう一つの重要な技術がチッ
プとアンテナとの接続部構造です。ここでは代表的な
例をご紹介します。図2はアンテナとして銅箔をエッチ
ングしたものを用い、チップ表面の電極には金のバン
プをつけ、アンテナとバンプを熱圧着技術で接続する
ものです。図3はチップ表面の電極とアンテナ面との間
に一定方向のみ導通する異方導電性フィルム（ACF：
Anisotropic Conductive Film）をはさみ、圧力を加えて
接続するものです。導電性樹脂を印刷技術によって形
成しアンテナとする方法もあります。また、図4はチッ
プをモールドICと同様のパッケージに収め、接続に半
田付けを採用する例です。
図2、図3の方法は構造が簡単で製造しやすく、厚さ
も薄くすることが容易です。その半面アンテナのコス
トが高く、別途、機械的強度を補強する技術が必要に
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図2 バンプ接続

ICカードの技術解説

坂川義満氏
㈱トーキン第3生産事業本部 ICカード事業推進部

図1 非接触ICカードの動作
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なることもあります。図4の方法は安価な巻線アンテナ
を利用でき、従来技術の延長でをパッケージを作るこ
とができる半面、厚さの制限が厳しく、チップのさら
なる薄型化を迫られます。図4の構造はパッケージ自身
の効果によって比較的高い強度を示します。

3．ICカードの曲げ強度対策
ICチップの原料であるシリコンは石のように堅いも
のです。薄くしたらすぐ割れてしまいそうですが、実
は多少の曲げには耐えるのです。シリコンを0.1mm程
度と薄しますとカールはするものの割れにくくなりま
す。意外に思われるでしょうから図5の断面図でご説明
しましょう。チップのような板を曲げると内側には圧
縮、外側には伸張の力が働きます。その時、バランス
のとれた点を境にして外側にいくに従って引きばしの
力が、内側にいくに従って圧縮の力が増していきます。
同じ曲げの場合、厚さが増すにつれバランス点から表
面までの距離が増し、伸張力も増大して破壊しやすく
なります。バランス点を最適な位置にもってくること
が非常に重要になります。またチップに沿って補強材
を配置し、曲げそのものを少なくすることも重要です。
このような技術によってより高い強度を目指した開発
が進められています。

4．今後の展望
非接触ICカードは「カード」という呼称にとらわれ

ずいろいろな形状と機能のものが現れると思われます。
高機能化とともに更なる薄型化とそれに対応した接続
技術の開発が要求されます。高機能化の対極には廉価
なIDデバイス（識別素子）があります。物流システム
において個々の荷物に付け、非接触で管理するタグ等
が一例です。この市場も含め、IDデバイスのハード技

術、応用技術は急拡大が期待されています。

図3 ACF接続

図4 モジュール化

図5 ICチップ内の応力分布

協会短報

協会の運営委員会は、毎月第２木曜日に開催されて
います。先の総会で委員の増員が正式に認められまし
た。これにより、運営委員会のもと七つの実務委員会
が設置され、委員皆さん、さっそく活発に活動を展開
しはじめています。
今回設置された７委員会は、企画、求人・求職、研
修、編集、文化活動、広報、関西の各委員会です。
なかでも求人・求職委員会は、河崎運営委員長のも
と、関東（松本 光由 委員）と関西（森山 武克 委員）
それぞれの担当が置かれました。また事務局体制もシ
ニア・スタッフを迎え、拡充します。昨年のSIPECと
の連携に加え、さらなる充実を図ります。どうぞご相
談をお寄せ下さい。
研修委員会は月例の研修会に携わります。毎回の企
画は常時E-mailで議論を繰り広げ、会員皆さんのご活
躍の一助となる研修会をと構想を練っています。これ
からもご期待下さい。
文化活動委員会では、恒例となっているゴルフコン
ペを計画しているほか、会員皆さんの提案により、随
時さまざまな企画をいたします。
広報委員会は本年初めて設置されました。既にホー
ムページを開設して実績を挙げているほか、ENCORE

編集を預かる編集委員会と連携して、本誌の電子出版
の途も探ります。
関西委員会は、一定の会員数を擁する地域の委員会
として、協会の活動を担います。特に今年は、夏に大
阪でBig Eventも予定されており、充実した動きになる
でしょう。
以上各委員会のほか、「ライフプラン懇談会」もあ
ります（例会：毎月第２木曜日17:00から　事務局近辺
で開催）。面白い会です。一度覗いてみて下さい。
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「日本悲観論」はもう結構だ～夜明け前は一番暗い
米国経済の後退局面を背景に株価低迷、雇用不安など
の不安材料が増大している。東証一部の時価総額は99年
6月以来の350兆円割れとなり、3月決算期末に向け一段
の株安を招くという警戒観も強まっている。
バブル崩壊後、日本経済は失われた10年を経て疲弊
しきっている。企業破綻も相次ぎ、そごう（負債額
6891億円）、東食（同6397億円）、西洋環境開発（同
5175億円）などの大型倒産の暗いニュースが日本列島
を走り回った。政治や金融に対する不安が広がるなか
で中高年リストラ、少年犯罪の急増などの暗い世相が
日本人の心の有り様にも黒い影を投げかけている。日
本経済研究センターの分析報告では、90年に31ヶ国中3

位だった日本の潜在競争力は99年時点で16位に順位を
下げている。ITの出遅れや教育レベルの低下が主な原
因であるとしている。
半導体分野においても、80年代前半において世界シ
ェア53％を握った日本勢も99年に至ってほぼ半分の

26％までシェアが後退した。週刊誌、新聞、テレビな
どのメディアは、2000年代前半にも日本経済は破綻し、
生き地獄が到来するとのセンセーショナルな報道を繰
り返している。街を歩けば国家の不安などどこ吹く風
でガングロが闊歩し、カラオケ、セックスなどの1時的
な享楽に走る若者達の姿と、自信をなくしてうらぶれ
た中高年の叔父さんの姿がクロスオーバーする。
こうした状況下で日本の将来は限りなく暗いとみる
向きが多いが、果たしてそうだろうか。JAPAN AS

NO1ともてはやされた日本の経済はこのまま泥沼のな
かに沈む運命なのだろうか。政府や銀行はあいかわら
ずのていたらくであるが、ここまで追い詰められた日
本の中にあって、起死回生の逆転を狙って、日本再生
にかける企業が多く生まれてきたことも事実なのだ。
ゲーム機でウインテル打倒を掲げるソニー、携帯電話
で世界制覇を狙うNTTドコモ、次世代光通信技術で巻
き返しを狙うNECなどの大企業の逆襲に加え、この数
年間で一気に増加してきたファブレスカンパニーなど
のニッポン半導体ベンチャーなどの台頭がそれを表わ
している。日本経済の本格再生にはまだ多くの時間を
要するであろうし、この先も企業倒産や流通低迷、失
業者増大などが加速することは間違いない。しかし、
夜明け前こそが一番暗いのだ。2005年ごろに想定され
る日米逆転のシナリオに向けて今、水面下で大きな胎
動が始まっていることを考察したい。

第二のダウンサイジング革命は日本に追い風～

ケータイはパソコンカルチャーを打ち砕く魔法の端末

1980年代半ば頃からはじまったダウンサイジング革
命はそれまで主役であったメインフレームのマーケッ
トを打ち砕き、パソコンによるカルチャーを世界中に
伝播させた。この覇権を握ったのはハード面でのイン
テル、ソフト面でのマイクロソフトで、いわゆるウイ

デバイス立国ニッポン、起死回生の逆転へ
－21世紀、水面下で進行する日本圧勝のシナリオ－

泉谷　渉会員
（半導体産業新聞　編集長）

�

図1



ンテル王国をコアにシリコンバレーにベンチャーが台
頭し、百花繚乱となった。米国は情報通信革命の第一
ステージを完全に制覇したことは事実で、これが米国
経済躍進の最も大きな要因となっていった。
しかし、21世紀を迎えて、IT革命の様相は思わぬ方
向に向かっている。当初考えられていたパソコンのハ
イエンド化、低価格化、および周辺機器の充実によっ
て成し遂げられるとみられていた次のステージが、ケ
ータイという小さな箱によって別のステージに移行し
はじめた。第二のダウンサイジング革命への始まりで
ある
ケータイ電話は2000年で世界出荷台数4億台弱に達
し、パソコンの1億3000万台を大きく凌いでいる。この
先もこの差は拡大するばかりで、2005年時点でケータ
イは7億台に達し、一方パソコンはどんなにがんばって
も2億5000万台がいいところだろう。製品単価という点
でも2005年時点でパソコンとケータイは並ぶとみられ
ている。つまりパソコンはこの先も価格が下落し、5万
円前後となるが、一方ケータイはテレビ画像の受信、
ビデオオンデマンド、音楽オンデマンド、ナビゲーシ
ョン機能、金融決済機能、高レベルなデータのやりと
りなどの付加機能が加わることで、単価5万円まで上が
ると推測されている。7億台対2億5000万台という勝負
は単価がほぼ同じであるならば、どちらが勝つかは子
供でも分かる。
半導体の牽引役という点でもケータイはポストPCの

一番手である。現時点での半導体の最大のアプリケー
ションはやはりデスクトップパソコン（全半導体の
32％）となっているが、ケータイ電話は既に全消費の
11％を占める第二アプリに急成長してきた。ケータイ
電話向け半導体の市場は、4、5年前までまさにゴミの
ように小さな市場であったことを考えれば驚嘆すべき
事実であると言える。2005年にはケータイ用の半導体
消費はデスクトップパソコンを抜き去るとの予測もあ

り、また、2003年にはPCインターネット利用者の数を
ケータイなどモバイルインターネット利用者が抜き去
るとの予測も出始めた。ケータイ電話に使われる部品
材料の50～60％以上は日本製であり、ケータイの台数
が伸びれば伸びるほど、国内メーカーの半導体、液晶、
一般電子部品などに与えるインパクトは膨大なものと
なる。軽薄短小がお家芸の日本勢にとって、ケータイ
はまさにその巧みな力をみせつける最適なアプリケー
ションなのだ。ここに使われるシステムLSI、化合物半
導体、高密度実装パッケージング、液晶ディスプレー
などのコアテクノロジーにおいて、日本は一歩も二歩
も抜け出しており、まさにケータイは日本のデバイス
産業にとって大きな追い風となってきたことは確実だ。

NTTドコモの挑戦～ケータイにより変貌する21世紀ラ
イフ
第三世代のケータイ電話は2Mビット／秒の高速伝送
が可能で、パソコンカルチャーを打ち破る潜在力を占
めている。次世代の標準規格としては、NTTドコモな
ど日本勢とエリクソンなど欧州勢が提唱したW-CDMA、
クアルコム（米国）が提唱したCDMA2000という複数
規格が国際電気通信連合（IDU）で採択された。現在使
われている第二世代の標準規格作定の際には、日本は
独自技術に固執したために欧州勢から排除された苦い
経験を持つ。このため第三世代の規格は、日本は当初
から欧州と連携することを優先した。それが奏効し、
欧州においてはNTTドコモが提唱するW-CDMAが標準
規格として採択された。この際、無線部分はNTTドコ
モ方式で、交換機部分は欧州方式（GSM）をベースと
する。さらにNTTドコモは米国のケータイ電話会社3位
のAT＆Tワイヤレスに資本参加を決め、1兆792億円を投
資し、株式の16％を取得した。このことで空白であっ
た米国市場に橋頭堡を築くことに成功、さらに世界最
大のネット会社、米国AOLとも提携した。これに先立
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ちオランダのKPNモバイルや英国のハチソン、香港の
ハチソンテレフォン、台湾のKGテレコムにも相次いで
出資している。
これらの動きは今年の5月に世界に先駆けて商用化す
る次世代携帯電話サービスの技術規格W-CDMAと日本
で1700万人を超える加入者を持つインターネット接続
サービス（iモード）の普及が狙いとなるものだ。残る
戦場は近い将来、米国を抜いて、携帯電話加入台数で
世界一になるとみられている中国市場だ。NTTドコモ
の最大のライバルは英国ボーダフォングループで中国
市場についてはボーダフォングループに遅れを取って
いる。いずれにしてもNTTドコモはiモードによる世界
展開で次の情報通信革命の主導権を狙うことは確実だ。
さらにNTTドコモは沖電気、NTTデータなどと共同で

iモード上のすべての仮想店舗で購入した商品サービス
を現金を使わず各種カードで決済できるサービスの開
発に着手した。2003年までに本格普及を目指す。また、
NTTドコモおよび郵政省、ソニー、松下電器、東芝はIC

カードの読み取り、書き込み装置をケータイ電話に内
蔵、インターネットに繋いで非接触で、コンビニエン
スストアにおける買物、コンサートや映画のチケット
購入などが瞬時にできるサービスを2001年度の実用化
で計画している。一方、郵政省は2001年4月ごろをめど
に次世代インターネットの通信手順であるipV6の大規
模実験を開始する。現在欧米を中心に主流のipV4が12

桁の表示でアドレスが約43億個しか設定できないのに
対し、ipV6は32桁表示でアドレスはけた違いに増える。
ipV6の開発においては政府のIT戦略会議でも決定してお
り、欧米に先駆けて実験を進め、世界標準の獲得を狙
うことで一歩も二歩も抜け出したい考えだ。
その他にもケータイをめぐる技術は加速している。
例えばIBM、沖電気、日立の3社は携帯電話などを通じ
て音声でインターネット上の情報を自由に操作できる
ボイスxMlシステムの日本語版を2002年を目途に開発
している。また、NTTドコモはJAVAを搭載した携帯電
話を発売に踏み切るが、このことで簡単な動画表現が
可能になり、まずはゲームのハード機としてフル活用
される可能性が高まった。ゲーム各社はアーケード、
家庭用、ゲームボーイなどに続く第四のプラットフォ
ームが携帯電話だと位置づけている。携帯電話の加速
は直接的にはにはフラッシュメモリー、SRAM、化合
物半導体、積層セラミックコンデンサー、水晶振動子
などの数量を大幅に引き上げることにつながる。また、
シャープは携帯電話をさらに小型化し、画質を大幅に
向上させるため、半導体回路をガラス基板上に一体化
させた新型液晶ディスプレイを2002年から量産するこ
とを打ち出している。また、東芝やNTTなどは単一電

子トランジスターの開発で画期的な成果をあげつつあ
り、現在の1000倍以上の記憶容量を持つメモリーを作
ることに挑戦している。単一電子トランジスターを使
ったLSIを携帯電話に搭載すれば、音声認識や画像など
現段階ではパソコンでも実行できないような高度機能
を簡単に実現できるようになる。単一電子トランジス
ターの開発は、日本企業が米欧の開発に比べはるかに
先行している。
いずれにしても世界で年間4億台も売れたハードウエ
アは歴史上ほかに例がなく、1台に400点を超える部品
が集積するなど、デバイスに与える影響は少なくない。
ケータイの限界性が指摘されるものの、仮に利用者が
10億人に達しても、地球の全人口に対する普及率はな
お16％に過ぎず、しかも、買い換え需要のピッチがパ
ソコンやテレビなどとは比較にならない。また設備投
資のコストが低いため、発展途上国においても普及さ
せるインフラの整備が容易だ。第二のダウンサイジン
グ革命はケータイをコアに、今その幕が切って落とさ
れた。

デジタル情報家電本格開花
～圧倒的シェアで先行する日本勢の飛躍の時期
ケータイ電話をコアに進展するIT革命の第二ステー
ジは、一方でデジタル情報家電の急発展を呼び込んで
いる。将来的な設計図としては家屋の中に居ても、家
屋の外にいても、全てをケータイという情報端末で決
裁し、コントロールするという構図が存在する。家庭
内においては、デジタルテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、
エアコンなどの家電品のデジタル化が進み、遠隔操作
で全て動かすと言う時代が到来する。
半導体のビッグアプリとして期待される一番手はな
んといってもBSデジタルテレビだ。出荷台数は2000年
度で80万台、2001年度で150万台、2002年度で230万台
が予想されている。テレビは全世界の出荷台数が1億台
を超える製品でパソコンに次ぐ大型ハードであるが、
このデジタル化が進展すれば一大市場となることは間
違いない。半導体搭載比率もまさにパソコン並みであ
り、システムLSI、DRAM、フラッシュメモリーを大量
に消費する。当然のことながら、次世代バージョンは
ワープロ機能も備えることでインターネット、eメール、
画像取り込みなどが可能で、要するにケータイとBSデ
ジタルテレビでパソコンを殺す、とさえいえるかもし
れない。
家電王国日本は現在もカラーテレビで世界シェア

30％、VTRで同60％、ムービーで同80％、CDプレーヤ
ー同60％のシェアを持ち、次世代デジタル版でも世界
で最も先行している。いわゆるデジタル情報家電の分
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野でも日本のシェアは圧倒的だ。ゲーム機は1億5000万
台で世界シェア独占、デジタルスチールカメラは1200

万台で世界シェア80％、カーナビは180万台で世界シェ
ア90％。DVDは1500万台で同70％をおさえている。こ
のうちデジタルカメラは2001年度で2000万台に急拡大
することは確実で、世界シェア25％でトップを争うソ
ニーとオリンパス光学は出荷を倍増する。半導体に与
えるインパクトはCCDやフラッシュメモリーに波及し
ている。95年度頃には100万台にも満たなかったデジタ
ルカメラが日本国内のパソコン出荷台数を大幅に上回
るまでのビッグアプリに成長した。また、坂村　健
東大教授が開発したOSトロンはデジタル家電に取り込
むOSとして普及が著しく、今やこの分野ではウインド
ウズを抜きさっている。
日本のお家芸（化合物半導体）が時代の寵児に
～光通信に巨大市場到来
化合物半導体はガリウムひ素、インジウムリン、ガ
リウムリン、窒化ガリウム、リン亜鉛などの化合物系
を材料として採用することでシリコンを凌ぐ高周波・
高速特性や発光特性を得ることができる。アプリケー
ションの代表例はまず凄まじい普及を続ける携帯電話
市場がある。ここではパワーアンプ向けのガリウムひ
素、バックライトやテンキー用のガリウムリンなどが
ある。さらにインターネットの急激な普及により、基
幹通信網のデータトラフィックが爆発的に増大してい
る。こうした中で1本の光ファイバーで波長の異なる光
信号を伝送するDWDM（高密度光波長分割多重）伝送
装置が注目を浴びている。DWDMの世界市場規模は
2001年度で約1兆円とみられ、このうち半導体レーザー
（光源用、励起用）、フォトダイオードなどのデバイス
市場は約8000億円に達している。市場は今後も年平均
36％の増加を続け、2005年にはDWDM用デバイスだけ
で3兆5000億円の一大市場が生まれようとしている。こ

こでは1500ナノメートル、1310ナノメートルの波長を
持つ光源用レーザーや1480ナノメートルの波長を持つ
励起用レーザーがあり、インジウムリンによる半導体
レーザーが急成長するといわれている。国内メーカー
は励起レーザーでは90％のシェアをおさえており、光
源用レーザーにおいても60％以上のシェアを持つとい
われている。DWDMの主要アプリである光通信機器は
今後アジアや日本、欧州で本格普及の時期を迎える。
化合物半導体の増産に向けた設備投資も一気にブレ
イクしている。主要各社の今年度投資額を集計しても
500億から600億円以上が投入されていると見られる。
松下電子工業やNECは新工場建設に動くほか、富士通、
シャープ、三菱電機なども積極的な投資で増産を急ピ
ッチで進めている。

電子デバイスにリソースを集中する日本勢
～設備投資急拡大で2005年日米逆転の夢繋ぐ

2000年における日本国内の電子工業は約26兆円に達
し、前年度比10.8％増を達成、過去最高の実績をあげ
た。このうち、電子部品・デバイスは約12兆円弱とな
り、日本における電子工業の50％弱を占めるに至り、
10年前に比べ10ポイント以上上昇している。これは何
を意味するのか。AV、家電をはじめとするセット機器
の量産拠点が中国やアジアにシフトされ、付加価値は
著しく減少している。また90年代のパソコンハードの
主導権は完全に米国に握られていた。こうした状況下
で、各社はなだれをうって、電子部品・デバイスに経
営資源を集中する方針を打ち出した。ソニーの半導体
生産額はここにきて急増しており、2000年度で事実上
5100億円を達成し、2001年度は8000億円を計画、次の
ステップでは1兆2000億円を狙う。つまりNECや東芝を
抜いて国内でトップを狙う戦略にでている。松下電器
もデバイス強化を打ち出し、松下電子工業を合併し、
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開発から販売までの全てを一本化し、競争力を高める。
三洋電機もまた電子デバイスに経営資源を集中する方
針を表明、システムLSIなどのエンジニアを1万人に倍
増する。総じて日本の各社は電子デバイスに特化する
戦略を明らかにしているが、これはデジタル情報家電
においてはシステムLSIなどの電子デバイスが製造原価
の8割を占め、電子部品販売が家電製品を上回る収益を
もたらしているからだ。
一方で半導体の製品戦略の転換という点では、メモ
リー依存からシステムLSIへと急カーブをきり、これが
いよいよ開花し始めた。95年当時には日本の半導体生
産の約50％はDRAMが占めていたが、今やその比率は8

～9％までダウンしたといわれている。これに変わって
システムLSI、フラッシュメモリー、化合物半導体など
の製品を巨大市場に引き上げる転換策を打ち出し、こ
の5年間、まさに血の滲むような作業で舵をきっていっ
た。米国のパソコンが大幅に減速している現状で、こ
れに依存している米国、韓国、台湾の半導体産業は大
打撃を受けている。しかし、ケータイやデジタル家電
にシフトしている日本半導体は比較的この影響が少な

いとみられている。これを反映し、2000年度の半導体
設備投資は各国が軒並み投資の先送り、下方修正した
ことに対し、日本勢は唯一上方修正を行った。おそら
く日本メーカー全体の投資は1兆8000億円になるとみら
れ、ほぼ10年振りに世界のトップに立つ。2001年半導
体設備投資についても全体として約20％ダウンするが、
台湾はマイナス30％と最も大きく、米国も20％減が予
想されている。しかし、国内メーカーは投資水準を
2000年度並みに維持していく方向で検討している。こ
のエレクトロニクス不況局面で思い切った設備投資を
断行し続けれられるかどうかが、日本半導体再浮揚の
鍵を握っている。投資の主力はもはやDRAMではなく
ケータイやデジタル家電、次世代通信機器向けのデバ
イスであり、その意味では米国が主導するパソコンカ
ルチャーとは全く違う方向に投資の比重を移している。

NEC社長の西垣浩司氏は日本経済新聞の新春インタ
ビューの中でこう答えている。「我々はネット時代の入
口に立ったにすぎず、米国はスタート地点での優位に
安心しきっている。実は日本こそが次の情報家電の鍵
となる技術や市場を握っている。それは次世代携帯電
話を軸にした新たなダウンサイジング、超大容量通信
を実現する光通信技術などだ。」
ネットバブルに浮かれた米国は次世代のIT革命に対
するハード面の備えを怠っている。にもかかわらず、
日本を三流国と見下し、次の時代の半導体やディスプ
レイ、実装技術の方向性も出せないにもかかわらず、
根拠のない自信に酔いしれている。その姿は80年代末
のバブルを謳歌した日本の姿にクロスオーバーする。
国内エレクトロニクスメーカーはこの5年間、創業以来
の巨額赤字に苦しみながら、まさにどん底からの出発
を余儀なくされた。しかし、ここにきて第二のダウン
サイジング革命が到来すれば、2005年にも起死回生の
日米逆転がなるかもしれない。おごれるものは久しか
らず、とは幾多の歴史が証明していることなのだ。
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まえがき
私は現役時代から、定年後
は好きな外国でゆったりと過
ごす「ロングステイ」をした
いという夢を持っていました。
1999年6月に定年を迎えて、よ
うやく夢が実現するようにな
りました。実現してみますと、
思っていたものより素晴らし
いものであることが分かりましたが、素晴らしいもの
であることを実感した反面、周遊旅行者の時は許され
たこともロングステイヤーになった時には許されなく
なったことや周遊型の旅行ではそれほど必要ではなか
った「旅のノウハウ」のあることが分かってきました。
これからこの紙面をお借りして、私が作った「手作り
旅行」を皆さんにマニュアルとしてお使いいただける
ことを期待して、ご紹介していきたいと考えています。

ロングステイ財団からの情報収集
（財）ロングステイ財団は1992年に通商産業省の認可
を受けて設立された公益法人です。

ここではロングステイ（海外滞在型余暇）及びこれ
に関する事業の、①調査・研究、②情報の収集･提供、
③普及･啓発支援を行い、ロングステイとこれに関連す
る事業の健全な発展を図りながら、心に「ゆとりと豊
かさ」を持つための活動を行っています。
この財団では、ロングステイを正しく理解し、安全
で楽しいロングステイが実践できるように以下の3冊の
書籍を出版しています。私は先ずこの書籍の購読から
はじめました。
①ロングステイガイドブック：ロングステイに興味の

ある人のための入門書で、ロングステイの達人や体
験者の実用的アドバイスを凝縮したハウツー書。
（1,650円＋税、立風書房）
②海外ロングステイ都市33：比較的安価で安全に暮ら
せる海外33都市を徹底調査、物価から具体的な生活
術、在住者からのアドバイスなど、実用知識を満載
したデーターブック。（1,800円＋税、立風書房）
③ロングステイ宿泊ガイド2000：ホテルガイドとは違
った比較的安価なキッチン付の長期滞在用宿泊施設
のガイドブック。（1,800円＋税、NTT出版）

この財団では、「ロングステイ」を次のように定義し
ています。移住でも永住でもない「海外滞在型余暇」
のことを指します。基本的な特徴は、以下の5点です。
①比較的長期にわたる滞在：「移住」「永住」ではなく、
日本への帰国を前提とする「海外滞在」で、比較的
長期にわたる滞在である。
②海外に「居住施設」を保有、または賃借する：短期
旅行者向けの宿泊施設ではなく、多くの場合生活に
必要な施設が整っている宿泊施設や、適切な「住ま
い」を保有、または賃貸している。
③余暇を目的とする：海外でより豊かな時間を過ごし、
現地の人々との交流などの余暇活動を行う。
④「旅」よりも「生活」をめざす：海外旅行＝海外に
おける「非日常的空間での体験」、ロングステイ＝海
外における「日常的空間での体験」
⑤生活資金の源泉は日本にある：生活資金の源泉は日
本にあり、現地での労働や収入を必要としない。
この財団の調査では、ロングステイの目的を以下の
ように報告しています。
①学習度の高いタイプ：はっきりしたものを身に付け
たいという目的意識、達成期待をもち、学校等の講
座で学ぶ活動。
②文化探求度の高いタイプ：その土地の文化や人々に
触れ、生活体験や文化探求などを通じて経験を深め
ようという活動。
③趣味活動度の高いタイプ：文化探求タイプよりもや
や個人的趣味の追及に重きをおく活動。
④社会参加活動度の高いタイプ：その土地の地域社会
と関わりを持つ活動。
⑤休養度の高いタイプ：仕事から離れ、心身の休養、
健康の維持増進を主眼とする活動。
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川柳に興味を持ってから、もう十数年になります。
五七五のたった17文字で人の感情や、宇宙の果ての出
来事まで森羅万象が詠める世界最短の文芸です。川柳
は季語や難しい作法も不要で、誰にでも自由に思いを
表現できる便利なツールです。しかし、コンパクトに
まとめ上げる、いわば超高度の圧縮技術でもあります
ので、やればやるほど奥は深いようです。なかなか満
足のゆく句は出来ませんが、句作りを続けているとた
とえ出来が悪くても、気のきいた自分の記録が残りま
す。また辞書を引いたり考えたりするので惚け防止の
効用もあるようです。何よりも川柳は面白いのが一番
の魅力です。
川柳との出逢いや、日常の暮らしや自然の機微や、
旅の感動、仕事や遊びの面白さなど私の句作りを紹介
します（現在『川柳塔社』同人、雅号は森生

モリオ

）。
1．川柳との出逢い

奈良東大寺の二月堂のお水取りは、春を呼ぶ風物詩
となっています。燃え上がる松明や韃靼の踊りの儀式
は神秘的で、テレビや絵ハガキでは見ていましたが、
はじめて修二会の火の粉を見て大感動したのが句作り
のスタートとなりました。
韃靼
だったん

の　火の粉を浴びに　五十肩 （1984年）
身体の不調を火の粉を浴びて治すための見物だった
ので、句の出来も恥ずかしく没になりましたが、私に
は大切な記念すべき一句となりました。これがきっか
けで殆ど毎年お水取りを見に行っています。
二月堂　回廊を舞う　火のロマン

舞う焔　魂散るように　二月堂

最初のうちは何でも句にして、新聞やラジオに投句
しては、入選を喜んでいました。そんなとき、良い川
柳の師にめぐり逢いました。
揚げ雲雀　ひとり舞台の　にぎやかな （1984年）
【橘高薫風先生選評：揚げ雲雀一羽、けたたましいほ
どに鳴き続けて天をさして登りつめる。... ひとり舞
台というにふさわしい。...】
という先生（現在、川柳塔社、名誉主幹）の選評を

頂きました。私の句がこの評を導き出したと思うとう
れしくなり、自信もつきました。そして句作りに励む
ことになり今に到っています。私の好きな先生の句に、
人の世や　嗚呼にはじまる　広辞苑　　薫風

栄光の日も　一日は二十四時

子を連れた　足跡　ここでまた迷い

があります。最近ではこんな変わった評を受けました。
MVP 孫が笑いを　撒き散らす （2000年）
【選評：孫の可愛さは誰も言うことだが、MVPが抜
群だ。早く言った者が勝ちとは、工業の先端技術と同
じ。...】

2．暮しの再発見
句作りをしようとすると、見方が変わります。よく
見て自分で考えないと、十七文字にまとまりません。
しかも面白い味のある句にするには、何かを感じない
と句にならないことが分ってきました。句は人間を現
すということでしょうか。単純な日常の生活にも、ま
た身の回りにも新鮮な再発見が沢山あります。
コーヒーが　うまい　やる気の朝だから

あじさいは　今日何色の　気分かな

ふる里の　柱時計に　父の顔

脱皮する　蛇ならいつも　新天地

学童の　昔も今も　これからも

最後の学童の句は何十年ぶりかの小学校同窓会のな
つかしい再会を詠んだものです。

3．旅と酒の記録
好きな旅に出て句を作るのは楽しみです。また酒の
句もいろいろあります。
旅人になれる　キップと　酒あれば

はるばると　カリフォルニアの　旨い鮨

江ノ電は　駕籠屋のように　街を抜け

雷鳥の　右も左も　雪景色

電飾の銀河　聖夜のニューヨーク

酔う眠る　この天国の　醒めるまで

哀楽は　自分の酒で　確かめる

川柳に魅せられて
井上森雄会員 井上森雄会員　（ＭＶＰと...）



山里の酒に　剣豪武蔵の名

私の酒は　天国行き　切符

4．仕事にも遊びにも
商談も　好きなチームを　聞いてから

先頭が　受ける覚悟の　強い風

アタッシュの中に　男の覚悟など

嘴で　殻を破って　出る勇気

腹くくる　ただそれだけが　出来るなら

舞扇に　手うちわゆれて　三味の音

耳飾り　誘いの言葉　待っている

かっこよい　句が書いてある　マイボトル

浜薫る　サンタモニカの　若い肌

定年退職のときの句は
もう一つの　旅路へ誘う　蕗の薹

5．年々歳々
毎年干支にちなんだ川柳の年賀状を友人に送ってい
ます。
ルンルンの　兎になって　餅を搗く（1987年）
万博の　今年世界の　うまが合う（1990年）
狛犬の　阿吽今年の　謎を解く（1994年）
猪口を手に　世紀を創る　いい話（1995年）
牛になって　歩いてみるか　好きな道（1997年）
干支シリーズが一巡して、次は大宙

おおぞら

シリーズを展開
しています。
早起きに　力をくれる　陽が昇る（1998年）
宙返り自在　天女の　衛星

ほ し

の旅（1999年）
まほろばの　こころに還る　ミレニアム（2000年）
そして21世紀に向けて思いを込めた2001年の年賀状
をお届けします。
現し世
う つ し よ

の　世紀を跨ぐ　この縁
えにし

森生
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ENCORE 誌はSSISの活動を広くPRするとともに活動
の記録を保存するものでもある。内容の前半は我々が
かつて携わった業界の動向、後半は主として会員個人
の趣味とか生活に関する読み物である。昨年、突然編
集委員を拝命、何度か編集会議を開き ENCORE 誌の編
集方針について会議を持った。その結果、更に内容の
充実を計ることを考え、本年度より、「読者の広場」及
び「ライフプラン」コーナーを設けることを考えた。
「読者の広場」

読者の方々より広く意見を募集するコーナー。編集
方針とか諸々のご意見、或いはショートエッセイ等広
く募集してENCORE誌の内容向上に努めていく所存。
E-mail かFAXで随時ご意見をお寄せ下さい。
「ライフプラン」

ライフプラン懇談会でご発表戴いた方に原則として
発表内容に関する原稿をお願いする。
さて世の中、 ITという言葉が氾濫ぎみであるが

ENCORE 誌もご多分に漏れず電子出版を企画、SSISの
インターネットホームページが立ち上がり次第、試験
的に電子出版を併用する予定である。将来、電子出版
が定着した時には紙による出版は廃止の方向で進みた
いとも思っている。これにより、紙資源の節約、保存

場所の節約、迅速な配布、発行日直前まで編集が可能、
等々多くのメリットが生じる。情報産業の最先端を行
く半導体業界シニアの集まりであるSSISの機関紙であ
る以上、先走りも結構なことと思うのである。同年代
の他の団体に比較してSSIS会員の電子メール普及率は
ダントツであり、電子出版もスムーズに進行するであ
ろう。
リタイアしたら趣味の世界に生きる事が出来て羨ま
しいですね、と色々な人から言われ、またあれこれ手
を出しているが、時々落ち込んでしまう。なぜ落ち込
むかと言うと「こんなことをしても何の役にも立たな
いし、ましてや世の中には全く役に立たない」と考え
るのである。ところが先日、中原先生との対談で、「そ
れはまだ「利・権・名」の世界に居るからだ、リタイ
アしたら学生の気分で「真・善・美」の世界に戻るこ
とが出来るのです。」、と言われて目からウロコが落ち
た。というわけで、これからは自分流の「真・善・美」
の世界を開いていく積もりでいる。ここで、「よろしく
ご指導下さい」、などと言ってはいけないのである。

（I. I.）
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