
私が考える日本半導体凋落の原因

昭和38年から三菱電機で半
導体の製造や開発を担当し、
日本の半導体の生まれでると
きから絶頂期を、また最近の
衰退まで経験してきた。
なぜ負けたのか？をまず考
えてみたい。大きく3つの理由
があると思う。
1．低価格でメモリーを作る技
術開発力で負けた
米国のマイクロン社にコスト削減技術で負けた。そ
の中味はCMPの利用で
a）I線のアライナーの長寿命化－日本は高価なKrFアラ
イナーを採用に懸命であった。

b）マスク枚数の削減－平坦化することにより使用マス
ク枚数を減少させた。日本ではチップサイズを縮小
するのに懸命であった。
どちらが容易でコストがかからないか一目瞭然であ
った。またCMPは古い技術で新しいものではなかった。

なぜこのようなことになったか？　私にも正確な理由
が未だにわからない。しかし心にひっかかっているこ
とがある。

1980年代の中頃から各電機メーカは、1,000人ほどの
新人を採用するようになった。その中から第1希望で半
導体に来るのが20～30人であった。半導体の絶頂期な
ので量産工場の立ち上げ、次世代メモリーの開発、量
産工場での歩留まり向上、生産性の向上などむちゃく
ちゃ忙しい時代で、半導体は3Kの仕事として若者の人
気がなかった。その後この様に働かされた技術者が第
一線に立ったとき、日本の半導体の凋落が始まった、
と考えるのは酷だろうか？　我々の社内教育が至らな
かったせいか？　時代に敏感な若者が半導体の凋落を
感じていたのだろうか？
従順に上から言われたことのみを必死で働いている
技術者には王道はKrFでCMPなどは思ってもみないこ
とであったと思われる。チップシュリンクのみを叫ん
でいた我々も違う道などないと考えていた。我々も次
世代メモリーの開発など考えず、今世代のメモリーで
MAKE-MONEYのみを考えていたらマイクロンに負け
ることがなかったのにと思う。ここに我々の甘さがあ
った。
2．投資戦略のカケで負けた

1990年の前半、韓国の三星電子とは何回も技術交流
会をやり、互いの研究所や工場の見学会も行った。そ
の結果、研究所の設備は日本が充実していたが、技術
レベルはほぼ同等であった。
しかし1990年の後半にはメモリーの事業分野で大き
な差がついてしまった。
この差はどこから来たのだろうか？
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三菱電機時代
司会　前号の梅田運営委員長
に引き続き、事務局長の山
根さんにNOSIDEへの登場
をお願いしました。よろし
くお願いします。山根さん
は三菱電機に長くお勤めだ
ったと伺っていますが、入
社以来どんなことをやられ
たのかを教えて下さい。
山根　これまでの人生を振り
返って見ますと、人間というのはその折々で予想し
ないことが起こってきて、今日があるなという感じ
がしているのです。
私は三菱電機に1962年に入社して、1993年3月に日

本データクエストの社長兼CEOに転出するまで、30

年間勤めました。
前半14年間を電力用半導体であるサイリスタの研
究・開発・試作・製造に携わり、サイリスタが使われ
る日本の鉄鋼、重化学工業、国鉄の電化、新幹線と
いった基礎産業やインフラの発展の歴史と共に歩ん
できました。その後7、8年間、今では地球温暖化防止
に役立っている省電力（省エネルギー）用のインバー
タ（モータの回転制御）に使われるトランジスタモジ
ュールを開発実用化して、世界で広く使っていただ
ける様に育てました。その時をもって「ものづくり
の」工場から離れました。そして最後の7、8年間は、
半導体の製品戦略に当る製品企画や経営企画、営業
やマーケティングをやりました。ですから半導体に
ついては、ほぼ全部の経験をさせていただきました。
司会　山根さんは、半導体の中でもパワー関係の御出
身ということになるのでしょうが、色々なことを御
経験されておられるのですね。その中で、特に印象
に残ることは何ですか？
山根　私達の年代で半導体に携った方は、半導体が開
拓期でしたから、ほとんど先例がなく、試行錯誤で
日夜頑張って来ましたから、どなたも「私は何をし
た」という自負心がおありだと思います。
私の場合、半導体で「一つ仕事をしたかな」と思う
のは、新しく命名した「トランジスタモジュール」
というものを開発、実用化し、後年競合他社も参入
して、一つの大きな半導体製品分野にしたことでし
ょうか。インバータエアコン、インバータ冷蔵庫、

答は投資戦略の差であった。
日本での当時の半導体のトップは重電や家電、研究所
や管理部門で育って半導体部門に移動してくるのが一般
的だった。一方三星のトップは米国などの半導体会社で
育った人が多い。このことから来る国内外のお客や同業
者から得られる情報量に圧倒的な差があった。営業など
からとって来る情報のみならず、お客のトップから個人
的に得られる情報など、情報の質にも差があった。
メモリーの世代が進むごとに、投資金額が増えつづ
けシリコンサイクルの谷間には大きな赤字を出してし
まった。このような事情から日本の半導体各社は投資
をビビり、勝負に出ることができなかった。
一方三星電子は投資を続け、カケに勝った。勝負を
分けたのは情報の質と量、金を借りてでも半導体にか
ける根性であった。
3．ビジネスモデルで負けた
日本の半導体メーカーはIDMであり、台湾のTSMC

やUMCはシリコン・ファンダリーである。
IDMは1社で設計から製造までやる垂直統合型であ
り、シリコン・ファンダリーは設計とウェハ製造とを
別会社でやる分業型である。
ではこの分業体制の狙いは何だろうか？
答は開発費の削減である。
単純化した言い方をすれば、設計会社から要求され
たデザイン・ルールが実現できるように装置業者にパ
ラメータ出しをさせ、このパラメータでウェハを流し
開発費を削減する。装置業者の得たパラメータは日本
や米国などのIDMから得たものである。装置業者をう
まく使ってシリコン・ファンダリーの基礎をつくった。
一方、日本のメモリーメーカーは開発費の負担に耐
えかねている。台湾のシリコン・ファンダリーはIP化
の時代に備えて着々と力をつけている。
日本の半導体業界も新しいビジネス・モデルを作ら
なければならない。
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エレベータ、ビルの空調等に使われ、省電力に貢献す
るということで、三笠宮寛仁親王殿下が総裁である新
技術開発財団から「市村賞」をいただいたことです。
今では電力の省エネ対策の切り札として使われ地
球温暖化防止に役立っています。うれしいことです。
司会　それは素晴らしいお仕事でしたね。
山根　サイリスタ主流の中に身をおきながらサイリス
タの使いにくさ、欠点を除けるデバイスはないか？と
2、3年間秘かに考えていました。ある時チャンスをみ
つけて、従来の概念にとらわれない発想で、使いやす
い機能と形と性能を持ったトランジスタモジュール
の開発に突走りました。上長は反対、四面楚歌。し
かし人・物・金は必要。成功するまでは、大変でし
た。その様な逆境の中で半導体シニア協会の諮問委
員である小林武次郎さんが当時三菱電機の北伊丹製
作所所長（開発・製造部門の最高責任者）をされてお
り、その小林さんが支援してくれまして成功しまし
た。小林さんの洞察力と懐の深さに感謝しました。
司会　大変なご苦労でしたね。
山根　しかし、夢を描き、成功させることしか頭にな
かったし、自分で決めて、やっていることでしたか
ら、充実した毎日でした。
エンジニアを卒業
司会　市村賞をもらわれてから本社へ移られたのですか？
山根　そうです。小林さんから「もうエンジニアとし
てやることはすべてやっただろう。満足だろう」と
言われて、新しくできた製品企画部という所に移り
ました。エンジニアを卒業して広く新しい色々な経
験をさせていただき、人間としてひとまわり大きく
なるチャンスとなりましたね。のちにデータクエス
トへ転出して行く切っ掛けにもつながっていった様
にも思います。
司会　具体的にはどのようなお仕事ですか。
山根　製品企画、経営企画、営業、マーケティングな
どを担当し、半導体事業運営について、広く経験し

ました。特に製品企画やマーケティングなどの時代
は日本を含めて、世界中を飛びまわり、コンピュー
ターメーカや通信機メーカや半導体メーカの他銀行
や証券会社や調査会社を訪問していました。国内外
を問わず、業種も限らず沢山の人々との人脈もでき、
様々なものの見方や考え方、情報のありかも勉強し
ました。工場勤務では得らない貴重なものでした。
世界中で様々な人に会うものですから、小林さんか
ら「ヘッドハントの話にのるなよ。給料は2倍と云わ
れても2年で首になるからな」と注意されていました。
事実、突然に、びっくりする様な話が何件かありま
した。もちろん見向きもしませんでした。
データクエスト時代
司会　それでは、どうして外資系であるデータクエス
トへ行かれたのですか？
山根　それが、私もびっくりして、「えっ」と思う様な
ことになりました。これも何かの巡り合わせか、運
命かと思いました。
司会　それはどういうことでしょうか？
山根　私はデータクエストのクライアントであり、日
本データクエストの宮川社長はよく存知あげていま
した。その宮川さんから1992年の初夏の頃に宮川さ
んの後任の社長になって欲しいという話がありまし
た。宮川さんはデータクエストの親会社のD&Bの日
本法人の社長に転出するとおっしゃるのです。
司会　あの世界の企業の信用調査をしているダン・ア
ンド・ブラドストリートのことですか？
山根　そうです。リンカーンをはじめ4人のアメリカ大
統領を輩出した150年の歴史のある世界最大の信用調
査会社です。傘下にデータクエストはじめ格付のム
ーディーズなど13の調査会を持った会社です。
司会　宮川さんのお誘いに、どうされたのですか？
山根　小林さんから「外資系に行くな」と注意されてい
るし、私も三菱電機を離れるつもりがありませんで
したのでお断りし続け、他の人を探すようにお願い
して、放っておいたのです。ところが、再三の申し
出があり、困り果て、小林さんの所に、どの様に処
理するか相談に行ったのです。すると「そんないい
話はない、すぐに行きなさい」と言われました。び
っくりです。「外資系はだめだ」というのが「行きな
さい」というのですから。
司会　それで日本データクエストへ行くのを決められ
たのですね。
山根　腹づもりをしました。しかし上長がどう言うか
わかりません。それで上長に相談すると「よい話で
ある。三菱電機にとっても名誉のある話である。平
林専務にすぐ伝える」という。その当時の半導体の
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責任者は、現在半導体シニア協会の諮問委員をして
いる平林庄司さんで、当時三菱電機の専務取締役を
されていました。
平林さんも「よい話である。北岡社長に言ってお
くから行きなさい。社内手続きはすぐ出来るように
するから」とのことでした。これで決まりです。人
の先き行きはわからないもの、これも何かの運命だ
ろうと思いました。
司会　あっけなく決まりましたね。
山根　そうですね。しかし、皆様がそこまで言ってく
れるのはうれしく思いました。行くと決めた以上、
180度気持を変えて、積極的に取り組みました。
外資系の会社　データクエスト社で学んだこと
司会　データクエストでどのような経験をされましたか？
山根　沢山のよい経験をしましたね。小林さんも、平
林さんも「データクエストへ行きなさい」と勧めてく
れて、このチャンスを与えて下さったことに非常に
感謝しています。
私が日本データクエストの社長兼CEOになった時、
私の責任範囲は、オーストラリアを含む東南アジア
全域です。日本本社の下に香港、台湾、韓国、シン
ガポールに支社があるわけです。データクエストは、
コンピュータ、通信、事務機、半導体、ソフトウェ
アと広範囲な分野のサービスを行っており、政府機
関を含む、大手クライアントのトップを年に2、3回
は訪問して、情報交換しなければなりません。それ
は大変な苦労でしたが、国々の取り組みや各企業の
取り組みの違いから後年その違いが姿となって現れ
てくる。その因果関係を見ることが出来たのは、国
際的な情報会社へ勤めた財産です。役立ちます。
データクエストは、他の外資系企業と違い日本の
社長兼CEO には、全ての人事権とコミットメントし
た売上、費用、利益を達成するための自由裁量が大
きく認められており、日本企業と変らないオペレー
ションが許されておりました。しかし、その分、責

任が重いわけです。広範囲な職務の中にあって、毎
週、売上、費用利益の実績とその過不足の理由と、
リカバリーの説明をしなければならない。それを社
長自らが行うのです。事業のすべての掌握とリーダ
ーシップが社長兼CEOに求められます。社長を補佐
する部門や人はありません。これは、いやがおうで
も人間が鍛えられます。
司会　外資系企業の社長は大変なのですね。
山根　そうですね。日本の様に部下まかせはできません。
それに、短期の業績を上げるだけでは許されませ
ん。会社の組織が健康であるかどうか、毎年、人
事・組織のコンサルティング会社が入って調査分析
評価をします。部下が上長を評価する項目もありま
す。必ず改善を要求されファローアップを受けます。
日本の会社では考えられません。非常にロジカルな
企業運営です。
司会　息が詰りそうですね。
山根　成長する企業はあらゆる面で厳しいですね。
突然の買収劇
司会　事業が好調なのに突然買収されて、社長兼CEO

解任となったのですか？
山根　そうです。半導体の不況の時に日本データクエ
ストの責任者になり、その中で、業績を向上させ、
データクエスト本社も業績改善が進んだ状況の時、
突然ガートナーグループに買却されました。
司会　なぜですか？
山根　それはMBAコースの初歩で学ぶことらしいのです
が、企業を育てて、企業価値が高まるとその企業を買
った時より高く売って稼げるという手法がありす。そ
の手法通りデータクエストがD&Bから売られたのです。
司会　事前に連絡があったのですか？
山根　ありません。インサイダー取引が厳しく監視さ
ているので、事前の通知はありません。知っていた
のは本社の社長だけでしょう。突然アメリカ本社に
呼出しを受け、金曜日のニュヨーク株式市場が午後4

時に終ったあと5時にホールに人を集め、買収側の買
収の発表と同時に社長、役員の肩書は残っても実効
的に解任されました。その社長や役員の実績、能力
は全く関係なしです。買収した側は、即時にその後
任を発表して、即刻会社のオペレーションは買収側
の企業の方針に沿って行われ、データクエスト社の
発言権は何もありません。ドラマが瞬間的に起るの
です。「人生の明日は誰れにもわからない」という言
葉を現実に体験しました。
司会　山根さんも解任されたのですか。
山根　そうです。
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学んだこと
司会　色々と経験されましたね。
山根　データクエストが買収されて身をもって学んだ
ことは、アメリカは資本家と経営者（この場合、社
長兼CEOを指します）と従業員の関係が完全に分離
されているということです。資本家が投資した企業
が利益を生ように運営してくれる経営のプロ（社長
兼CEO）を雇い、経営のプロは、従業員と金と物を
最大限に使い資本家の要求する利益をあげることで
す。経営のプロである社長兼CEOは、企業引き受人
で、だめなら首、また企業をよくすれば、御苦労さ
んでしたで首、いずれにしても雇われのプロです。
プロですから常に最善の決断と命令が下せる様に常
に勉強しなければならず、結果しか求められない厳
しい職業であるなあと思いました。
この様なプロの風土が今日本にも求られているの
でしょう。現在、日本は、政治においても、経済に
おいても、産業においても、何年たっても、従来と
同じ所に軸足を置いて、抜本的なことが確立出来ず、
トンネルから抜け出せません。一度外資系の企業の
社長兼CEOを経験をされた方がそれらの部署の責任
ある長になられたらよいなと思います。
司会　すごい経験をされましたね。普通の日本人では
していませんね。
山根　予想もしないことが次々に起って来ましたが、
いつも真正面から取り組みましたのでそれらが一つ
一つ身についた気がします。それから、買収により
データクエストを退職させられ、私が以前より、伯

東という立派な専問商社があり、特にオーナ社長の
高山が立派な方であることを、よく知ってたので、
そこに、就職させていただいたのも、幸せな運命の
巡り合せかと思っています。
これからの生活
司会　これからの生活のことはどうお考えですか？
山根　その前に私と半導体シニア協会との関わりにつ
いて、お話ししておきたいのですが、私が伯東にお
世話になった時、SEMIジャパンの中山代表が半導体
シニア協会をつくりたいので手伝って欲しいと云わ
れ、SEMIジャパンの生みの親である伯東の高山社長
が、お手伝したらどうか、ということで協会の設立
準備段階から関係しました。
私は協会のライフプラン懇談会の発起人なのです
が、半導体シニア協会の基本理念でもあり川西会長
がいつもおっしゃっており、御自分でも実践されて
おられる様に、働けるうちは働いたらよいと考えて
います。しかも、少しは収入の伴ったものがよいと
思います。少しでもお金をいただくことによって責
任感と緊張感がちがうと思います。人間、好きなこ
とばかりしているより適度な緊張感と責任感が若さ
を保つ秘訣ではないかと思っています。
それからこれは夢ですが、日本にも世界に通じる
情報会社をつくりたいですね。日本の置かれている
地位や日本の将来の発展を考えるとその様な会社が
一つ位は必要であると思っています。夢を実現させ
たいですね。
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携帯電話は、現在世界中で約10億人の加入者がいて、
2003年には12億人、2006年には18億人以上の加入者が
予測されています。

これを国別に見ますと、日
本、韓国では加入者が飽和傾
向にあり、新規機種よりも買
い替え機種の多い市場となっ
てきています。
それに対して、中国市場は
いまや世界一の携帯市場とな
り、その加入者数は1億6千万
人を超えましたが、普及率は
低く、潜在需要のある市場と
考えております。
米国市場はここ数年でデジタル化が進み、昨年度よ
りcdma2000 1Xのサービスも開始されデータ通信への
移行が始まっています。
欧州市場は、UK、フランス、ドイツ、イタリア等の
加入率が高く、東欧諸国の加入率が相対的に低くなって
います。ほとんどの市場はGSMを採用しており、2001年

8月度研修会

携帯電話の市場動向と技術動向
三洋テレコミュニケーションズ㈱常務取締役

前田哲宏氏
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からGPRSが一部の地域でサービスを開始し始めました
が、データ伝送はまだ本格的に軌道にのっていません。
第1世代のAMPS方式はFDMA方式を採用しており、周

波数の有効利用が図られておらず、第2世代では周波数
の有効利用が図れるTDMA方式が採用されました。GSM

方式も、PDCも基本はTDMA方式です。更に周波数の利
用効率が高く、妨害・干渉にも強いCDMA方式が第2か
ら第3世代で採用されています。

GSMは世界の多数の国で採用され、global Standard

Mobieシステムとなっています。
CDMAは近年採用事業者が増え、GSMに次ぐ広がり

をもつようになってきました。PDCは日本独自のシス
テムですが、加入者が満杯になったこと、また高速デ
ータ対応の点から、WCDMAへの移行がここ数年で進
むと考えています。
地域別の携帯加入率は、欧州では高く、それ以外の地
域では加入者増の余地は十分にあると見ています。欧州、
南米ではプリペイド方式での加入者が多く、通信事業者
の希望する回線収入増につながらず、事業を圧迫する要
因の一つとなっています。回線収入を増加させる一つの
解として、データ通信等の非電話機能を増加させる方法
があります。携帯電話を用いたインターネット接続は非
常な勢いで伸びを示しており、日本では、音声通信の絶

対額は微減傾向であるのに対して、データ通信の絶対額
は増加傾向にあり、非電話機能が通信事業者の収益源の
ひとつになり始めています。欧州でも、Jフォンの写メ
ールのようなサービスをはじめ、データ通信の分野への
積極的な取り組みが始まり、データ通信の使用頻度が拡
大するものと期待されています。
データ通信を普及していく上で、コンテンツの記述言
語の統一化が必要であり、その解のひとつとしてWAP2.0

が採用されています。また、各システムや事業者別に対
応されていたアプリケーションはJAVAを導入すること
により共通化が図られてきました。共通化が図られたこ
とにより、JAVAのアプリケーションはゲームから実用、
趣味関連と非常に広範なものとなっています。
第2世代の携帯電話はGSM、CDMAそしてPDCの3つ
が普及しましたが、すでにドコモがWCDMAで、KDDI

や韓国SK、アメリカ・スプリントなどがcdma2000で第
3世代サービスをスタートさせ、伝送速度の高速化時代
へ入り始めました。日本のIMT2000の導入計画では、
2 0 0 4年に現在のP D Cや c d m a O n eからW C D M Aや
1XEVDOシステムへの加入者ベースでのクロスポイン
トを迎えると予想されています。欧州のGPRSも何とか
立ち上がり始めようとしています。GSMに比べて、
GPRSはデータ伝送速度が3～5倍に早くなり、データ等
を送る非音声通信も徐々に増加するものと思われます。
カラー液晶化は日本ではほぼ100％図られましたが、
世界的に見れば本年度でやっと15％を超えた程度です。
カラー液晶にはSTNタイプとTFTタイプ、そして有機
ELタイプのものがあります。STNタイプは消費電力が
少ないが、応答速度がやや遅いとの問題を持っていま
す。TFTタイプは、 応答速度は早いが消費電力が多い
との問題を持っています。有機ELは青、赤、緑の各色
を自発光することにより色を出しており高速性、再現
性に優れていますが、寿命の面でいま少しの改善が必
要な状況です。
カラー液晶は、2インチ256色20カンデラから導入さ

6



れ、今2.2インチ26万色200カンデラほどの高輝度なも
のまで導入されています。
携帯電話の形状がクラムシェルタイプに変わるにつ
れて、サブ液晶が導入され、導入当時の1行白黒から、
カメラファインダーや着信相手の顔写真表示などの用
途に使えるよう、1インチ65K色のカラー液晶が導入さ
れています。
携帯電話には液晶のように当初から搭載されていた
部品が白黒、グレースケール、カラーへと進化した機
能と、バイブレータのように新機能として取り入れら
れ必須機能になったものがありますが、今、急速にカ
メラの搭載が進んでいます。カメラは当初10万画素程
度のものから導入され、現在は30万画素、来年からは
100万画素のカメラが採用されようとしています。これ
により携帯がデジタルカメラ的な機能も持つことにな
り新たなサービスが期待されています。
携帯電話に用いられるカメラは、CCDタイプと

CMOSタイプがあり、仕向け地、仕様等で使い分けが
図られています。
単音でスタートした着信音も、3和音、16和音と和音
数が増加し、現在は40和音が実用化されており、今後
さらに和音数が増加傾向にあります。

GPSは携帯電話に役立つ機能のひとつです。特に、
CDMAシステムでは、基地局それぞれの同期が取れて
いて、かつGPSよりの時刻を利用していることを用い
て、GPS衛星が多数見られる位置にあるときには衛星
からの信号により携帯の位置を確認するため非常に精
度よく位置が捕捉でき、衛星が捕捉できない屋内の位
置確認に関しては精度的に、若干悪いが、CDMA基地
局を利用して位置を捕捉することができます。
日本では来年末より地上波デジタルTVが開始されよ

うとしています。この際に、6MHz幅のTVチャンネル
を13に分割し、そのうちの真中のチャンネルが、携帯
電話等をターゲットにしたデジタルTVチャネルに設定

されます。このTVを受信するために、携帯電話側では
チューナー部、映像データと音声データを分離するデ
マルチプレクサ部を追加すれば携帯電話でデジタル地
上波受信機が構成できます。通常のTV以外にTVチャ
ネルを用いデータ伝送を実施すれば大容量のコンテン
ツ提供が可能となり、今行われている有料データサー
ビスがどう展開されていくのか興味ある点です。
大容量の伝送が可能となると、それを記録するため
に外部メモリが必要となってきます。これを携帯電話
に組み込むことにより、図鑑や語学学習等の記録済み
外部メモリが販売されて新たなサービスに広がる可能
性があると考えています。
カメラの応用例として、バーコードリーダー的な機
能を持たすことができ、実際在庫管理などでバーコー
ドを読んだ情報をそのまま必要な部門へ連絡する機能
等の展開が期待されます。
以上見てきましたように携帯電話は、様々な機能を取
り込みながら進化を続けており、いつでも、どこでも、
だれとでも、そして何でもできるツールとして、ますま
す活躍分野が広がっていくものと考えております。
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会員現況（11月14日現在）
個人244名、賛助37団体

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。
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。



ナノテクノロジーの研究開
発が国家戦略で進められてい
る。ナノテクノロジーにおけ
る材料分野をみた場合、現在、
ナノカーボンが最も注目を受
けている材料である。フラー
レンやカーボンナノチューブ
である。なかでもカーボンナ
ノチューブは応用が最も期待
され、現在、多くの研究者が
取り組んでいる。
カーボンナノチューブは、1991年飯島博士によって
発見された1）。図1に示すように炭素六角網面を円筒形
に継ぎ目なく閉じてできる外径がサブナノメートルから
50 nmくらいの針状物質で、中心に空洞を有する。カー
ボンナノチューブには炭素六角網面1枚が丸まってでき
た単層ナノチューブと図2に示すように網面が同軸円筒
状に複数積み重なった多層ナノチューブの2種類があ
る。チューブの先端は5員環が導入されることにより閉
じている。単層ナノチューブの直径は1～2 nmであるが、
細いものは0.7 nm、太いものは3 nmを超える。多層ナ
ノチューブは層の数が2～50層くらいで、外形が5～50

nm、内径は3～10 nmである。どちらのチューブも長さ

は10 μmを超え、大きなアスペクト比をもつ。また、
先端の閉じた部分の形状が図3に示すように角型になっ
ているカーボンナノホーンと呼ばれるナノチューブも
発見されている。
カーボンナノチューブの優れた特性として次の事柄
が挙げられる。

1）自己組織的に形成されるナノ構造体である。アス
ペクト比が大きく、先端が鋭く尖っている。

2）密度、1.33～1.40 g/cm3（アルミ、2.7 g/cm3）
3）表面は化学的に安定で不活性である。
4）原子の表面拡散が小さいため、高温高電界の下で
も原子の移動が起こりにくく、先端形態が安定し
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図3

カーボンナノホーン

図1

フラーレン、炭素六角網面（グラフェン）および単層カーボンナノチューブ

図2

多層カーボンナノチューブ

カーボンナノチューブへの大きな期待
サイペック㈱顧問　小林和夫氏

小林和夫氏



ている。
5）バリスティック（無散乱高速伝導）の可能性がある。
6）高電子速度（8×107 cm/sec、理論上シリコンの10倍）
7）最大電流密度（108 A/cm2、銅の二桁以上可能）
8）高熱伝導度（ダイヤモンド以上）
9）高機械的強度（引っ張り強度は45 GPa、炭素繊維の

40倍、鋼線は2 GPa,ヤング率はダイアモンドに匹敵）
10）有機材料と比較して高耐熱性（大気中500℃まで

OK）
カーボンナノチューブの合成法としては、アーク放
電法、レーザアブレーション法、炭化水素接触分解法、
プラズマCVD法、SiC表面分解法、鋳型法、ポリマー
ブレンド法等が知られており、それぞれ合成したカー
ボンナノチューブの特性に特長がある。
カーボンナノチューブの応用開発は、現在、多くの
研究者によって精力的に続けられている。そのなかの
いくつかを紹介する。

1．プローブ顕微鏡探針
走査型プローブ顕微鏡（SPM）は材料科学、表面物理、
表面化学、電気化学、生物学、薬学などの分野におけ
るナノテクノロジーに欠かせない道具になっている。
SPMに用いられる探針の多くはカンチレバー型で、試
料表面の情報を反映した探針の上下振動変化をカンチ
レバーからの反射光を利用して検出する光てこ方式が
一般に使われる。材料としてはシリコンや窒化珪素が
用いられているが、これらに代わって、カーボンナノ
チューブは次のような優れた特性 2）から究極の探針材
料といわれている。

1）先端径が小さいので横方向の分解能が高く取れる。
2）アスペクト比が極めて高い。開き角で言うと10度
であり、これまでの大きな開き角をもつ探針では
不可能であった急峻な凹凸を忠実に再現出来る。

3）高い弾力性があり、破損することがなく長寿命で
ある。

4）先端の閉じたカーボンナノチューブは物理的化学
的に安定であるために摩耗に対して長寿命である。

5）良導体であり、走査トンネル顕微鏡や電気的性質を
扱った画像化が行えるなど。

2．フィールドエミッションディスプレー
（FED）

カーボンナノチューブは　シリコンやモリブデンあ
るいはダイヤモンド薄膜などの従来の電子放出材に比
べ、電流密度、駆動電圧、頑強さ、寿命等の特性にお
いて総合的に優れており、FED用電子源として現在最
も有望視されている材料である。図4にカーボンナノチ

ューブを陰極に用いた表示管の構造模式図3）を示す。

3．携帯機器用小型燃料電池電極
携帯電話など携帯機器の普及はめざましく、軽量小
型しかも長時間使用可能な電源の開発が求められてい
る。要求に応えられる電源は燃料電池であり、その高
性能化のための手段の一つとして白金触媒担持電極の
効率向上が必要とされている。電極材料としてカーボ
ンナノチューブが期待され、なかでもカーボンナノホ
ーンが電流密度の向上に良い結果を出している。しか
も、カーボンナノホーンはカーボンナノチューブに比
較して室温で生成可能でかつ生成量も多いことから現
在グラム当たり500円とカーボンナノチューブに比較し
て安価であるので、携帯用燃料電池の試作品も種々発
表され、急速な普及が期待されている。

4．水素吸蔵材
燃料電池の小型化が進み、自動車に搭載されるよう
になったが、その燃料である水素ガス貯蔵の小型軽量
化が遅れているため、カーボンナノチューブを含めた
繊維状炭素材料の水素吸蔵に関する研究が注目を受け
ている。カーボンナノチューブについては、単層ナノ
チューブが5～10 wt％の水素吸蔵量が報告されている。
ナノフィラメントと称するもので50～70 wt％ときわめ
て大きな値が発表され、期待を持たれたが、他グルー
プの追試では否定的であった。カーボンの構造や修飾
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図4

カーボンナノチューブを用いたCRT用光源



技術分野の比較
ITのコア技術とされる半導
体、ソフトウエア、コンピュ
ータ、ネットワーク、デジタ
ル家電の国際競争力を日本、
米国、アジアの地域で比較す
る。日本が優位なのはデジタ
ル家電のみで、半導体、ソフ
トウエア、コンピュータ、ネ
ットワークについては米国が

競争力を有している。サムソン（韓国）は、半導体事業
で相当の利益を上げており、TSMC（台湾）もまずまず
の状態。一方、日本の各企業は特別損失を計上してい
る。かつて日本企業は半導体事業の競争力があったに
も拘らず、10年間で国際競争力を喪失しつつある。何
故であろうか（図1）。

事業経営環境の変化
日本の半導体事業は、大手総合電機メーカーの半導
体事業部門として、バブル期には豊富な設備投資資金
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図1

10月度研修会

半導体産業の構造改革に向けて
経済産業省商務情報政策局参事官・IT産業室長

福田秀敬氏

福田秀敬氏

を含めた水素吸蔵メカニズムの研究が続行中である。

5．鋳　型
カーボンナノチューブのコアの空洞部分を溶融金属
やセラミックスなど（例えば鉛、酸化バナジウム）の他
物質で充填し、その後カーボンナノチューブ部分を酸
化除去することにより、充填物質からなる1次元のナノ
ワイヤーの作成が可能である。単相成分のみならず、
SiC、SiO、BNやCなどを含む多相成分ナノ構造体の作
成にも成功している、これらハイブリッドナノチュー
ブは金属、半導体および絶縁体のナノ構造体と組み合
わせることにより、将来のナノスケール電子デバイス
として応用が期待されている。また、カーボンナノチ
ューブに異物質を被覆し、その後、基板のカーボンナ
ノチューブを酸化除去することにより、ナノスケール
の壁厚みをもつ異物質の酸化物からなるナノチューブ
が作成でき、触媒分野への応用が期待されている。

6．強化材として複合材の高性能化
炭素繊維より優れた究極的な機械的特性を有するカ

ーボンナノチューブは複合材の強化材として用いるこ
とにより理想的な高性能複合材の出現が期待されてい
る。NASAも火星探検用宇宙船の構造素材としてカー
ボンナノチューブの適用を検討しているようである。
樹脂への複合化により機械的特性向上がみられ、また、
アルミナに添加し、複合化による靱性の向上がみられ
ている。強化材としてのカーボンナノチューブは優れ
た電気電子的性質をもつことから、電磁波吸収材や光
ルミネセンス材料等としての応用が期待されている。
この分野への応用の課題はカーボンナノチューブは一
般に凝集体として存在しているのでマトリックス中に
均質に分散させる技術の確立と価格の低減（現在、単
層カーボンナノチューブで50,000円／g）である。

参考文献
1）S. Iijima: Nature 354 p.56（1991）.

2）中山喜萬：炭素 197 pp.100-107（2001）.

3）斉藤弥八：炭素 193 pp.186-191（2000）.



と強い製造技術力を背景に、比較的効率的に半導体を
製造していた。またセット部門の利益が半導体部門へ
投資され、半導体事業から得る利益以上の設備投資が
行われていた（図2）。
ところがバブルが崩壊するとキャッシュフロー経営へ
移行せざるを得なくなった。資金の供給が止まり、設備
投資額が圧縮され、国際競争力を失うことになった。
重要視すべきは、

1）利益率と資金調達コストの差
2）設備投資のタイミング
である。加えて、半導体の海外市場への展開のために
は、マーケッティングが重要であるが、DRAMはこれ
が不要であることが幸いした。しかしながら、SoC時代
には、テクノロジー・マーケッティングが勝負となる。

90年代以降、市場環境が変化したことにより、日本
の統合型企業のメリットが薄れた。自社の強みを活か
し、そこに資源を集中するビジネス・モデルに移行し
ていった。
セット部門、設計部門、EDA部門、製造部門、製造

装置部門に特化し、高い利益率をあげる企業が登場し
てきた（図3）。製造設備を持たず設計のみに特化する
ファブレスメーカの登場、機動的設備投資により製造
のみに集中し、ASICだけでなく汎用DRAMも製造する
企業が出現した。金融市場も変化して、VC等からの資
金調達が容易になり、ファブレス企業を支援した。

半導体市場と利益率
世界の半導体市場の成長率は、3－4％／年くらいだ

ろうか。外国の調査会社のデータは過大な成長率を発
表しているのではないか（図4）。
日本の大手半導体メーカは、多種多様な製品の製
造・販売を手がける傾向がある。海外企業は製品を絞
り込み高い利益率をあげている。半導体営業利益率は、
TFT－LCDを含むがサムソン（韓国）は40％以上、
UMC・TSMC（台湾）が30％以上それにマイクロン・イ
ンテル・TI（アメリカ）が20％以上と高い。一方、日本
の大手5社・半導体事業部門は10％前後と低調である。
インテルは依然としてCPUコアについて圧倒的な強さ
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を誇っている。日本企業の特徴は、売上高重視で利益
率は低い。顧客との関係で何でも供給するとの姿勢か
ら、利幅の少ない製品からの撤退・他社との集約化を
考えるべきである。日本の大手半導体企業では、製造
技術について他社との差別化を説明できるほどの格差
は生じていない。言い換えれば、製造技術は大手半導
体企業間では競争領域ではないことを意味する（図5）。

技術・研究開発について
海外企業は、企業収益、差別化に結びつくR&Dに絞

っている。何を作るのかに注力し、その中で設計生産性
の大幅向上を目的とした技術開発が必要である。なお、
デジタル家電の市場はコストに敏感であり、過剰スペッ
クの削減と高信頼性を実現する必要がある（図6）。

90年代後半以降は、日本におけるIC関連への設備投資は
減少傾向にある。一方研究開発投資は横ばい傾向が続いて
いる。日本の大学の貢献度は、設計ツール、設計技術、プ
ロセス技術の3分野とも米国と比較して低調である。

日本企業の技術力は、プロセス分野は強いが、設計
と設計ツール分野は脆弱である（図7）。

今後の成長分野
今後の半導体市場は、かつてのような二桁の成長を
持続するということにはならない。従ってマーケット
に沿ったFABの在り方を検討すべきである。日本には
IDMが多過ぎるのではないか。一方で、ヨーロッパや
米国アメリカと比較してFABレスが少な過ぎる。これ
らの環境整備には、税制や商法の整備も必要となる。
主要成長分野は、PCから通信機器、モバイル等へ移

り、多様化する市場への対応が求められる。狙うべき
市場を明確化し、市場に合った製品開発が必要である。

企業経営と組織の再編
日本の総合電機メーカでも分社化や、合弁会社を発
足させたり、社内カンパニー制度を導入したり、組織
の再編が行われている。余剰人員や重複する組織の削
減が求められる。雇用問題や、税制の問題等課題が残
されており、経営者の合理的な判断に大きな障害とな
る場合がある（図8）。
個別の企業の再編問題に、政府がリーダシップを発揮
するのは本来ではない。事実、2000年頃には、半導体産
業側からは、政府は何もしなくて良いと言われていた。
日本には、資金力と技術力はあった。しかし経営者
が責任をとる経営環境になっていない。
外国人経営者を採用せよとの要望があるが、その為に
は経営責任を明確化出来る、経営環境整備が必要である。
1）自己資本比率を上げること。
2）ストックオプション制を導入すること。
3）国際経営感覚の採用。
4）R&D税制の見直し。
等が上げられる。
日本の大手電機企業の中には、今後5年間法人税を支
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払う必要がないほどの特別損失を抱えている企業もあ
る。一つには、利益率が低く、労働分配率が高いから
である。利益を出す努力をしてほしい。経営トップの
イニシアティブが求められる。
それには、付加価値を重視した経営が望まれる。例え
ばSoCチップでは、IP即ちデザインやアプリケーション
に付加価値があるのである。日本企業は、アプリケーシ
ョンが各社横並びで、日本の企業同士で利益の潰しあい
を行っている。特化したマーケットで勝負しないと、国
際競争には勝てない。そして明確な事業目標の設定を行
うべきである。例えば「アメリカへの輸出比率を3年間
で倍にする。」との目標を掲げてみてはどうか。

企業組織再編の可能性と問題点
半導体部門の経営には何よりも意思決定のスピード
化が重要視されている。自社のコア部門以外の事業に

ついては共同研究開発による効率化、分社化、スピン
アウトを実施することも選択肢の一つである。
組織再編には種々の形態がある。

1）総合家電メーカから半導体部門の分社化
2）半導体部門の一部を切り出し合併
3）製造部門の切り出し（ファウンドリー）
分社化した企業は、IPOによる株式市場からの多額
の資金調達が可能となり、また柔軟な雇用体系が可能
となる（図9～図11）。
しかし一方企業再編に伴う法制上の諸問題点が残さ
れている。例えば、企業組織再編税制の要件緩和、企
業組織関連法制の見直し、企業分割に伴う労働条件等
の変更問題、分割時の給与代替措置、登録免許税・不
動産取得税の減免、それに分社化に伴う関連許認可の
承継等課題が山積している。
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老後ライフプランの3条件を
考える。一つは健康条件で、
もう一つが経済条件、そして
三つ目が生きがい条件である。
年齢を加えれば、どこかしら
身体に問題を抱えているはず。
無病息災ならぬ一病息災を逆
手にとって、身体からのコー
ルサインに謙虚に耳を傾け、
健康の維持管理に努めること
が大事。経済条件に関しては、伊東は一つの考え方を
示す。自分が死んだ後の後始末代と、女房が悠々と生
きていけるだけの資産以上は残さない。そして、子供
たちは独立し、住宅ローンも完済した今、妻と二人の
生活費は、新婚時代のことを考えれば、月25万もあれ
ば足りるし、年金以外に、月10万もあれば十分。問題
は現役時代の派手な無駄使いの生活振りを変えられる
かどうかだけだ。夫婦でこの点が割り切れれば老後の
経済条件は、少ないとはいえ年金があるので、多くは
ないが蓄えとあわせてまず問題はない。動ける間の、
小使い銭が稼げれば十分なのだ。これが経済条件とな
る。問題は三つ目の生きがい条件。これが思いの他、
難しい。思い付くのは趣味の世界だが、果たしてどれ
だけの人がそこに生きがいを見出しているのか。やれ
ダンスだの、絵画だの、カラオケだの、先輩達は楽し
そうに語っているが、目は死んでいる。趣味で生きが
いを見出せる人は、相当な特技の持ち主で、かつ造詣
の深い限られた人であろう。生きがいの原点に戻って
考えた時、伊東はこう確信する。趣味の世界とも一脈
通じるのだが、何らかの手段・手法を使って自らを表
現する場を持つこと。さらに、表現することによって、
自分自身の存在を何らかの形で確認すること。『自己表
現』と『自己確認』が大事だ。これは人と接することに
よってある程度達成できる。だが、伊東はもう一歩推
し進め、『自己実現』を求めた。何をもって自己を実現

させるか自問した時、戻ってきた答えが『人の役に立
つこと』である。自問はさらに続く。様々な局面で人
の役に立つことができるが、『自らに価値』がなければ
役には立たない。つまり、自らの価値をもって人の役に
立つ。では、自らの価値とは。これまでの足跡を振り返
ることによって、解は得られた。経営に関するアドバイ
ス・機能で人の役に立つ。そして、自らが指向する理想
の会社を作るための手助けをしたい。伊東が経営コンサ
ルタントに『自己実現』の生きがいを見出した流れであ
る。少し長い説明になったが、本気でライフプランを構
築することの難しさを伊東は示唆する。ここでは老後と
区切ったが、30代、40代、世代ごとでのライフプラン構
築においても、伊東の理論は生きている。
かつて日本には経済で世界を席巻した黄金の70年代

があった。あれから約30年、今や日本の経済・企業経
営は金属疲労を起こしている。そこに伊東は社内既得
権益および利権構造に支配されたマネージャー型指導
者の増殖と、逆にリーダーの不在を読み取る。経営上
の問題を見定め、問題の根源までさかのぼって本質を
特定する能力。本質を特定したら、解決のための方
法・方策を打ち出せる思慮。そしてそれを実行に移す
勇気。これがリーダーだと伊東は言う。マネージャー
型の指導者は、既得権益を守ることのみに奔走する。
自己保身と自分の部門のみの保全、結果として会社に
「不況和音」が鳴り響くことになる。解決策の一段階と
して、「オーケストラ」がある。各演奏者はプロだが、
強力な指導者がいなければシンフォニーを奏でること
はできない。強力なコンダクタの存在が必要である。
説明するまでもないが、リーダーの必要性を伊東は説
く。しかし、最終的に伊東が理想とする会社形態は、
「ジャズ」である。ジャズはオーケストラほど人数はい
ないが、プロが偶然的に寄り集まり、セッションの中
から素晴らしい演奏を生み出す。憧れにも近いが、伊
東の意図する世界が想像できるであろう。
この理想の会社形態を目指し、自己実現のために取
り組んだ経営コンサルタント。一口に経営コンサルタ
ントといっても様々なタイプがある。総論評論型・学
者型、専門知的資産型、人脈関連紹介型など様々。そ
れぞれ一長一短があるが、伊東は経営内部入り込み型。
さらにもう一歩踏み込み、プロジェクト請負型といえ
よう。もちろん、経営の悩み相談型の側面も併せ持つ。
クライアントである会社の状態、あるいは歴史や組織、
財務など、それら諸々のものをすべて含め、クライア
ントの特性に合った経営の問題解決法と方向性をクラ
イアントとともに開発していく。そして共同で開発し
たものを、共同で発展させていく。これこそが経営内
部入り込み型であり、プロジェクト請負型でもある。
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ここまで入り込んでこそ、初めてカスタマーサティス
ファクションが得られるのであり、また結果として伊
東自身の自己実現につながる。紙面の都合で割愛する
が、伊東の仕事には絶えず自己成長が今なお求められ
る。時代は超スピードで変化する。過去の経験は役に
立たないどころかむしろ弊害になる。過去の自己否定
と新しい思想・技術に対する謙虚さこそ、絶えざる自
己成長を保証し、常にクライアントにとって、最適の

問題解決法を開発する力と勇気をあたえてくれる。ク
ライアントの若者たちと、時間を忘れた共同作業の中
でこそ、伊東は、自己実現の実感と『Keep Young』の楽
しさを確認している。さらに、自らに磨きをかけるた
め、伊東はプロとの人脈を大切にする。異業種、異業
務、分野を問わずプロとの交流を密にし、自らを鍛え
続ける。『自己成長』の継続、そのための『学習』の継
続こそ、伊東のライフプランの基本ともいえる。

15

東京大学法学部政治学科を
卒業した若槻は、農林中金を
経て日本海外協会連合会（現
国際協力事業団）に勤務。時
代は昭和26年にサンフランシ
スコ講和条約が締結され、日
本から海外へ計画移民の話が
まとまった頃である。戦争で
多くの友人や先輩を失った若
槻。このまま平穏無事に人生
を送っては、非業の死を遂げた方々に申し訳ない。滅
私は当然の覚悟で、少しでも人様のお役に立ちたいと、
日本海外協会連合会に勤務した。ところが若槻の志と
は裏腹に、それはとんでもない状態にあった。連合会
事務所のビルや所内の仕事環境が悪いのは当初から了
解済みであったが、組織（人間）ははるかにでたらめで
あった。在職中、本来の仕事はその内の1/3で、残り1/3

は内部組織・体制との戦い、残りの1/3は外務省との戦
いであった。10年近くに及ぶ仕事の半分以上を、実に
権力との戦いで費やしたのである。あまりにも無計画
な移住政策に怒りを覚え、赴任先から帰国後、その抜
本的改革を訴えた。すると、怪文書が出回り若槻に圧
力が掛かり始めた。それでも屈することなく訴え続け
ていると、ついに退職願の提出を強要された。20代、
30代の苦労は、40歳代で花開くというが、その40歳目
前にしてすべてを失ってしまった。国や官僚組織がい
かにデタラメであるか、それを国民は知らない。それ
を国民に訴える義務があると若槻は決意した。しかし、
職を追われた人間が何を訴えても誰も耳を貸そうとは
しない。移住を徹底的に学び、社会的地位を得て、戦
うことを決意した。玉川大学・農業経済学の教授で職
を得て、移住に関する勉強に打ち込んだ。20代、30代
での勉強不足を40代で補うのは大変だったというが、
それでも移住関連の書籍を多数発行した。

人類愛について
日本海外協会連合会での出来事が、若槻を目覚めさ
せたのではない。若槻の魂を動かしたのは人類愛であ
る。戦中という不幸な時代の中で自己形成を余儀なく
された若槻は、人生の命題を公平な視線で自問し続け
る中で、人類愛へとたどり着いた。この宇宙の一群に
生きるものとして、それが幸福であれ、悲惨であれ、
いや、悲惨であればあるほど地球運命共同体の共感が
集束した形で人類愛が浮上してくる。最も消極的で最
低限の人類愛は、他人には迷惑を掛けないことである。
最も積極的で最大の人類愛は、命を懸けて人のために
尽くすことである。人類愛を広義にはこう定義できよ
う。しかし、すべてに一律の人類愛を適用しても、す
べてが解決するわけではない。ましてや、可哀想だか
らの感情だけでは人類愛は成立しない。家族愛と隣人
愛、隣人愛と社会愛、社会愛と国家愛、国家愛と民族
愛、民族愛と人類愛、すべての愛の形は違う。それぞ
れの愛は互いに矛盾し合い、相克し合うことも多々あ
ろう。その矛盾や相克に起因する苦悩を、様々な角度
から議論を重ねる中でいかに調整し、愛を注ぎ込める
かが人間として生きる課題である。
最後の戦争世代人の義務として
若槻は今年で78歳になる。78歳にして、なお人生の命

題を問い続ける。残された時間がどれほどのものかは神
のみぞ知るところだが、最後の戦争世代人の義務として、
命の続く限り発言することを命題と考えた。そのメイン
テーマは天皇制に起因した言論の自由である。

15、16歳から18歳前後、人格形成の大事な時期を、天
皇制の強制で心身ともに未熟な少年がどれほどの耐えが
たい苦痛を味わってきたか。また、天皇の名のもとに、
軍隊でいかにひどい目に合わされてきたか。敗戦責任が
天皇にないのであれば、あらゆる社会、組織において責
任が存在しないことになる。終戦を迎え、天皇の権威が
地に落ちた時、それは人生において最大の喜びであり、
勝利でさえあった。年端も行かない中学生の思考が正し
く、ほとんどすべての大人が盲目的に信じていた大嘘と
虚像の幻影が過ちであったことが立証されたのである。

若槻泰雄氏　元玉川大学教授

若槻泰雄氏



新編集委員紹介

私と編集
堀江洋之委員

このたび編集委員会に参加す
ることになりました。気が付け
ば、半導体業界に42年間も食べ
させて頂いておりました。私と
編集とのかかわりをお話して、
自己紹介といたします。
横浜の小学生時代、ガリ版
刷りの「科学新聞」なるものを
発行し、中学時代は修学旅行
の冊子の企画・編集をした記憶があります。これが私
の編集作業事始めであります。東京三洋電機時代には、
研究成果を社内に発表する目的で、手作りの冊子を皆
で作った記憶がおぼろげながらあります。後にトラバ
ーユして、顧客向けの広報誌・「東京エレクトロンニ
ュース」の発刊企画と編集を経験し、また「SEAJ会報」
の座談会「半導体製造装置の歴史」の企画・編集にも関
わり、更に「半導体製造装置用語辞典」と「半導体立国
日本」などの出版企画・編集にも首を突っ込むことに
なりました。
最近私は、趣味の民俗学や歴史の勉強が高じて、2000

年5月に「古き地に情念の形が見える」（三省堂書店・創
英社）を出版しました。そして懲りずにまた今年の8月
に、「黄金比の世界」（郁朋社）を上梓しました。そして
今度は、本誌の編集をお手伝いすることになったという
次第であります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

自己紹介
山本勇委員

本年八月より、前任・早川委
員のあとを引き継いで、本誌の
編集委員を承りました山本 勇
と申します。昭和十二年生まれ
で、現在宝塚市の阪急沿線に在
住しております。委員会よりお
奨めがあり自己紹介をさせて頂
きます。
平成10年川西会長からの呼び

かけがあり、その設立趣意書の主旨と文章が大変心打つ
ものであったため、一期会員として入会させて頂きまし
た。関西の初顔合わせは確か新阪急ホテルで催おされた
と記憶しています。
私は昭和三十五年、半導体工場で社会人生活の第一
歩を踏み出しました。当時は半導体工場勤務を希望す
る人が少なく同期五名と赴任してから、アッと言うま
の三十五年間でした。勤務地も熊本・相模原・一時米
国と歩きましたが、その間「敵うはずがない」と思った
米国と肩をならべ、最近は「負けるはずがない」と思う
国々に肩を並べられる走馬灯人生でした。前任の早川
編集委員とは、古くからのお知り合いゆえ同じ姿勢で
編集に参加できると思っておりますが、同じく関西地
区を担当するため、関東の方々とはお目もじする機会
が少ないかと存じます。ご了承のうえ、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

しかし、世界が戦後約60年弱を経た今、日本のみがいま
だに戦後を迎えていないという事実。言論の自由を閉
ざされ、世界の国々から嘲笑を浴びる悔しさ。さらに
は日を追うごとに劣化していく日本という国と日本国
民。最後の戦争世代人としての義務を、残された時間
内での次なる人生の命題とした。
例えば、天皇および天皇制をめぐっては様々な意見
があると思う。紙面の都合で割愛するが、若槻も大い

に物申したい。もちろん、その意見がすべて正しいと
は、若槻も思っていない。反論も受けたいと願う。し
かし、問題なのは、その議論の場すら許されないのが
今の日本の民主主義である。言論の自由がいまだ封印
されていると若槻は痛感する。タブーを恐れて口を閉
ざすのではなく、物事を徹底的に追及し議論すること。
声を大にしてこのことを訴え続けたい。ここに最後の
戦争世代人としての義務があると若槻は考える。
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