
1

No.

EncoreEncore
ア ン コ ー ル

半 導 体 シ ニ ア 協 会
ニ ュ ー ズ レ タ ー

発行元 SSIS半導体シニア協会

2005年9月

・特集号発行に当って 内田 雅人 編集委員長 1頁

寄稿の部
・心の姿勢 金原 和夫 諮問委員 2頁
・経営者の養成こそ、企業発展の鍵 高橋 昌宏 諮問委員 4頁
・私のオーケストラ経験よもやま話

本番よりは練習の楽しみの秘密 中原 紀 諮問委員 5頁
・大阪会合で人と語らい、京都（東寺）にて仏様と対面す 鈴木 司郎 会員 7頁
・晴耕雨読 野澤 滋為 会員 11頁
・ジャズとクラシックとくまもとテクノポリス 小野上 典明 賛助会員 12頁
・財政の天才・幕末を駆ける－山田方谷・奇跡の藩政改革－ 馬場 玄式 会員 13頁
・良いお客様とのおつき合い、人の縁に感謝 内山 雅博 賛助会員 14頁
・西堀イズムと私 菅原 修 会員 17頁
・シリコンバレーと熊本 伊井 恭子 賛助会員 19頁
・半導体シニア協会入会1年目の雑感 木内 一秀 会員 20頁
・明日に向かって 金子 和夫 会員 21頁
・豆電球屋の肖像―戦後の一断面― 山本 直志 会員 23頁
・パレートの法則 松岡 忠紀 賛助会員 25頁
・練達のシニアパワーで日本半導体復活の一助を 田辺 功 会員 26頁
・シルクロード紀行 細見 孝雄 会員 27頁

企業広告の部
ITコンサルティング 30頁

ユニバーサルシステムズ 31頁
サクセスインターナショナル 32頁

SEMI japan 32頁

内田 雅人（編集委員長）�

半導体シニア協会の機関紙「アンコール」は、興味ある話題の紹介記事、先端的技術の解説記事、変動す
る市場の観測記事、あるいは経験豊かなシニア会員によるこれまでの体験を基にした人生論や回想録、更に
は会員各位からのエッセイ、論説、提案などの自由投稿記事を織り交ぜて編集し、皆様方にお届けしていま
す。この「アンコール」を通して会員の皆様方が、半導体シニア協会の活動に関心を持たれ、理解を深めて
頂くことを期待しておりますが、今回特に会員による自由投稿の場を広く提供し、「アンコール」を大いに
活用して頂こうと考えて、「読者の広場」と「会員会社のPR」特集号の発行を計画致しました。
「読者の広場」特集号は、会員皆様方による随筆、随想、旅行記、見聞録、SSISに対する提言・提案など、
何でもありの自由投稿を前提とし、「会員会社のPR」特集号は、会員各位が関係する企業の内容や製品の紹
介及びPRを自由に行って頂く場を提供しよう、という考えの下に企画したものです。
当初はそれぞれの個別特集号として発行することを考えていましたが、今回は応募件数の関係から、「読
者の広場」と「会員会社のPR」の合同特集号として発行することに致しました。
この「アンコール」が会員皆様方の情報交換、意見交換の場としても、大いに活用して頂けることを期待
してこの特集号をお届け致しますが、今後、更に皆様方のご意見を承りながら、第2、第3の特集号も計画し
て行きたいと考えています。
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心の姿勢
私は、2000年9月から（社）新技術協会主催の「経

営者の感性を磨く会」および「開発型異業種研究交

流会」の講師を拝命し、毎月2回の会合に出ていま

す。そこで話した一部をご報告したいと思います。

中国の兵法の書「呉子」に、「百万の軍勢がその活
動力を充分に発揮できるか否かは、ひとえに総大将
の心の姿勢如何に左右される」とあります。
「心の姿勢」に関して、私はつぎを“Key Word”と
して取り上げたいと思います。
高い志を持つ
正々堂々
したたか
夫々について、われわれの立場に立って考えてみ
ます。
「高い志を持つ」

1．「高い志を持つ」とは、経済的成功欲求とは別に、
何らかの目標を持つということと言えます。自ら
開発した技術や商品の普及を通じた社会貢献や、
サービス提供を通じた社会への役立ちといったこ
とです。単なる金儲けだけが目的の場合、周辺の
人からの支援が得られず、大きな成功は得られま
せん。しかし、それだけでしょうか。

2．論語に「得るを見て義を思う」という言葉があり
ます。利益を得る時、それは人として踏むべき道
を外れていないかを考えるという意味です。これ
は経済だけではありません。世の中一般について

も言えることです。「高い志」であるには、経済的
効率を評価するだけでなく、同時に人間の倫理、
健康、幸福、公共に資する基準をもっと大事にし
なければなりません。モラルの問題が伴っている
ことが大切と思います。

3．また、一橋大学の伊丹敬之教授は、経営者や人
間を育てる三つの条件を、（1）志の高さ（2）仕事
の場の大きさ（3）思索の場の深さと広さ、と言わ
れています。つまり伊丹教授は、最も重要な条件
として「志の高さ」をあげてつぎのように延べてお
られます。
「志の高さとは、単に自分の私利私欲を追うので
はない公の心を持ち、結果として人生で何を達成
したいかについて目的を高く持つ。もちろん、単
なる理想主義や言葉が空疎にすべる志ではない。
足元を見つつ、しかし遠くを見る目線は高い。そ
れが、多くのことを考えさせ、自己修練の契機に
なる。」実に意味深い言葉です。

4．人の価値は、その人が「高い志」と「信念を貫徹
する情熱」を持っていて、「正々堂々」と生きてい
るかどうかで決まると思います。国や組織の力は
そのような人材が何人いるかで決まることになる
でしょう。
だとすれば、指導者の価値はどれだけの国民や社
員をそのような気持にさせるか、その力量で決ま
ると言えましょう。

5．アメリカの元大統領リンカーンは「たいていの人
は自分が幸福になろうと決心した程度だけ幸福に

金原和夫
諮問委員

講義中の金原と受講生達
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なれる」という名言を残しました。
人は「志」以上の人間にはなれないし、「志」以上
の成果をあげることもできないということでしょ
うか。

「正々堂々」

1．「正々堂々」とは、正々の旗、堂々の陣を言います。
戦いに勝つには、全軍の志気を鼓舞するために
必要な二つの要素があります。一つは、その戦い
をするための「大義名分」です。天下泰平のためと
か相手がいかに悪逆非道であるとか、当方が正当
の正義の軍隊であるとか、相手を討つ理屈を分か
りやすく、全軍の兵隊や地域の住民に知らしめる
必要があります。これが正々の旗です。
二つ目は、戦いは精神論だけでは勝てない。質
と量において相手に優れていなければならない。
ただ、量の面では圧倒的な差があれば別ですが、
戦略戦術のないあるいはしっかりした大将のいな
いバラバラの軍では、いくら量が多くても勝てな
い。そこで重要なのは質的な点すなわち戦略戦術
に優れた大将の下、よく訓練された軍勢です。こ
れが堂々の陣なのです。

2．「孫子」に、曹操の言として「正々の旗は邀（むか）
うることなく、堂々の陣は撃つことなし」とあっ
て、このような相手は敵にしてまともにぶつかっ
てはならないとしています。これが「正々堂々」の
語源であると言われています。

3．正々堂々という言葉からは卑怯な手段を用いず、
態度が立派なさまがうかがえます。それは単に見
た目の外部的印象のみでなく、精神面でも何も悪
いことはしていない、何もやましいところはない
との自信に満ちた様子がうかがわれます。
曹操が避けよと言ったのは、そうした正々堂々
の勢いに乗った軍は非常に強いので、戦って無用
の出血をすることを避けよと言ったのです。

4．「正々堂々」には、精一杯生きる。小賢しいこと
をせず、正々堂々と戦う。策を弄さず正々堂々と
した態度を貫く。といったニュアンスがあります。
人間としての信用を失わないために、どんな状
態におかれても卑怯な手段を選ばず正々堂々と振
舞う。隠し事をしない、うそをつかない、自分だ
けの甘い汁は吸わないといった、人間として当り
前の姿勢を正々堂々と貫くことが大切であると思
います。そして、他のすべての人に対しては勿論
ですが、自分自身に対しても正々堂々としていな
ければいけないと思うのです。

「したたか」

1．大辞林では「したたか」とは、強くて手ごわいさ
ま、また一筋縄ではいかないさまとあります。私
は、ただそれだけではないと思うのです。
いかに踏まれても、蹴られても、へこたれず最
後までしぶとく生き抜いて、最終的に勝利を勝ち
とる。そこには自分の考え、主義主張を命を懸け
ても守り抜く強い意志が感じられます。

2．決してあきらめないというベースには、様々な
手段を考えついて駆使する実行力を持ち、且つ不
撓不屈の精神を持っている筈です。
また、礼儀をわきまえており、長幼の序はよく
分かっているが、時に及んで自分自身の考え方、
立場はしっかり守る。（それを大声で主張するわけ
ではないが、強いて秘めているわけでもない）

3．自分自身の主義主張をしっかり持っているとい
うことは、それを基にして物事を判断し、まわり
の言い分に動かされない。表面はオブラートに包
んで穏やかにしているが、いざと言う時には快刀
乱麻の切れ味を示すことがある。さらに、相手の
立場も分かるが、無条件には屈しない。

4．「格好良さは関係ないが、男の美学までは捨てて
いない。恥も外聞もあり、死に物狂いのかたちは
見せない」ということであってほしいとも思うの
です。

以上、心の姿勢に関して、三つのkey wordについ
て、述べました。
「高い志」を持ち、「正々堂々」と、且つ「したたか」
に生きて行きたいものです。
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受講者との工場見学会で、金原は最前列向かって左端



4

経営者の養成こそ、企業発展の鍵
昨今、企業の不祥事が大きく報道されています。

JR西日本、日本航空、三菱自動車等々、枚挙に暇が
ありません。背後に、問題の発生を隠蔽する企業体
質が組織に深く内在しているのではないでしょう
か？
かつての日本軍も同様でした。長期戦では勝ち目
はないとの有識者の意見が無視されたのです。石油
をアメリカからの輸入に依存していながら、備蓄の
ある間なら勝てるという意見が通ってしまったので
す。日本固有のムラ社会では、このような反対意見
の排除が繰り返されてきました。本質的な問題の追
及が行われることは殆どありません。口外すること
が先輩や同僚を傷つけ、組織から疎外され、自らの
首も絞める事にもなるため、見て見ぬ振りをさせる
のです。
企業体質を改革するには経営陣の交代が最善の策

です。日本の大手企業では、社内力学に長け、内部
から階段を上りつめ、組織に馴染んできた生え抜き
のサラリーマンが経営者にあがることが多く、この
人達では大胆な改革は無理でしょう。戦後の高度経
済成長期には、ムラ社会が成長のエンジンとして機
能してきました。しかし、インターネットの普及等
により経営環境のグローバル化が進んだデジタル社
会では、このような企業は変化に取り残され、世界
市場における自社ポジションを見失い、先行大手企
業の追随型に陥っています。
トヨタ・ホンダに代表される自動車、JFE・新日

鉄を擁する鉄鋼業界を除いて、多くの日本企業は国
際競争力が弱いように思います。海外市場では殆ど
シェアを獲得できず、低成長の国内市場に多くの企
業がひしめき合っています。パソコン・携帯・重
電・白物等、電子産業では参入企業が多すぎます。
自動車や鉄鋼の強さは、技術流出を避け、最初から

世界市場を狙った結果でしょう。
我々半導体産業にあっては2001年の大不況時、経

産省の主導で系列の枠を超える合併（例：三菱＋日
立＝ルネサス）等が設立されましたが、世界一のイ
ンテルに比べると、まだ日本企業の事業規模は小さ
く低収益に喘いでいます。

高収益優良企業となる為には的確な「選択と集中」

が不可欠です。しかし旧来の企業の経営意思決定は
極めて遅く、商機を逸しているのが現状です。この
ような会社では必要な議論が行われず、真の実力主
義が機能していないようです。成果主義人事制度を
導入しても役員には適用していないことが多いので
す。よって、しがらみのない経営陣を外部から招聘
することが有効に機能します。例えば、日産では塙
会長の強力な支持の下、ゴーン氏が組織横断的なク
ロスファンクショナルチームと各人にコミットメン
ト制を導入し、同社を再成長へと導きました。また、
エルピーダメモリでは、NECと日立がTI出身の坂本
幸雄氏をトップに招聘し経営を任せた以降、社風が
アグレッシブになってきたように思います。日本人
は外圧（外人）に弱いようです。黒船来航と太平洋
戦争がその後の日本文化を大きく変えました。企業
文化を変えるには圧力が必要です。
グローバル競争時代においては、企業文化が経営
環境に適合しているかどうかを常に留意しておく必
要があります。社風に合う人間だけを採用してはい
けないと思います。「うちの社員」化の研修を継続
し、旧来の風土に固執する会社は、世間の変化に気
づかず、不祥事を隠蔽する温床を醸成することでし
ょう。
企業が永続的に存続していくためには、真の実力
主義が必要です。戦前の小学校等では飛び級もあり
ました。現在では運動会で一緒にゴールすることを
指導している学校が多いように、徹底した競争意識
が養成されていないのです。平等が一番良いという
風土では世界に取り残されるでしょう。グローバル
競争時代に生き残るためには、エリート経営者の養

成が不可欠ではないでしょうか？
そもそも日本では、一部の大学院での試行例を除
き、ビジネスリーダーの組織的育成は、本格的には
行われて来なかったように思います。日本ではいわ
ゆるOJTが中心で、起業や経営についての確固たる
育成制度は存在せず、やっと最近、専門職大学院が
発足等、端緒についたばかりです。
一方、米国ではビジネススクールの他に、GE等の

高収益優良企業のように、次世代経営者養成の為の

高橋昌宏
諮問委員



社内大学が盛んです。意思決定プロセスを中心に、
経営に必要不可欠なカリキュラムを組み、実務に精
通した外部講師陣によって訓練が行われています。
米国では「企業経営」は訓練により会得できるスキル

と認められているのです。
今後、質の高い経営者の養成と世界に支持される
各社独自の企業文化の構築が、企業を発展させる鍵

となると確信する次第です。
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私のオーケストラ経験よもやま話
本番よりは練習の楽しみの秘密

概要

筆者は在住の地元で現在三つの演奏団体に参加し
て、第一バイオリンと第二バイオリンのパートで演
奏する機会に恵まれている。これは筆者の年代のシ
ニアとしては恐らく稀有の経験であろうが、ここで
はその経緯について回想しながら市民オーケストラ
活動の魅力について述べ、会員読者の参考に供した
い。
オーケストラ経験の中での稀有なエピソード

当協会の機関誌Encore誌ですでに述べた1）ように、
筆者は地元での弦楽合奏グループを1977年に発足さ
せ演奏活動を開始したが、1981年には足利市にある
足利市民交響楽団に参加を勧誘され、はじめてオー
ケストラでの演奏を経験することになった。最初は
楽譜を追っかけるのが精一杯で第二バイオリンの末
席で演奏していたが、この第二バイオリンの仲間と
の交友は非常に楽しいものであった。
しかし1980年代後半には関西への出張が増えたた

めオーケストラ出演は休業していたが、1993年に現
役を退任して時間的に余裕ができたのでこのオーケ
ストラに復帰した。実はこの復帰後このオーケスト
ラにエキストラとして出演していたR子さんとの出
会いが始まったのである。彼女は弦楽演奏者の養成
校として名高い国立（くにたち）音大のバイオリン
科を卒業したとのことであった。R子さんの父君Y氏
は残念なことに1991年に死去され、筆者より約10年
若い余りにも早い死去には胸を痛めたのであった。
実はY氏とは電子ウォッチの開発・商品化プロジェ
クトで、1972年から約3年間文字通り苦楽を共にし
お互いに気心の知れた間柄であったが、1976年以降
筆者は新事業部の経営という新しい任務を与えら
れ、またY氏は半導体事業部門に復帰して、お互い

に再度の交友機会がないまま永別となったのであ
る。
さて1998年、群馬県太田市に新しいオーケストラ
として太田フィルハーモニーが発足することになっ
た。この前身である太田シティオーケストラには
時々賛助出演の機会があったので、筆者は思い切っ
てこの新設オーケストラに参加することを決心し
た。当然第二バイオリンでの参加を想定していたが
団長から第一バイオリンを弾いて欲しいとの要望が
あり、ここで初めてオーケストラの第一バイオリン
演奏の機会を与えられた。筆者にとってこれは非常
に貴重な経験であり、このオーケストラの発足以来
いろいろな名曲の第一バイオリンパートでの演奏を
経験できたことには深く感謝している。
さてY氏の遺児R子さんはこのオーケストラにもエ
キストラとして参加することになり、筆者は図らず
も2004年10月11日の定期演奏会ではR子さんとペア
で演奏する機会を始めて与えられたのであった。曲
目はドボルザークの交響曲第9番（新世界から）、R子
さんが外側、筆者は内側というペアで譜面のめくり
は筆者の役目であった。R子さんとペアで練習する
機会は本番前のリハーサルまで殆どなかったが、何
とか無事に演奏を終えることができた。
以前からR子さんが出演する演奏会には私も出演
しているのでチケットを毎回Y未亡人に贈っている
が、仄聞によるとY未亡人は毎回Y氏の遺影を胸に
演奏会に出席されているとのことで、実にY氏が死
去してほぼ15年後筆者はその遺児とのペアでオーケ
ストラ演奏に参加したことになる。もし彼が存命で
あればという思いをひとしお深くしたことであった。
2005年5月14日にはこのオーケストラのファミリー
コンサートで再びR子さんとのペアで演奏する機会
に恵まれた。演奏曲目はベートーベンの交響曲第5

番（運命）であったが、この古典的な名作をR子さん



とペアで演奏する貴重な経験となったのである。今
年秋の定期演奏会ではブラームスの交響曲第1番を
演奏するが再びペア演奏の機会を待望している。
市民活動としてのオーケストラの魅力

筆者は現在自ら設立した弦楽合奏団（アンサンブ
ル　ルーデンス）での演奏、すでに20年以上の付き
あいがある足利市民交響楽団、それに太田フィルハ
ーモニーでの練習機会を文字通り享受している。何
故かというと、最初はとても演奏が難しいと思われ
るような曲が練習を重ねるにつれて何とか演奏でき
るようになる、プロセスが楽しいからである。ある
意味で本番の演奏を終えた時に感ずる一種の哀感に
比較すると、練習のプロセスの方が楽しいのである。
この秘密は新しい楽譜に挑戦している時に脳への血
流が増加するといる現象に起因しているのではない
かと思っている。
さてこの三つの団体に共通しているのは、エキス
トラとして御手伝いの人は別にして、レギュラーメ
ンバーは皆それぞれ本業の仕事を持っており、練習
に参加する1時間くらい前までは音楽とは全く別世
界の仕事をしている、いわば実業団アナサンブルも
しくはオーケストラなのである。
筆者は1995年に知人から「芸術経営学を学ぶ人の

ために」という書籍に共同執筆を依頼され、市民が
参画する芸術活動の例として市民オーケストラとプ
ロフェショナルの指揮者あるいは演奏家との協業化
の意味論を試みたことがある2）。この中で筆者は芸

術経営学を「有意味性価値」の経営学として論考し
たのであるが、この「有意味性」という言葉は「有
用性」という言葉と並んで哲学者ハイデッガーの高
弟（女性）ハンナ アレントが「人間の条件」という著
作の中で指摘した人間の行動原理に関連している3）。
すなわちアレントはおよそ人間には何らかの役に立
つことを目的とする行動と並んで、それ自体に価値
があるような行動の両面があること指摘している。
ここで注目すべきはこの労働と遊びの“相補性”で
あろう。例えば市民オーケストラの活動は、遊びと
して個々のメンバーの労働とは相補的であると同時
に、音楽を職業としている演奏者や指揮者による労
働とも相補的という意味で二重の相補性があり、こ
の相互理解こそ市民オーケストラとしての芸術経営
学の基本になっていると考えている。実際にこのよ
うな労働と遊びの相補性という概念は、現代社会に
広く浸透しているのではないかと密かに思っている
が、読者諸賢のお考えはいかがであろうか？

参考文献
1）中原　紀：「私のモーツアルト体験」、Encore No.20

（2001）．
2）中原　紀：「市民参加型の芸術活動と芸術経営」、佐々
木晃彦編著「芸術経営学を学ぶ人のために」第三章、
世界思想社（1997）．

3）ハンナ　アレント著、志水　速雄訳：「人間の条件」、
ちくま学芸文庫（1994）．

6

前から3列目、左端がR子さん、その右白髪が筆者、演奏曲目はベートーベンの第5交響曲（運命）
2005年5月14日太田市民会館で太田フィルハーモニー交響楽団演奏会
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大阪会合で人と語らい、京都（東寺）にて
仏様と対面す

関西での良き方々との出会い

昨秋（2004/11/24）、大阪に於いて、本協会の運営
委員会と特別な大阪シンポジウムが開催された。シ
ンポジュウムが主体であったが、私はそれらに出席
すべく久しぶりに関西に出掛けたのである。委員会
は例会としてキチンと実施された。シンポジウムは
関西支部メンバーにより順調にすすめられ、その内
容は、森山委員によってまとめられ、「アンコール」
1月号に掲載された。私はその後の懇親会にも参加
し、人との交流を得たのである。そして、1泊した
翌日、京都・東寺（とうじ）に寄って、帰宅した。
さて、私は、関西に行くに当たっては所定の会合
に出席することを目的にしてはいたが、機会が得ら
れれば出来るだけ多くの人達と顔合わせしたいとの
期待も心境に含めていたのである。
その人との出会いについて、委員会では元委員長
の河崎様にお会いすることができた。また、懇親会
では、東京でよく話し合いしていた人が、関西に戻
っておられ、予想もしていなかった所での顔合わせ
となり、うれしさを覚えるとともに再会を語り合っ
た次第である。その他、日頃の交流の人達や初めて
名刺交換した方々も勿論いた。
そうした中で、若しおられたら是非ともご挨拶を
と思っていた方がいたのである。それはフジキンの
新社長小川様です。種々の事柄について、ご丁重な
ご連絡を頂いていたためである。さーて、何処にお
られるかと思い、懇親会のスタートと同時に動こう
とした時、会の進行役員である森山委員が小川様を
フジキン株式会社の新社長として紹介されたのであ
る。敢えて探索する必要はなくなった。新社長のご
挨拶。そして、数人の人達が早速小川様に挨拶をし
ていた。私はしばらくしてより伺うことにしたのだ
が、小川様ご自身が出席者の皆様に一人一人挨拶に
回り始められたので、私は、他の人と会話を継続し
て待機することにした。しばらくして、小川様がお
出でになり、言葉を交わしたわけである。それは、
文字通り型式的な挨拶に終わってしまったと思う
が、小川様は殆ど全員の人に回っておられたのであ

るから、余り長くお引き留めするのは失礼と思い、
適度の話にしておいた。稍々不足の感は残ったが、
一応、挨拶が済み、一堵したということである。
さて、もう一つの会話は、比較的若い人との話し
合いである。若いと言っても現役の人であり、シニ
アの会だからそのように見られると言うだけであ
る。35から40才代かもしれない。ビールを注ぎなが
ら本会の感想を聞いてみた。最初は型式的に結構で
したから話は進んだ。そして、今どんな仕事をして
いるのか、との問いに対して、研究開発業務との回
答。テーマを聞くわけにはいかない。業務姿勢を想
い「部屋の中でコツコツと大変ですね」と言ったら、
「それは以前のこと」と言われた。現在は企業内のこ
ととしての認識をしっかりと持ち、2タイプがある
とのこと。1つは長い時間掛けて行う基礎的研究。
もう一つは近々の会社業務（利益）への反映を考慮
した試作開発である。これには「研究開発」とか「新
製品開発」という名称はあるが、研究室における研
究開発とともに市場調査、他企業の動き、そしてス
ケジュールにもとづく効率的開発の推進、所謂技術
のみではない、技術経営の実施でもある。基礎研究
も時間を与えられるだけではなく、学校や官公社と
は異なる目的を持ち、時間・費用・人材等による技
術経営の概念をもって効率的にのぞまないといけな
い、との語らいであった。私も技術管理の業務をし
てきたので、途中でイエス、成る程等の応答をし、
試作開発の推進をみてきたことを久しぶりに思い出
したりした。企業における研究の目的、その研究の
効率的推進即企画・計画性その結果の期待と扱い、
論文（情報）や現在大いに注目を浴びつつある特許
について等、なかなか短時間ながら興味ある話であ
った。
半導体シニア協会の懇親会は人的交流の場であ
り、集まり散じた方々が互いに情報交換しあい、和
を深め、再会を誓いあえるのは結構なことである。
その上で、この場が、上場企業の新社長の方にご挨
拶の場とし活用して頂けたこと、また、現役の研究
者と率直な話し合いの出来たと言うことは有り難く
うれしいことであった。また、今回、単なる雑談の
場としてだけでなく、上記の場所づくりをした運営

鈴木司郎 会員
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委員もいたということである。

大阪特別シンポよりの寄り道・京都

－親切な女（ひと）に出会う－

11月24日は1泊。翌11月25日、大阪から京都に寄
り道して帰ることとした。但し夕刻には東京に着き
たい。京都には多くの寺々があるが、余り騒々しく
なく、じっくりと仏に対面できる所と思った。即東
寺である。服装をラフにして大阪を発ち京都駅に着
く。紅葉も終わりに近く、然もウイークデイだとい
うのに大変な観光客数である。さて、以前は東京や
その他各地方からの修学旅行というと奈良・京都が
多かったが、それらしい年齢の人は目に入らず、シ
ニアの女性群が圧倒的であり、その他ある程度の年
齢の夫婦ペアや若い女性達はいたが、70才近い私の
ような野郎一人は余りいないようであった。
先ずは駅構内でバッグを納めるコインロッカーを
探す。見つかったはよいが、どこも満タン。さーて
弱った。案内に聞くと、京都タワーの方の地下街に
行けば間違いなくあるとのこと。バッグを持って歩
くわけにはいかないので、そのほうに行く。確かに
ロッカーはあり、カメラ等の必要な物のみを出して
バッグは納めた。さて、この場所を確認しておくこ
とにした。可成り前の東京でのことではあるが、カ
バンをコインロッカーに入れて友人と歩き回り、歓
談後その友と快きさよならをしたのはよいが、カバ
ンの置き場所が見つからずに困惑した覚えがあっ
た。そこで、カメラとメモ用具を手にして周辺を見
まわしたのである。前には土産店あり、左サイドは
低い階段で京都駅の方への通路、右は四つ角でやは
り店──。年寄りがキョロついていたのであろう。
人は時に一人か二人が静かに通り抜けるだけで、各
店にも客は殆どいなかった。突然、横向きの肩越し
に、「何をしているのですか」との声を掛けられた。
50代か60代かの女性である。デパートか何処かに出
掛けるのか、買い物にでも行くのか着物姿の比較的
落ち着きのある奥様風の人。「何でもない」と応えれ
ばそれで済んでしまったかもしれない。気軽な気持
ちでいたこともあってか、「場所を確認している」
と一言口にしたのがはじまりであった。その人は
「あちらこちらと見回す必要はありません、上を見れ
ば直ぐ判ります」と手を差し出した。顔を上げると
カード状の案内板があった。新町通・塩小路通との
表示だったと思う。あっそうか、と思った。何時も
京都地図で目にする碁盤の目状の道筋が頭に浮かん

だ。「有り難うございました」と言ったら、「京都は、
上から横に一条、二条、三条──、縦は千本通、堀
川通、烏丸通のように通りが整然としています」と
のこと。「自分の知りたい場所については、実際に
そのケ所の情景が判らなくとも、京都の人に「縦横
の通りの名」をお話になれば直ぐ教えて貰えます」
と言っていた。「さーて」と、歩を進めようとして
いたら、間髪をいれず、何処から来て、何処に行く
のかとの問い。急ぎますので、と言おうかとも思っ
たが、ラフな装いにカメラ、そして実際に急ぐ必要
のない行動であった。私は、東京から来た、事の序
でに東寺へ、と言う。すると、「まあ、東寺は、八
条通りで、駅の全く反対側ですよ」と一瞬いかにも
驚きの顔色を示す。また「弘法大師様のお寺で、日
本一高い五重塔があり、今は国宝をお見せしている
筈です。近鉄でひと駅、歩いてもすぐです」と。い
ろいろと説明してくれた。親切な人に出会ったので
ある。但し、プラスアルファ分もあったような気は
していた。親切もこのあたりが限度、これ以上聞い
たりすると、お互いのために良くないと思い、再度
「ありがとうございました」と礼を述べて足早に階
段をあがった。
東寺は案内書によると近鉄奈良線東寺下車西へ徒
歩5分とのことである。近鉄に乗ろうとしたら、事
故とのこと。東寺には既に2～3回行っているが、車
で他の寺も回りながら寄った時は、駅から瞬く間の
時間であったし、歩いて僅かな時間であった記憶も
ある。だが、歩いたのは大分前の若い頃ではある。
さて、と一瞬、車か、バスか、歩きかと思ったが、
躊躇することなく歩くこととした。先の「歩いても
直ぐ」の女性の言葉だ。多少風は吹いていたが、秋
の日差しを浴びつつ左右を見ながら歩きはじめる。
しばらく歩き、僅かな距離のはずが、10数分かかり、
やはり「年かな」との思いが自らの頭脳の中に走り
かかった時に、寺の入り口を表示する所に着いた。

東寺：講堂・金堂での大日如来、薬師如来像

－怒りと人々への想い、こころのやすらぎ－

洛南高と観智院（かんちいん）の間を通り東寺に
入る。先ずは全体を見回す。北側から入ったので、
その方向から見ると東寺は北大門－食堂－講堂－金
堂－南大門が一直線に立ち並ぶ伽藍配置（がらんは
いち）である。右に大師堂等があり、左側に五重塔
がある。平安遷都（せんと－都を移す－）の後、延
暦15年（796年）王城を守護のために羅城門（らじょ
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うもん）をはさんで朱雀（すざく）大路の東西に立て
られた寺の東側の寺である。このため正式の名は教
王護国寺（きょうおうごこくじ）という。宝物館が
オープンしているはずとのことで、先ずそこに入る。
11／25日は秋期特別公開の最終日であった。最初に
目に迫り凄いと思ったのは足利尊氏の大きな梵鐘
（ぼんしょう）である。それから多数の仏像と屏風。
特に五大尊仏像と十二天屏風（じゅうにてんびょう
ぶ）が国宝や重要文化材として注目を集めているよ
うであった。案内書では五大尊と十二天としながら
も屏風を優先しているかのようにも受けとれた。そ
の屏風は美しく、保管のよさを実感した。物によっ
ては現代絵画ではないかと思われるほどであった。
私はむしろ仏像に引かれる思いがある。階段を上が
って面した五大尊仏像と千手観音立像、拝観のスペ
ースはそれほどの広さはなく、拝観者自身も僅かで
あった。鋭い目で睨まれたり、やゃ閉じ掛けた目で
深い想いに誘われたり、威圧を感じたりであった。
その他にも多くの貴重な仏像、絵画、寺院に関する
事物等の展示があった。拝観者は2～3人の若い女性
と夫婦の人達、それにシニア女性群で、国宝館内で
出会ったのは、恐らく、開館最終日でもあったため
か否か、5，6組でしかなかった。勿論、皆静かな足
並みでの拝観・見学であった。国宝館を出て、大師
堂、経堂、食堂を簡単に覗き、講堂、金堂へ。それ
ぞれ重要文化財と国宝になっており、長き時代の歴
史を見、風雨を浴び、なおかつ歴然とした形を保っ
ている重厚なたたずまいである。
先ずは講堂に入る。大変な量の仏像が安置されて
いる。全部で21驅（たい）、中央部が如来部（にょら
いぶ・悟り－心のやすらぎ）、右が菩薩部（ぼさつ
ぶ・修行－堅い心・努力）、左が明王部（みょうおう

ぶ・悪への怒り）で、それぞれ5驅、その左右に帝釈
天（たいしゃくてん）と梵天（ぼんてん）。その周辺
には四天王が配置されている。ここでは全体で仏教
の世界観を示す曼陀羅（まんだら）を表していると
も言われている。右→中央→左と拝観してより、再
度中央に戻り大日如来を見上げる。拝観者は少なく、
仏像の方が多いほどであった。その目を見ていると、
都会の騒音、世の中の人々の混雑・汚れが頭の中を
走り回る。仏たちは人の悪に対して怒りとばしの心
を燃やし、修行を求め、そして、やすらぎへの道を
示すようである。夏目漱石の著『こころ』に記され
ている「──。平生はみんな善人なんです。──い
ざというまぎわに、急に悪人に変わるんだから恐ろ
しいのです。」の言葉と同時に、梅原猛が『仏像に
想う』の東寺の中で書いた「私は、人の外と内との
2面の悪に対するはげしい怒りの心が内面に燃えて
いない人を真に正しい人と認めるわけにはゆかな
い」との言葉を思い出した。仏は、汚れとともに、
人は善人であるとの哀れさをも説いているのだろう
か。出口の方に静かに足を進めようとしたら、仏の
皆様が穏やかな声で人間の皆さんは急ぐ必要はない
よと言っているようであった。
そして金堂。中央に薬師如来（やくしにょらい）、
その右左に日光・月光の菩薩。薬師は病気平癒（へ
いゆ）とともに世の中での福利増進である。医術の
大陸における技術文明の合理性も含んだ明るさ、強
さと広さをもっている。静かに一通り拝観してより、
再度中央に戻り薬師如来に面する。拝観者は少なく
静寂、やさしさを含んだ師の威厳さを感ずるほどで
ある。勿論黙して語らず。それにも拘わらず、見る
人は見ているし、判る人は判っているとのことを語
り、人の身体とともに心の傷をも癒（いや）さんと

晩秋の静寂な東寺、中央・五重塔（国宝）、手前右・講堂（重文） 東寺の金堂（国宝）
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しているかのようでもある。そして、穏やかさと空
間的広がりを与える袋がこころの中に納められたよ
うな感じさえした。少しのあいだ立ちつくしてから、
軽く拝して、その場を離れて外に出た。

日本一55メートル五重塔と写真家によるシャッターオン

東寺で見落としてはならないもう一つは五重塔で
ある。見落とさないというよりいやでも目に飛び込
んでくるものである。新幹線からも望める。天長3年
（826年）弘法大師の創建ながら、災禍・消失4回との
こと。それでも現在のものは寛永21年（1644年）に
徳川家光による竣工であり、古塔では55mの日本で
最高のものである。周辺の各ヶ所に夜間照明器具が
備えられている。照明光を浴びた五重塔を中心にし
た東寺の夜景もまた格別かと想像した。さーて、折
角来たので五重塔をバックに写真を1枚撮って行こ
うと思った。誰かにシャッターオンを頼もうとまわ
りを見る。この場所は弘法大師（空海）の命日であ
る毎月21日（縁日）は露天が居並び賑わうとのこと
だが、この日はぽつりぽつりの人影。カメラを握っ
て五重塔を見上げたり、首を延ばして人捜し気味に
動いていた時、三脚とカメラを身にした人がいた。
その人の方に一歩近かづけつつ顔を向けた時、相手
の面と向き合い目もピタリと一致した。考えること
もなく「カメラのシャッターを──」との言葉が自
然に口から出た。相手の人はあたかも依頼の言葉を
待機していたかのように「はい」と気軽に応えてく
れた。それが40オア50代か60代かの比較的高音の女
性の声であった。ズボンとジャンパーに帽子を被り、
三脚を担いで撮影道具一式をバッグに入れて歩くカ
メラマンかと思いきや、カメラウーマンとでも言う
べき人であった。「機会を得て来たので、記念に1枚、
五重塔は全部入らなくとも結構です」とお願いする。
すると、「もっと、前に来て貰った方がいいです。
左の方へ、塔の上を入れないと写真になりません」
等の後、自らが半身になって親切にシャッターオン
してくれた。その上、あと10日程前に来れば素晴ら
しい紅葉で飾られる写真が取れたはずとの言葉もあ
った。こちらがオンして貰ったので、一応相手のフ
ォトオンをすべきか否かを聞いたが、結構ですと言
われた。三脚で自動が可能、むしろ東寺へは度々来

ているようであった。逆に、もう少し離れた場所で、
池や木々の葉も入れた五重塔の撮影も又よき記念に
なるとの写真談であった。ここでも「ありがとうご
ざいました」と軽い礼を言って東寺を出た。

こころの落ち着きと広がり

八条道路への出際に観智（かんち）院の庭園に寄
る。小さいが、竜安寺のと同じような白砂と石の庭
である。縁側の隅に座して眺めていると、白砂の波
が、微かな風によって徐々に大海に拡大して行くよ
うにさえ見えた。こころのゆるやかな広がりを覚
え・受け取りながらその場を立ち上がり、観智院を
後にした。

東寺には芥川龍之介が『羅生門』に書いた「羅城
門（らじょうもん）跡」というのがあるが、現在は
石跡のみのようであり、距離も少し離れているので、
何時もながら又の機会にとした。多少、足の疲れは
あったが、急ぐわけでもない、東寺を回ったこころ
の落ち着き、広がり、人への思い等での胸の膨らみ
を保ちつつ京都駅へと歩をすすめた。

（2005年2月10日執筆）

白砂と石による観智院の石庭（枯山水）
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晴耕雨読
最近この言葉にとみに惹かれるようになってきた、
というか、この言葉が身近に感じられるようになっ
てきた。
平均寿命が八十歳を越え、これに年金問題を絡め
て、人によっては七十歳まで働ける環境が必要であ
ると主張しているが、大学を卒業してからでも五十
年近く働かなければならないのはなんとなく気が重
くならないでもない。
さて、かくいう私も六十六歳を過ぎていまだに週
五日間会社に出勤している身であるが、最近は引退
をするタイミングを考え始めていて、引退後の日々
のすごし方を以前よりはより具体的に考えるように
なってきた。こういう状況下で時々頭に浮かんでく
る言葉が「晴耕雨読」である。なんとなく、現役を
引退した後の、ひとつの理想的なライフスタイルと
して憧れを感じさせる言葉である。多分その理由は、
この言葉から思い浮かぶ人物が二人いるが、この二
人の暮らし方が、自分にとって大変好ましく映るか
らだと思う。
この二人の人物であるが、一人は実在の人物で、
もう一人は小説の主人公である。前者は私が小学校
6年生の時の担任の先生であり、後者は藤沢周平の
小説「三屋清左衛門残日録」の主人公である。
小学校時代の恩師は森治雄先生といい、大学を出
て最初に赴任した先で受け持ったのがわれわれのク
ラスであった。絵画、音楽などの芸術的センスの豊
かな先生であった。小学校を卒業してからも時々お
家に遊びに行っていたが、先生の実家は旧家らしい
立派なお屋敷で、南向きの庭がかなり大きな野菜畑
につながっていた。二, 三年前になるが、このお家
を訪ねたときも、先生は健在で、勿論教員生活はす
でに終えられて悠々自適の生活を送っていたが、こ
の時垣間見た先生の生活が、最近引退を考えるよう
になってから、シニアライフのひとつの理想的なも
のに見えてきた。天気がよければ庭の菜園で百姓仕
事をし、また気が向けば15キロ位の距離にある三河
湾の漁港においてある、釣り船でゆっくり太公望を
決め込む。雨の日は好きな絵筆をとって静物画や風
景画に取り組む。またはピアノに向かって好きな歌

を弾き語りしたりして楽しんでいるようであった。
社会との繋がりは、数多い教え子が時々尋ねてくる
ことで保っている様子であった。このスタイルをそ
のまま都会で実現するのは難しいとは思うが、大変
心惹かれるライフスタイルである。
次に、「三屋清左衛門残日録」であるが、これは藤
沢周平が練達の筆で、五二歳で隠居した武士の心の
うちを、いろいろな出来事を通じ、見事に書き上げ
た、私の大好きな小説である。主人公が隠居した五
二歳という年齢は、人生五十年といわれた当時では、
かなり高齢のほうではないかと思う。この小説に書
かれている十五編のストーリーはどれをとっても心
に残る秀逸なものであるが、ここでは特に印象に残
る二つの挿話を紹介する。ひとつは、主人公が隠居
をし始めて世間とのつながりが切れ空白感に襲われ
ているとき、息子の嫁が来て、それとなく、自分た
ち若夫婦が出来立ての隠居の気持ちを気遣っている
ことを、さらりと告げていく話である。昔の人情味
豊かな親子間のつながりが、心を打つ。もうひとつ
は、この嫁の勧めもあって、三日に一度礒釣りに出
かけるようになったのだが、どうもそれだけでは物
足らず、一念発起して三十年前に通っていた剣術道
場で稽古を再開し、徐々に体力気力を取り戻す話で
ある。小説では、この剣術の腕を使って、悪人ども
をやっつける痛快な話もあり、これもひとつの理想
的なシニアライフかと思ったものである。

野澤滋為 会員

トーメン時代の仕事仲間との会食、前列中央が筆者
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ジャズとクラシックとくまもとテクノポリス
“放送とネットの融合”一時期話題になった流行語
であるが、この融合とか連携とかパートナーシップ
とか、いわゆるネットワーク力というものが世の中
を支配している。
音楽に置き換えると、情景と音楽との融合とでも
言うべく描写音楽という言葉があるが、古くはビバ
ルディの「四季」。あの鳥のさえずりから始まり、厳
しい冬を生きていく生命力まで描いた名曲である。
あるいは日本人が大好きなチャイコフスキーが作曲
した、ロシアに侵入したナポレオンを撃退する曲
「1812年」。有名なワーテルローの戦いの年だ。何と
フランス国家マルセイユを大砲でぶっ放すという音
楽構成になっており、痛快な戯曲である。これに対
してモーツアルトの音楽は、いわゆる音楽そのもの
の美を求め、メロディやハーモニーの美しさで何百
年も人を魅了してきた、絶対音楽（？）である。融合
なんぞ縁もゆかりもない世界であるが、それでもハ
ーモニーという部分では楽器同士の個性を生かした
ネットワーク音楽、つまりシンフォニーやオペラな
どの曲がピアノ曲やヴァイオリン曲などよりも人気
が高い。人はネットワークの魅力に大昔から気づき、
それを求めて生きてきたのかも知れない。

10年ほど前からジャズに興味をもち、せっせとCD

を集め聞いているが、ジャズはなんとも奥が深い。
もちろんクラシック
も奥が深いのである
が、ジャズ特有のあ
の後うちのリズムと
神がかり的なアドリ
ブ演奏にはほとんど
脱帽状態である。ジ
ャズの真似事でアル
トサックスを吹き始
めたのがやはり10年
前で、一向に上達は
していないが、それ
でもコルトレーンや
ホッジズを夢見なが
ら演奏仲間と活動す

るのは大変楽しい。
ところで、最近気づいてきたのが、ジャズとクラ
シックの融合（？）。クラシックは作曲家の意図を如
何に忠実に再現するかに演奏家は全力を注ぎ、その
ため、譜面にこれ以上ないくらい忠実に演奏をする。
これに対してジャズは作曲家の意図以上に演奏家の
表現を大事にする音楽であり、演奏の大半はコード
（和音）によって演奏され、演奏家が変わると曲自体
の味わいもがらっと変わってくる。ところが、最近
いくつかのCDを聴いていいなと思った曲に共通項が
あるのを発見した。それはフォービートでありなが
ら、バックのオーケストレーションがクラシックな
のである。まさにジャズとクラシックの融合なので
ある。もっともこんなことを思いながら聴いている
のは私だけかもしれないが‥‥。
さて、熊本県の企業誘致、つまり私の本職の話を
少し‥。熊本県は通産省が昭和55年に提示した「テ
クノポリス構想」にいち早く取り組み、これまでさ
まざまな取り組みを行ってきた。テクノポリスは
産・学・住の有機的連関という、やはりネットワー
クの施策であるが、半導体産業やバイオ産業、メカ
トロ産業等のコンプレックスを目指し、積極的な企
業誘致と地場企業の技術高度化施策をとってきた。
県工業試験場の充実、新たな研究所（電子応用機械
技術研究所）の設立、熊本大学を始めとする大学と
の産学官連携組織によるR&D機能の充実等、先駆的
な取り組みも幾つか実施してきた。現在、これまで
の取り組みをベースに「くまもとセミコンダクタフ
ォレスト構想」、「バイオフォレスト構想」、「ものづ
くりフォレスト構想」の3つを柱にして、技術の高度
化、人材の育成、情報ネットワークの充実などの施
策に取り組んでいる。
熊本に来ていただいた企業の方々にお話を聞くと、

「水がうまい、食べ物がおいしい、人情が豊か、ずっ
と住んでみたい」、こんなお話をよく聞きます。皆様、
自然と人が融合している熊本に是非一度足をお運び
下さい。米焼酎を飲みながら一緒に融合談でもやり
ませんか？

熊本県企業立地課
課長　小野上典明
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財政の天才・幕末を駆ける
－山田方谷・奇跡の藩政改革－

私は、昨年（2004年）4月より、岡山県高梁（たか
はし）市にあります吉備国際大学で政策マネジメン
ト学部・知的財産マネジメント学科を担当し、主に
特許を中心とした知的財産関係を教えております。
江戸末期に、ここ備中松山藩（現在の岡山県高梁
市）で、陽明学者・山田方谷（やまだ ほうこく：
1805～1877年）なる人物が藩政改革を行いました。
家老職に抜擢され、わずか8年で10万両（約200億円）
の負債を10万両の蓄財に変えるという離れ業をやっ
てのけました。地元では、いまだに「神様、仏様、
方谷様」と尊敬されています。
戦後の日本経済は世界史上類をみない速さで経済
復興を成し遂げました。だが90年代に入ると、日本
経済は停滞を続け現在に至っています。また国家財
政も多額な赤字を出しています。
一方で人間性を否定するような凄惨な事件も相次
ぎ、生産性優先による社会の荒廃もつづき、人間社
会のあり方、人間としての生き方に戸惑いがみられ
ます。
日本社会に閉塞感が漂っていると言えます。いまの
経済社会の混乱は、我々日本人が本来進むべき道（生
き方）を見失ったため起きたのではないでしょうか。
山田方谷の登場前の幕末・備中松山藩（国）が、
ちょうど現在の日本の混乱状況に似ているように思

えます。
NHKは、ハイビジョンスペシャルで「財政の天才・
幕末を駆ける－山田方谷・奇跡の藩政改革」として、
山田方谷を取り上げています（2004/5/20）。本年2005

年は、奇しくも方谷生誕 200年の年にあたり、ここ
岡山県高梁市でも多くの催しが計画されています。
山田方谷は藩政改革で有名な米沢藩・上杉鷹山の

10倍以上のスピードで成功を修めています。その相
異は、鷹山が農本位制経済をとったのに対して、方
谷は金（かね）本位制経済に視点を当てたためだと
思われます。
そして注目したいのは、山田方谷のアイデアは、
いわゆる「ビジネス・モデル特許」としての特許出
願が十分に可能であるということです。例えば、
①有効需要（公共事業）の創出による経済の活性化
方法
②庄屋ネットワークによる情報収集とその利用での
商品（米）販売方法
などが挙げられます。
考えてみれば、経済学者・ケインズ（1883～1946

年）に先駆けること100年も前に、公共投資などによ
る有効需要の創出を行って経済の活性化を図ったこ
とになります。日本人は日本の先人に学ぶことが多
いように思えますし、私としては今・現在、山田方
谷の偉業に最も強い関心を抱き、その業績の現代的
適用を研究しているところです。

馬場玄式 会員

吉備国際大学の学生達と関西特許情報センターにて
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良いお客様とのおつき合い、人の縁に感謝
昨年（'04）5月の定例「SSIS春季半導体工場見学会」

は、筑波の「Seleteあすかライン」で行われる事にな
り、近くに弊社の筑波工場と技術センターもありま
すので、ご案内する事になりました。弊社はFA関連
分野には広く空気圧機器を提供してきましたが、半
導体業界に深く携わられたSSIS会員の皆様にご見学
頂くにはいささか気が引ける点も多々ありました。
しかし半導体とは違ったローテク、ニッチの産業分
野のご認識を頂くのも良いかなとも思い、見学ご所
望を受け入れた次第です。
空気圧の市場もメカニカルオートメーション、FA

と進展し、より小型化・高精度化が要求されてきて
おります。半導体分野向けの製品化には、更なる高
密度化・クリーン化の達成が不可欠である事をさま
ざまのお客様からご指導頂き、取り組んで参りまし
た。昨今では販売高の30％近くが半導体・IT分野で
占められるようになり、何とかIT関連企業の末席に
位置付けられるようになったのも、良いお客様とお
つき合いを頂いた結果と感謝しております。
しかしそのおつき合いを頂いた経過を思い出す
と、良くあんな事でやってこれたなと思う事が多く
あります。皆様からすれば「お笑い話」としか言い
ようがないと思いますが、我々からすれば当時は大
真面目に半導体分野に取り組んできた事を、恥を忍
んでご紹介したいと思います。
なおご紹介する会社様には失礼な点が多々あると
思いますがお許し頂きたいと思います。
・アドバンテスト（タケダ理研）さんとの事

昭和53年（'78）に埼玉及び北関東地区をカバーす
べく、弊社・大宮営業所を開設しました。それ迄は
東京本社営業部が担当し、大手ユーザーさんをベー
スにかなりの地盤は出来ていましたが、地元に密着
した営業開発展開をするためでした。
所長以下、新規開拓の計画を練り活動を開始しま
した。たまたま営業マンが全部出払っていた時、女
子社員がタケダ理研（現アドバンテスト）さんから
の電話を受けました。「製品の説明に来てほしい」と
のことでした。後でそれを聞いた所長は所員に「お
い皆、タケダ理研という会社を知っているか」と問

いましたが皆知りません。ある者は「だしの素」の
会社ではないか、と言い出す仕末でした。翌日、所
長自らタケダ理研さんを訪問し技術者の方々と面談
するうちに会社の全体像が徐々に判ってきました。
しかしその頃我々は半導体に関する知識が乏し
く、僅かにプリント基板の実装機に小型のバルブや
シリンダを提供していたのみでした。その実績を基
にタケダ理研さんの装置に対応出来るのではと考
え、半導体市場への第一歩を踏み出すべく、会社を
挙げてご要望に基づく製品開発に取り組む密着営業
を開始しました。弊社の対応をご理解頂いた技術部
門の方々から半導体市場についての勉強もさせて頂
き、弊社の半導体・IT市場へ対する方向性を決める
上で大変有意義なご指導を頂きました。
・ニコン（日本光学）さんとの事

昭和57年（'82）頃、我々の業界ライバル会社の社
内報が手に入ったため読んでみると、記事の中に
「お客様訪問」と言うタイトルがあり、その内容は日
本光学さんのステッパー担当技術課長さんとのイン
タビュー記事でした。技術課長さんのコメントは、
「御社の小型バルブは、小型・軽量化を要求される
当社の装置に良くマッチしたものである」と言うよ
うな内容でした。
弊社でも基板の表面実装機向けで小型バルブを開
発していましたので、「よし！ニコンのステッパー
（当時ステッパーとは何の装置か全く分かっていま
せんでしたが）担当課長へ売り込みに行こう！」と
檄を飛ばしました。早速訪問し、会って驚きました。
担当技術課長さんは弊社が空気圧製品をやっている
事を全くご存知ありませんでした。尤もその当時の
社名は「焼結金属工業」でしたが。それはとも角と
して話を聞いているうちに、「今使っている製品は
不良が多くて困っている」との話を聞き出せました。
サンプルを提供しテストしてもらえるところまで
話が進み、その後実機テストで良好な結果も得られ、
標準部品として正式採用して頂く事となりました。
従来使われていた製品は、我々のライバル会社がス
イス製を輸入販売していたものでしたが、その後使
用実績を聞かないし、欧州でも「名前を聞いた事が
ない」と言う事で消えてしまったようです。

SMC㈱顧問
内山 雅博



今迄使用していた製品を、不良が多かったとは言
え、一気に切り換える事は大変な決断がいった事と
思います。そして今迄殆んど使った事のないメーカ
ーの製品を、たとえテスト結果が良かったとは言え、
採用する事は勇気のいる事だと思い敬意を表しまし
た。現在もステッパーの標準部品として使って頂い
ています。またこれをキッカケに国内の大手同業会
社さんにもご採用頂けるようになりました。ありが
とうございます。
・東京エレクトロンさんとの事

丁度前記の「ニコンさんとの事」の頃、山梨県を
カバーする甲府出張所を開設しました。ねらいは先
の大宮営業所開設と同じく、ベースになる既ユーザ
ーを基に地域密着型営業開発活動です。しかし何分
山梨だけでは市場が狭く、社内の全国営業所会議で
も売り上げ実績がいつもブービー競いで、皆から冷
たい目で視られていました。所員達は東京エレクト
ロンさんがある事は知っていましたが「あそこは輸
入商社だ」との認識でした。
ある時、弊社の静岡・山梨地区の代理店から情報
がもたらされました。その代理店の静岡の顧客であ
る大手工作機メーカーの技術課長さんが、ある事情
で甲府へ移住される事となり、東京エレクトロンさ
んに勤務される事になったため、代理店の所長が挨
拶方々東京エレクトロンさん（当時テルメック社）
を訪問し驚きました。出荷前の機械をチラッと見る
と空気圧製品が凄い数取り付けられているのです。
早速弊社の所長と一緒に訪問して聞いたところ、米
国のスピンナー装置メーカーからライセンスを供与
されて組立生産を行っているため、主要部品は米国
メーカーが使用している米国製部品とのことでし
た。所長は、低迷している甲府出張所の売上を伸ば
すには、テルメック社をものにするしかないと決意
しました。
当時、弊社も少しづつではありますが半導体装置
向けの製品が出来つつあり、テルメックさんにも多
少の情報は提供出来るようなっていました。その見
返りとして業界知識も勉強させて頂くようなってき
ました。そしてタイミング良く全面国産化する事に
なり、よって部品も良いものであれば国産部品を使
うとの方針が出され、弊社で対応出来る製品をリス
トアップし提出しました。
その中で特徴的だったことは、サーモコンと称す
る薬液の粘度コントロールにペルチェ素子を使った
温調器で、弊社の熱交換技術が活かされる事に着目

して開発し、採用されたことです。その後スピンナ
ー装置部門は東京エレクトロン九州さんへ移管され
たため、東京エレクトロン山梨さんでは新たにエッ
チング装置が開発され、弊社はエッチング装置のチ
ャンバー温度コントロール用のチラーを開発し採用
されました。お陰様で甲府出張所は、現在弊社に於
ける半導体 IT関連情報発信の最重要拠点となってお
ります。
・超高真空への取り組み

筑波学園都市の一角に「高エネルギー加速器研究
機構」（高エネ研）があります。以前メタルシール式
弁の精密加工のご指導を受けた、機械技術研究所
（同じ学園都市に所在）の方から、「高エネ研では超
高真空のリング状の巨大チャンバーに電子を飛ば
し、質量の起源や宇宙創生の謎を解くための高エネ
ルギー物理学の研究をしていて、超高真空の機器を
必要としている。その素材にはアルミが最適だが、
SMCさんはアルミの素材・加工技術をもっているの
で取り組んでみませんか」とのお誘いがありました。
そして早速高エネ研の方を紹介して頂きましたの
で、ご指導を受けながら開発に着手しました。対象
はリングのチャンバー連結部に使用するアルミフラ
ンジや真空切換弁でした。
超高真空の技術がある程度習得出来た頃タイミン
グ良く、理化学研究所と原子力研究所がジョイント
で兵庫県西幡磨に1,300億円の巨費を投じて、大型放
射光施設を建設すると言うニュースが飛び込んでき
ました。早速高エネ研のルートでこのプロジェクト
にアプローチした結果、高エネ研での実績が評価さ
れ、共同研究プロジェクトの一員に加えられ、研究

15

大型放射光施設概念図



成果も評価され、多数のアルミフランジや各種切換
弁をご採用頂きました。
これは単なる一つの受注ではなく、その後に計画
されていた米国のS.S.C（注1）施設等に多大な影響を及
ぼす仕事でもありましたが、不幸にも種々の事情に
よりその後の計画は中止になってしまいました。しか
し兵庫県の放射光施設で研鑽した超高真空（10－9Pa）
技術は、後に製品化したゲート弁や切換弁等の半導
体装置向け製品に活かされました。
この兵庫県の大型放射光施設は、通称“SPring-8”

と呼ばれ医療や物質の解析等々あらゆる分野に利用
されていますが、大きな話題となった和歌山毒入り
カレー事件のヒ素分析も行い、検察の有力な証拠に
なった事が報道された結果、一般の人達からも強い
関心を寄せられました。
・人の縁について

去る3月、（社）防長倶楽部（注2）に於いて元千代田化
工建設㈱取締役小松昭英氏（現米国機械学会日本支
部長）の講演がありました。演題は「私のプロジェ

クトX」でした。1980年にナイジェリア政府が1,800

億円の巨費を投じた、石油プラントの建設を千代田
化工一社が受注しました。千代田化工としても、ま
た我が国のプラント輸出としても、始めての一社に
よる超大型プラントの受注でした。今回講演された
小松氏がこの巨大プロジェクトのリーダーとして、
海岸から1,000キロも奥地に入ったカドナと言う場所
に5,000人の現地人を指揮して、大変なご苦労の末計
画通り完成させたとのことでした。
ここからが本題ですが、小松氏のご夫人は山口県
立防府高校で私と同期生で、卒業以来ずっとおつき
合いを頂いており、共に防長倶楽部の会員の縁で今
回の講演が開催された訳です。
会が終り出口に歩を進めていると、SSISの梅田運

営委員長のお顔が見えました。エッと思いながら声
をかけると梅田さんもビックリされたご様子で、お
聞きすると小松氏とは横浜翠嵐高校の同期生との事
でした。予期しない場所でSSIS会員の方とお会いす
るとは、人との縁は種々なところにあるのだなと感
じた次第です。
・結びに

今回の稿で紹介させて頂いた会社様は、未熟な
我々をご指導し、半導体関連分野への足掛りをつけ
て下さりました。そのお陰で、市場にマッチした製
品を提供出来、多少なりともお役に立てたとしたら、
会社としてこれ以上の幸せはありません。これから
も良いお客様とのおつき合い、人の縁を大事にして
いきたいと思います。

16

梅田さん（左）と上海ガニを食す（'03.10上海ツアー）

（注1）S.S.Cとは、Super Conductance Super Colliderの略称で超
高真空の大型リング状チャンバーの中に超伝導をとば
し衝突させる超大型加速器。ブッシュ（父）前大統領
時計画されたが退陣と共に計画は棚上げされた。

（注2）防長倶楽部は、山口県出身者、縁のある人で構成され、
大正12年に設立された社団法人の県人会組織。
会員には伊藤博文、高杉晋作、七卿の公卿の子孫の人
も名を連ねる。

ナイジェリアの石油プラント地図
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西堀イズムと私
1．西堀栄三郎先生との出会い

私は1959年東北大を卒業、同年（株）第二精工舎
（現SII）へ入社。時計に関する研究に従事。数年後、
会社は経営品質向上を目指しデミング賞受賞を目標
とした。企画・計画の質の重要性を主張して新設の
製品企画責任者となる。
新製品開発体制確立に困惑・混迷の折しも、1965

年日本規格協会主催、西堀栄三郎主任講師による
「新製品開発教室」が開催され入会。
爾来、先生が亡くなられた1989年まで24年間お世

話になり、西堀イズムと新製品開発の真髄を学び、
それを人間形成の鑑とす。
2．西堀イズム－夢の持続・創造性・実践－

西堀先生の論旨は「夢は持ち続ければ必ず実現で
きる」。先生は小学生のとき、南極探検から帰られ
た白瀬中尉の探検報告と映画を見て以来、南極に憧
れる。その後あらゆる機会を捉え、南極に関する情
報を集め、南極に行ったことのある人達を片っ端か
ら訪ね歩き、来たる時に備えた。
よく知られているように1957年南極観測隊第一次
越冬隊長としての南極観測となった。当時極寒での
奇跡と言われ、各隊員が「未知の世界に挑む探究心
と失敗を恐れぬ勇気」を持ち、その中心が先生であ
った。

1989年までの「新製品開発教室」も「未知への挑戦、
創造性発揮、勇気を持ってやってみる」が基盤で、
“今後の日本自立の道は創造性ある新製品開発以外
無し”との決意で始められた教室である。初回は16

名。常任講師には茅野健氏、田口玄一氏、唐津一氏
がおられ、1対1的受講で常に熱い討論の会であっ
た。
3．西堀先生のプロフィール、仕事の三要素と喜び

先生の業績は八ヶ岳と言われる如く高さとともに
多面的。技術者として東芝で真空管「ソラ」の発明。
戦後はGHQより品質管理を学び“戦後復興の道は製
造業の強化が最重要”と、「日本初のコンサルタント」
として全国の工場を指導して歩きデミング賞本賞受
賞。
登山・探検では京都大学学士山岳会を結成し、マ

ナスル登山隊第三次で登頂に成功。又ヤルン・カン
初登頂にも成功、更にチョモランマ総隊長で世界初
2隊同時登頂に成功。南極観測隊第一次越冬隊長で
無事帰国。
原子力では、日本原子力研究所理事に続いて日本
原子力船開発事業団理事を歴任。
更に「信頼による管理　友の会」会長に就任。関
西で「モチベーション研究会」を発足させ、京都大
学近藤良夫教授に会の運営を託す。
その他創造性開発委員会・能力開発工学センター
等人のやらないこと、人間の能力を引き出すこと、
異質の協力で新しい事に共同であたること等々を実
践された。
こうした行動の中で、常に「人の個性と創意工夫
の尊重、出る杭を伸ばせ」をおっしゃっていた。
また西堀先生は、「仕事には三つの要素と喜びが
ある、即ち
①創造性（考える喜び）
②活動性（額に汗して働く喜び）
③社会性（仲間と喜びや苦しみを分かち合う喜び）
で、これら三要素を①から③へとポジティブに展開
することによって仕事のリズムを得ることが出来
る」と説いた。
最近、新聞等で「やり抜けば、仕事は必ず面白く
なる」等の言葉を目にする。仕事の三要素の再強調
なのか、現代こそ先生のおっしゃる人材が求められ
ている、との再確認をする思いである。
4．西堀イズムの進展－「モチベーション研究会」

西堀先生の提案で、1974年に京都大学近藤良夫教
授を中心に日本規格協会関西支部で発足したのが
「モチベーション研究会」。今後、企業組織・工場・
間接部門・プロジェクト等の管理方式は如何なる考
えや方式が良いのか、人材育成も兼ねた現場でのモ
ラルアップ、仕事への動機付け等の討議・研究を行
うこととした。毎月開催され30年を越え現在も継続
中。
私は大阪に責任者として単身赴任時代、1986年よ

り参加し、近藤先生にお会いする。
同時に熱心な会員の討議・研究にも触れた。研究
成果の一例に「西堀語録かるた」「西堀かるたカレン

菅原　修 会員
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ダー」が生まれた。
又西堀博士のパイオニア精神と近藤博士の理論研
究、会員メンバー企業の実践活動を基に『モチベー
ション研修』なるセミナーが誕生し、一般向けにそ
して企業内と設けられ、国内は勿論、欧州・アジア
にも紹介され、実施され始めている。
5．近藤良夫先生のプロフィール

京都大学名誉教授。「モチベーション研究会」会長。
冶金工学の分野で数々の国際賞受賞。チベット高原
学術登山隊長や京都大学学士山岳会会長。
品質管理の分野では、デミング賞本賞・日経品質
管理文献賞2回、ハーリントン・石川メダル等受賞、
日本品質管理学会会長、欧・米・アジア企業のQC指
導もなさり国際品質アカデミープレジデント、国際
品質アカデミーチェアマン、ASQ（アメリカ品質学
会）名誉会員に推され、現在もご活躍中。
近藤先生のお考えの一端を示す言葉。
「ロマンと言う言葉は日本語である。私はロマン
には次の2つの条件が必要だと思っている。その第1

は、やろうと決めたことが人から見て、一見馬鹿げ
たことでなければならないということである。第2

は、いくら馬鹿げたことでも、それをやってみる価
値が大いにあると判断したら、執念をもって積極的
に取組むことである。」
6．我が第二の職場は企画か営業の道

私は当初18年間が時計事業、その後17年間は多角
化部門で、音響機器・マイクロモータ・小型プリン
ター・ターボ分子ポンプ・分析機器・CAD／CAM／
CAEシステムの、開発や市場開拓等を定年まで担当
してきた。

1993年に第二の職場として、現マイスターエンジ
ニアリングの平野茂夫社長との面接で、「私は企画
か営業しか出来ません」と申し上げ、「それでよい」

と言うことで再就職。
そこで始めて技術サービスのアウトソーシングと
して、“半導体製造装置のメンテナンス”を手掛ける
ことになり、SSISシニア協会の発足に合わせて入会
した。
幸い日本半導体市場が活況であったお陰で、事業
も順調に伸び大証二部に上場、続いて東証二部の上
場への繋がりを得た。永い間、西堀先生等の立派な
諸先生の身近でご指導いただいた結果が、第二の職
場で幾分なりとも実を結んだかなと思うのが実感で
ある。
7．西堀思想に関する奇遇と感動

第二の職場に移って、偶然「モチベーション研修」
を企業内で長年実践してこられた指導者、伊藤典男
氏に出会った。私は研究会メンバーながら「モチベ
ーション研修」実務の体験は無く、指導を受ける。
（株）マイスターエンジニアリングでは、伊藤氏の
指導で社長以下650余名全員が2年余でこの研修を終
了。今や外部企業や海外向けにも、このことの拡大
を始めつつある。そして今秋には日本品質管理学会
でその成果を発表予定。
ところで皆が西堀思想の指導を受けた伊藤氏は、
不思議にも西堀先生とは面識が無かったし、近藤先
生とお会いしたのも昨年が初めてとのことであっ
た。伊藤氏は、かつての職場の親しい同僚に「モチ
ベーション研究会」メンバーがいて、その人より指
導を受け西堀イズムに惚れ、今や「モチベーション
研修」がライフワークとなっている。
力強く地を這って拡大し、人の心を捉えて離さな
い西堀先生の思想に、改めて感動を覚える次第であ
る。

西堀栄三郎博士と近藤良夫京都大学名誉教授
それにJ. M. ジュラン博士の令嬢

モチベーション研修の一こま（シエルブレルの振り子の実験風景）
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シリコンバレーと熊本
燦々と輝く太陽と澄み渡る青空、爽やかな涼風。

1年前、サンノゼ空港に降り立った時、心地よく明
るい光景が広がっていた。
ヤシ並木に続く先は、モザイクとステンドグラスの

美しい教会、教室につながる回廊、高くそびえるフー
バータワーがランドマークのスタンフォード大学。キ
ャンパスの芝生の上では学生達がテキストを広げ、自
転車あるいはスケートボード等で講堂間を移動する。
その大学の一機関、アジア・パシフィック・リサ
ーチ・センターのフェローとして、熊本県企業立地
課から派遣されて、2度目の夏を迎えている。
熊本県は1999年から毎年7月、サンフランシスコ
で開催される「セミコン・ウエスト」にブースを出
展し、半導体関連企業の方々へのPRを続けている。
大きなスペースに最新のテクノロジーを駆使した豪
華な展示はできないが、シリコンアイランド九州マ
ップの電照パネルが、南北の会場をつなぐコンコー
スでは来場者の目を引き、「今年も出していますね」
と立ち寄ってくださる方も増えた。
最初の年に社長が本県ブースを訪れた、サンノゼ
を拠点とする半導体製造装置開発ベンチャーは、台
湾・韓国と行き来するアジアの拠点として、翌年熊
本テクノリサーチパークに立地し、製造は本県企業
にアウトソーシングして、操業を続けている。一昨
年コンタクトした米国東部の封止材料メーカーは、
今秋くまもとセミコンテクノパークに、アジアエン
ジニアリングセンターをオープンする。
コンタクトした企業の方々をよりよくフォロー
し、また最新の情報を収集するため、熊本県は3年
前からスタンフォード大学を拠点に、職員の駐在を
スタートした。その2代目として派遣された私は、
大学内外で行なわれる各種セミナー・展示会に参加
し、あるいは企業訪問し、情報の収集や熊本県のPR

に務めている。
ITバブルの崩壊後、空室の目立つシリコンバレー。
しかし家賃や住宅価格は今なお高い。かつて果樹園
が広がり「心の喜びの谷」と呼ばれていた地が、様々
な技術革新を経て、エレクトロニクス産業の集積地、
ハイテクベンチャーのメッカ、産学連携のお手本と

して、訪問者は後を絶たない。シリコンバレーは、最
先端の技術・アイディアの生まれる地として、スタ
ンフォード大学を中心に、世界の企業・秀鋭を集める。
今やアジア系は白人を超える勢いで、中国・イン
ド・韓国など、各国のレストラン・食料品店なども
多く、外国人としての不便を感じることは少ない。
しかし世界でもっとも恵まれているのではと思われ
る気候の中、新たな発見・出会い・体験に、感動さ
めやらぬ毎日が続いている。
通勤に利用する高速道路。そこには、2人以上乗
った車やハイブリッド車のみが走れる、カープール
と呼ばれる特別レーンが設けられている。渋滞時間
帯の優遇措置だが、月曜から金曜の午前5時から9時
まで、午後3時から7時まで。金融の中心、東部との
時差が3時間あるため、早朝出勤も多いと聞く。ま
た金曜日の4時頃ともなると、休暇に出掛ける車で
混雑が始まる。人々は効率的・生産的によく働き、
そして人生を楽しむことが上手だ。
ハイテク産業集積地というイメージからは意外だ
が、少し車を走らせると、心身を伸びやかにできる
海と山が広がる。家族や友人と、バーベキューをし
ながら会話に花を咲かせれば、明日からのエネルギ
ーにもなり、新しいアイディアも生まれよう。「ク
オリティ・オブ・ライフ」、その言葉の意味をこの
地で実感している。
振り返れば青い海が広がる天草。四季折々の美し
さを見せる阿蘇。電車が走り熊本城の下に広がるダ
ウンタウンは最新ファッションの街でもある。天然
のミネラルウォーター・豊富な地下水が熊本市民を
潤し、新鮮な野菜果物・山の幸・海の幸が味わえる。
手軽にゴルフを楽しめ、温泉で疲れをいやすことも
できる。シリコンバレーの小高い丘や周囲の山々を
見つつドライブする時、ふと阿蘇の風景がだぶる。
願わくば、熊本にも知的刺激や企業がもっともっ
と増えるとすばらしい。一人でも多くの人に熊本の
魅力を伝え、たくさんの人々に来てもらいたい。そ
してより魅力的な地域になってほしい。シリコンバ
レーの空の下、そんな思いを強めている。

熊本県企業立地課
参事　伊井恭子

スタンフォード大学アジア・パシフィック・リサーチ・セン
ター　ビジティング・フェロー（客員研究員）
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半導体シニア協会入会1年目の雑感
昨年の4月末、還暦の誕生日を機に、SSISに入会
させて頂きました。SSISについては、設立以前の段
階で、中山蕃様から設立趣意書を見せて頂いており
ましたので、当時から関心はあったのですが、「自
分はまだシニアではない」との認識で、横目で見て
いる状態がずっと続いていました。ただ、毎年大阪
で行われるSEMIフォーラムの一環として開催されて
いるSSIS特別シンポジュームには、いつも面白いテ
ーマを取上げられておりますので、入会前から参加
させて頂いておりました。そうこうしている間に、
還暦・定年が間近に迫って参りました。私は以前か
ら、定年後も出来れば何等かの形で半導体業界と関
係を継続して行きたいと思っておりましたので、還
暦を契機に入会させて頂いた次第です。丁度入会し
て1年が経ち、編集委員から何か書いて欲しいとの
お話を頂きましたので、この1年の感想を述べさせ
て頂きます。
先ず入会して最初に思ったことは、自分自身も

「シニアの仲間入りをしたのだな」と云う印象でした。
「シニア」と云う名前が付いておりましたので、還暦
や定年を迎えないと入れないと、頭から考えており
ました。実際に入会し、色々な会合に参加させて頂
くと、そのような印象は全く無くなりました。会の
中では、なるべく若い人に入会して頂き、還暦や定
年になる準備をして頂くと云う活動が活発に行われ
ていることが分かりました。しかし会に入るまでは、
そのようなことは一切分かりませんでした。
日進月歩の半導体技術の進歩・企業の再編などの
業界変動の中で、今後この業界がどのような方向に
進むべきか、その中で働く人達がどのように行動す
るべきか、私も含めて現会員である「シニア」と現
役の皆様方が大いに議論し、方向性を見出していく
必要があるかと思います。そのためには、もっとも
っと現役の若い人が、会員として活躍して頂く必要
があるかと思います。まだ会員になって1年ですの
で、このような思いがSSISの全体の意見かどうか図
りかねておりますが、もしその方向であるのであれ
ば、もっともっとその辺をPRすべきではないかと思
っております。ホームページの紹介を見ましても、

現役にどんどん入って欲しいとの文面が見当たりま
せん。「半導体業界に長年携わり、・・・」との表現
と「シニア」との表現を合わせると、殆どの方が私
と同様、定年・還暦を一つの契機にしてしまうので
はないかと思います。出来れば「シニア」と云う表
現より、「マスター」の表現の方が親しみが湧くので
すが、表現を変えるとSSISと云う略称も変ってしま
うので、かなり大掛かりなことになってしまうよう
にも思います。
私の意識としては、SSISに入会して頂く年齢層と

して50歳初めの方、出来れば40歳後半の方が入会し
てみようかなと思うような会になっていったら良い
なと思います。そのためには、会そのもののキャッ
チフレーズをその方向で計画し、PRする必要がある
かと思います。そしてそれを賛助会員である関連各
社にご説明し、会社として入会を促進して頂けるよ
うにお願いしてはと思います。そのためには場合に
よっては会の活動内容・体制なども再検討が必要な
のかも知れませんが、会員暦1年の私にはそこまで
の考えは及ばないことで、運営委員の諸先輩方にご
議論をお願いしたいと思います。
私が考えるSSISの機能としては、①現役とシニア
が業界の動向・技術の動向について意見を交わす場
であること、②シニア候補の現役のために、シニア
が率先して道を示すこと、③シニアの入り口に来ら
れた方々に、次の職場を提供するお手伝いをするこ
と、④シニア同士が更に親睦を深めること等が考え
られます。
その中で、③項目につきましては、SSIS設立当時

設立趣旨の中に、確か各工場のメンテナンスや教育
に人を派遣するような事業構想もあったかと記憶し
ております。これから団塊の世代が定年時期を迎え、
「シニア」層が大量に輩出される環境の中で、社会保
障は年々高齢側にシフトしております。企業として
は若手技術者が不足する中で、技術継承のために熟
練技術者の継続雇用が進んでおりますが、それでも
多くの半導体技術者の方々が定年を迎えられ、退職
していくことになろうかと思います。SSISでも、そ
れをサポートする意味で、求人・求職支援をうたっ
ており、また今年から新たな活動も進められている

木内一秀 会員



と聞いております。SSISの機能の1つとして、是非
この分野にもっと多くの力を割いて頂ければと思い
ます。私もこの3月に永年勤めた会社を退職し、こ
れからどのような生活をして行くか模索中でありま
すが、半導体技術に関しては中小企業・海外企業
等々、色々と需要があるように見受けられます。
中小企業や新興企業に関しては、ごく一般的に会
社の組織作りや経営に関して、大会社での経験を生
かせる場が結構あると思っております。現に私も一
部そのような仕事をさせてもらっております。中小
企業の場合、特にオーナー会社の場合、社長に全て
の権限が集中し、社長が法律で有り絶対的な権限を
持っております。そのような会社に大会社の経営方
法・運営方法を導入しようとすると、非効率な経営
に陥ってしまう危険は常にありますが、最近は中小
企業でも、取引先の大会社からISO9001やISO14001

の取得が要請されていたり、「RoHS指令」に対応し
た有害物質の管理等が要請されております。技術的
な協力の他に、このような会社の仕組み作り等の協
力についても活躍する場があるかと思われます。
一方海外企業からの要請は、先進技術の導入を希
望する例が多いのですが、日本の各企業は技術をブ
ラックボックス化し内部留保する方向で動いている

こと、シニア層になると最新技術まではフォロー出
来ていないなどの理由で、このような要請に対応す
ることは結構難しいことと思っておりました。しか
し最近の海外からの求人の話をお伺いすると、工場
管理など先端技術でなくても良いとの需要も意外と
多いことが分かりました。また日本のシニア層の多
くは、海外での仕事に言語障壁を感じて辞退すると
も聞いておりますが、ある商社の方と話していると、
「通訳を付けることを就職の条件として提示しても、
充分に受け入れられる。」との話もあります。従って
この辺も含めて、先ずは団塊の世代を対象に、この
ような支援を魅力の一つとして、会員になって頂く
ような活動が出来ないかなと思います。
私のような新参者が余り深くも考えず、夢のよう
な話をしてしまいました。既会員の方々から見ます
と、もうこんなことはとっくに考えてやっていると
のお叱りを受けるかもしれません。特に運営委員の
方々の間では、いつもいつもこのような議論が真剣
になされているのではないかと思います。いずれに
致しましても、このSSISが1,000名、2,000名になっ
て、この会が益々盛況になることを願って止みませ
ん。私と致しましても、何かそのようなことで、ご
協力出来る事があればと思っております。

21

明日に向かって
今年6月26日で古希を迎えたのを機会に1974年に
興した日本エンジニアリング株式会社（JEC）を退
任致しました。そこで創業期から退任に至るまでの
経緯、現在の心境と今後について簡単にまとめてみ
ましたのでご報告させて頂きます。
創業期（なんでも結構、全力投球）

設立当時はオイルショックも覚めやらぬ時代で、
技術屋集団だった我々は、エンジニアリング即ち、
設計を主業務とした企業として、お客様から来た仕
事に対しては常に全力投球でのスタートでした。
取り組み分野は半導体のエージング関係とマイク
ロコンピュータの各種応用製品の設計試作でありま
した。楽しいこともまま有りましたが、世間でよく言
います、一品料理さながらの苦節5年、そんな中’79年

に電電公社の武蔵野通研から光通信用の半導体レー
ザー（長波）エージング装置試作の仕事という大変
な代物が入り、これは通研の方を巻き込んでの共同
試作そのものでした。これが予測以上の出来栄えで
成功し、同じものを電電三社、即ち富士通、沖、日
本電気へ継続的にビジネス展開をすることができま
した。
その後すぐ、コンパクトデスク用の半導体レーザ
ー（短波）のエージング装置の需要がありまして、
ソニー、松下にそのシステムが導入されることとな
り、当社の基礎を築くことができました。
安定成長期（仮説よりはじまる）

’83年頃になりますと、半導体メモリが半導体産業
の主役となり、当時のメモリの容量は256kでしたが、
4倍ずつメモリ容量は大きくなる事が想定されてい

金子和夫 会員



ましたので、1M、4M、16M、64M、‥‥このテン
ポで進む事は明らかでした。そうなりますとテスト
時間は容量に比例しますので、すぐにテスト時間は
現在の数100倍以上ともなり、テスタはパンクする
との仮説を立てました。テスタを効率良く使う為に
は、テスタで測定されているテスト項目のうち、リ
フレッシュタイムの様なロングサイクルのテスト項
目をメモリのバーンイン中に測定する事が出来れ
ば、テスタの台数は少なくする事が出来る。バーン
イン中にテストする事が出来るバーンイン、すなわ
ちバーンインテストシステムを開発しました。
これが先ず日本TI、松下に入り、日本電気はスー
パーコンピューター事業部で採用されました。この
バーンインテストシステムは連続的にバーンインし、
運転を止めないでデータが取れる特徴があり、デバ
イスの経時変化を連続的にとらえることが出来ます
ので、半導体メーカーの殆どの品質保証部に採用し
ていただき、’84年代からの10年間は当社にとっては
誠に良い時代となり、安定な成長期となりました。
激変期（急上昇、そして急落）

最後の10年、’94年以降はこのバーンインテストシ
ステムがメモリの生産ラインにも導入されるように
なり、同じ型式のテストバーインが爆発的に売れま
した。すなわち、20数億円売り上げだったものが、
翌年の’96年は44億円、次の年は77億円となり、その
次年の売上は96億円にまでになりました。
しかし、その次年の’99年は驚くべき24億円となり、
次の’00年は15億円までにも落ちてしまい、誠に凄ま
じい売り上げの減少でありました。
正に天国と地獄の様相ともなったのでした。この
時代に、周りを見渡しますと、同業の我々の様な中
小企業の測定器関連会社は殆ど消えておりました。
経営理念（どの様な会社にしたいか）

この30年間私はトップとして会社経営を担ってき
ましたが、安定期にあった’90年頃、企業は経営理念
を持たないといけない事に気が付き、「経営理念と
は何だろう」と、真剣に考えました。よくよく考え
た末、経営理念とは「自分の会社をどの様な会社に
したいのか」であるとの結論に達し当社の経営理念
創りをしました。
その理念の第1として、「社会から当てにされない

企業は社会的に存在価値は無い」との想いで、社会
から頼りにされる企業を目指し「社会に貢献し、社
会から信頼される経営」としました。
その2は、「人間尊重の経営」と規定しました。

その意味の（イ）としては、人間にとって一番大
事な事は尊厳性を保たれる事で、その為には生活の
保証があってこそ実現出来ると言うもの、先ずこれ
を保証しようと。次に（ロ）としては、お客様を含
めて周りの人から頼りにされ、当てにされる人間に
なろう、そうすると張り合い、やり甲斐が出る人生
となるよと。最後に（ハ）としては各々一人一人が
人生に目標を持とう、その目的に向かって邁進しよ
う等々の意味を全て含めて、「人間尊重の経営」と
しました。

3つ目は「科学する心に基づく経営」でした。私
はこの「科学する心」と言う言葉が好きで、何事に
も、科学的に分析、共通点を探し、帰納し、仮説を
たてる、その様にものを見る癖を奨励していました。
新入社員に対しては半日掛けて西洋哲学史を軸に、
この話をしておりました。テストバーンインのシス
テムを考え出したのも、この考え方からでした。
この様な理念を建てて私は経営を担ってきました
が、数年前になり、前にも述べました激変消滅の時
代がやってきていたのです。当社も生き残りを掛け、
120数人いた社員を3分の1、即ち40人をリストラし
なければならなくなり、苦渋の選択ではありました
が、これを実行致しました。然し、「人間尊重の経
営」とは一体何だったのか。自分にとって、一生そ
の十字架を背負って行かなければならないことを想
い知らされたのでした。
明日に向かって

私は、当社が好決算をすることが出来たのを機会
に今年6月退任致しました。
「人生二毛作」と言われて居ります。明日に向か
ってこれからはメーカーとしてでなく同じ半導体業
界ではありますが、今までにやらなかった分野に取
り組もうと考えています。この業界は人財不足が言
われて久しいので、人材派遣業に携わり、それに関
係する派遣員の教育を主業務とし、心の通う、良き
人材に育て、お客様に送り届けたい。それの一助に
なればと、それにシステムの販売等を含めた事業を
進めていきたいと思っています。しかし進め方は今
までとは違って、「力まず、あわてず、諦めず、そ
して奢らず」です。経営理念としては前記と全く変
わりませんが、その為には、決して、少数精鋭の50

人を超えない事を念頭に
［one for all, all for one］
の精神をベースに技術集団を協力して頂く皆様と
のタイアップで創り上げていきたいと思います。
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温もりのある、お互いに当てにし、当てにされる
人間関係、まさに業界からも頼りにされるような会
社創りを目標にスタートしたいと思っています。

90歳になられたある方の「人生を振り返り、気持
ちよく、思う存分やれた10年は70代でした」とのお話
を知り、自分がそのベストな年に居る事を改めて感

謝しつつ認識し、明日に向かって進めていきます。
語り合いながら、皆さんを巻き込んで、「力まず、
楽しく、その楽しさを分かち合って、諦めず、奢ら
ず」と思って居りますので、これにご賛同の皆々様
のご協力、ご参加を切に宜しくお願い致します。
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豆電球
タ　マ

屋の肖像―戦後の一断面―
床下でポンポンポンと真空ポンプの快活な音がし
はじめる。毎朝のとおり父がモーターに電源を入れ
たのだ。私の、音にまつわる最初の思い出はこれか
もしれない。聞くこと絶えて久しいこの音は、絶え
て聞かぬからこそ懐かしいものか。
大正6（1917）年生まれの父は、戦中は兵隊に採
られたり、大陸で警官になったりもしたが、引揚げ
てからは応召以前に身につけた豆電球製造で町工場
を開き生業とした。これをタマ屋と言う。住居兼工
場は東京・麻布。お屋敷街という印象の強い町だが、
ところによってはそんな町工場もあったのだ。同業
者には世田谷・淡島辺り（佐藤首相邸のすぐそば！）
に工場を構える人もいたものだ。
父に学歴はない。時代を考えても本当にそんなこ
とがあり得たのかと疑問に思うほど、きれいさっぱ
り、ない。腕一本で一家を養い、5人の子にひととお
りの教育を受けさせたのである。豆球（タマ屋はそう
呼ぶ）など単価は何円何銭の単位で―何しろ普通の
白熱電球程度なら既に戦前に女工さんレベルで量産
されていた―今から思えば目が眩むようなものだ。

1960年代には輸出用などで猛烈に忙しくかつ羽振
りの良い時期もあったらしいが、私が物心ついた時
分には斜陽の部類に入りつつあった。それでも父は
自らの腕を信じ、また信ずるより他なく、振り返れ
ば悪戦苦闘としか言いようのない努力を重ねた。
豆球の製造工程はさほど難しいものではない。材
料はフィラメント（大部分はそれを固定・支持する
導線。以下導線で代表する）とガラス管。まずはガ
ラス管を熱して先端をドーム状にする。反対側に導
線を挿入し熱して溶着・固定する。これでメインフ
レームがザッとできるのだが、エアを抜かなければ

ならないので、さらに加熱してタマの下部一ヶ所に
風穴を開ける。このとき「ピチン」とガラスが弾け
るのだが、タマのサイズによって音の高低があるの
だった。そこに排気に必要な排気管を溶着する。こ
の工程を封

ふう

止
じ

と言う。
次は排気。真空ポンプの出番だ。レールに吊るし
た、石綿をブリキか何かで箱状にした加熱器（熱源は
普通のガス）を使う。作業台に固定した20ほどのゴム
チューブ（これが真空ポンプにつながっている）に封
止を済ませた仕掛品の排気管を差し込む。加熱器で
上から覆い、熱しつつ空気を抜きアルゴンなどの不
活性ガスを送り込む。ほどよく熱した頃、加熱器を
外してバーナーで次々と頸部を焼き切り、密閉する
と同時に不要になった排気管部分を取り除く。これ
で導線が足を出した豆球頭部の出来上がり。加熱器
のガスはいちいち停止しない。もったいないから、
焼き切り中の作業台の右なり左脇のもう20球の上に
移動させ、そこにかぶせて加熱を続ける。これを繰
り返す。片側20個だとして、両側1組で40個、一体何
往復させたら一日の糧になるというのか。
さて排気の次に来るのはソケット装着で、これは
私もよく手伝った。正確には手伝わされたのだが、

山本直志 会員

封止工程。図は排気管を溶着したところ



能動・受動の区別などはない。それが生業というも
のだ。
豆球には豆球相応のソケットがあって、当然のこ
とながら小さい。その内側に竹べらでギプスを塗り
つけ、乾ききらないうちに豆球の首を突っ込む。導
線は接触しないようにトの字状にし、片方はソケッ
ト底部に、もう一方は縁部に出るようにする。それ
を適切な長さに切って半田付けして、ハイ製品一丁
あがり。導線非接触には、子供心にも注意した。
そんな町工場でも、生き残りのためには差別化を
図らなければならない。ましてや、工程だけでなく
豆球そのものもエジソンの頃とさして変らぬモノ
だ。変化は勢い特殊化・微細化・高度化に向かう。
父の技量は大層良かったそうで、大概の注文は仕様
通りに難なくこなした。歩留まりも他の同業者より
も極めて良かった。だからだろう、父は製品のソケ
ット縁部に「ヤマモト」と陰刻して出荷した。どれ
ほど「大きな」納入先に対してもまず譲らなかった
し、どの社もそれを許した（良く言えばまだ鷹揚だ
った時代の故もあるだろう）。
そうした、将来展望

ロードマップ

と技量のマトリクスから、思い
つく限り、工夫のつく限りあの手この手（すなわち自
社製品）を次々繰り出した。町工場が時代に対応す
るための涙ぐましい努力という訳だが、その背を見
ていた者にはその一言で通過することができない。

一球一球に刻銘する父は、誇らかな技量に拠りつ
つそれを踏みつけ、限界を突破する苦難の道を選び、
自己と自己の技術との、激痛を伴わぬはずのない血
闘を展開していたのだ。父の短い晩年は脇目もふら
ずこれに費やされた。果ては自己と技術とが中間的
問題を介さずに対峙していたようで、末期近く薄れ
ゆく意識の中でも封止の動作をやめなかった。電球
の祖エジソンも、最良のフィラメント―京都の竹―
にたどり着くまでに200種類近い素材を試みたとい
う。父をエジソンに擬するわけではないが、自己を
信ずること固くなければ、とてもそこまで耐えきれ
ないに相違ない。
こんにち豆球は、父が彫心鏤骨挑戦し続けた微細
電球もLED等に取って代られ、製造を担っていた零
細の生産者も概ね廃業し、業界としては絶滅したに
等しい。現在でも孤峰のように残っている生産者は、
正しいマトリクスを設定し得、その道に邁進して生
き残った、立派な勝利者に他ならない。
父は昭和59（1984）年に66歳で瞑目し―当時は同
業者の団体も気息奄々ながらあったので―現役者と
して惜しまれつつ送られることができた。しかしそ
の人生行路は「技術の進歩は現在の技術を踏み台に
しなければなされない」というテーゼを身命を以っ
て示した、まことに凄絶な過程であった。

本稿作成には、細渕電
球株式会社（東京・西日
暮里）のご好意に与ると
ころが大きい。工程の写
真については同社に全面
的に依存させていただい
た。特記して謝意を表す
ものである。
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排気工程　上は全体、下は電球頸部焼き切り

ソケット装着　図は導線切断前

父と筆者　1960年代末
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パレートの法則
『パレートの法則』。この不可思議なる法則を知っ
たのは、熊本県庁に入庁して7年目のことです。こ
の法則を念頭に物事を見てみると『パレートの法則』
が見事に当てはまっていると思われる場面にしばし
ば遭遇し、その度に感嘆を覚えます。
『パレートの法則』とは、イタリアの経済学者パレ
ートが提唱した経験則で、俗に「8対2の法則」とも
呼ばれます。パレートが各地の経済統計分析を行っ
た際、上位富裕層の2割で国民所得の8割を占める事
実を偶然発見したことに由来し、経営学上よく登場
するキーワードです。私は5年前、当時の上司に、
「世の中、何でも8対2だよ」と教わったのです。「仕
事でも情報でも、本当に大事なものは2割方であり、
それが全体の8割を左右する」、「業務の8割は2割の
時間で終わり、残る2割に8割の時間がかかる」とい
ったような法則で、Aという事象とBという事象とが
関連があるものとしたら、Aが8割ならばBが2割、あ
るいはその逆、というパターンがしばしば当てはま
るのです。
経済活動に当てはめて、「売上全体の8割は、2割

のコア製品で占められる」、「2割の顧客が売上全体
の8割を占める」、耳が痛いですが「2割の社員が会社
全体の8割の利益を稼ぐ」と言われます。すなわち、
重要な2割さえ押さえておけば、8割完成したような
ものである、とツボを押さえた名言です。
物事を進めようとするとき、ある種楽観的な霊感
を与えるものであり、選択と集中を考えたときに道
しるべとなり得るヒントの一つで、色んな場面に応
用でき、有用な法則であると思っています。
世の中の事象で我が熊本のことを関連づけると、
俗っぽい話ですが最近のお笑いの世界もこの法則に
当てはまるかもしれない、と勝手に想像したりしま
した。熊本県関係のお笑いタレントに、コロッケ、
ウッチャンナンチャンの内村光良、くりぃむしちゅ
ーの上田晋也と有田哲平、自虐ネタのヒロシ、ギタ

ー侍の波田陽区などがいますが、近年のお笑いブー
ムであまたの芸人が出てくるなかで、熊本県勢の露
出度時間2割で、視聴率の8割を担っているというよ
うな元気のよい現象があるように思ったのです。（余
談ですが、その他熊本県出身の三枚目に、実在しま
せんが、秘密戦隊ゴレンジャーの黄レンジャー、天
才バカボンのバカボンのパパなど、強烈度10割のキ
ャラクターもいます。）
真面目な話に戻って、熊本県は半導体関連産業の
集積と隆盛を積極的に推し進めています。大それた
話ですが、将来世界の半導体メーカーの2割が、九
州・熊本に製造や営業施設など、何らかの拠点を設
けていただき、それが世界の8割の産業機器や民生
機器と関わりがある、というようなことになれば大
変有り難く、夢のある話です。本県の誘致企業の現
状ですが、総事業所数に占める誘致企業事業所数は
9.8％であるのに対し、従業者数では40.4％、製造品
出荷額では60.9％を占めるなど、『パレートの法則』
に近からずとも遠からずといった状況（？）です。
なお、熊本県では、半導体産業特化係数で見るとデ
バイスで3.1、装置で1.4と国内最高の半導体関連産
業の集積が進んでおります点を申し添えさせていた
だきます。（本段落が一番大事な 2割相当かも？（笑））
最近の我が身を『パレートの法則』で振り返って
みると、家族構成の2割を占める私を8割の蚊が狙っ
ているような事実ぐらいしか身に覚えがありませ
ん。業務では苦労10割で頑張ることも美徳ですが、
コアの2割の努力で目標の8割を達成するのもまた美
徳であり、そうありたいと思うもののなかなかそう
はいきません。とはいえ熊本県に立地いただく企業
様には、10割の愚直な誠心誠意で対応させていただ
きたいと思っております。
今後とも九州・熊本に目をつけた市場活動、ある
いは御支援をいただければ幸いです。どうか皆様が
九州・熊本をコアの2割と位置づけられますよう
に・・・。

熊本県企業立地課
参事　松岡忠紀
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練達のシニアパワーで
日本半導体復活の一助を

私が半導体シニア協会の会員に入れていただいた
のは、協会スタート間もない頃であった。今日まで
の間、一会員として協会の活動に関心を持ち、研修
会等への参加を通して係わって来ている。本原稿の
執筆を機会にSSIS、その他、日頃思っていること、
考えていること、実施しようとしていることの一部
を話してみたい。
半導体シニア協会（SSIS）

先ずは、SSISについてから話そう。会長以下、運
営委員、事務局等の関係者は非常に熱心に協会の発
展に尽くされており感謝している。一方、我々一般
会員の関心が薄いのではないかと感じる。活性化の
一つとして、SSISのスタート時の目標の中に、シニ
アパワーの業界での有効活用化というのがあったと
記憶している。今後このシステムの構築と具現化に
取り組んでいくことを提案したい。
日本半導体復活の行方

話は大きく日本半導体の話。昔（という言い方が
適切か）、日米が覇権を競っていた頃、国内でもH、
T、N、F、M等の間で厳しい競争を繰り広げていた。
現在の各社寄り集まりのコンソーシアム体制システ
ムでの共同開発システムは、現状に対して危機意識
を持っての競争が存在しているのか。共同研究シス
テムに競争原理が働くのか。競争を回避する仲良し
クラブ的になっていないだろうか。あるGS証券の各
社証券アナリストを集めた勉強会の講師として話を
したとき、主催者からの質問で、「今後一番必要な
ことは何ですか」と問われ、「気合です」と答えた。
「気合ですか」と確認されたが、「絶対やってやるぞ」
という「やる気」が重要であると思ってのコメント
であった。十分条件では無いかも知れないが、必要
条件であると信じている。一断面であって全てを論
じているのではないことをお断りしておく。
次はベンチャーのスタートアップにおけるベンチ
ャーキャピタルの日米の違いの話。紙面の都合で詳
細説明は省略するが、安全重視で投資金額が少ない
日本の銀行方式とリスクをとるアメリカの投資家方

式の彼我の差。ベンチャー活性化に対しダイナミッ
クなアメリカの方式に対し、日本はアメリカ方式に
ならないという、あるシリコンバレー在住の日本人
投資家のコメントを聞いたことがある。日本復活に
向けて、考えて行きたい二つの事象を取り上げた。
㈲ITコンサルティングの立ち上げ

話は小さく2年前に設立した弊社の話。60を幾つ
か超え常勤会社勤務を終了した。かねてより、定年
退職する人の豊富な経験と知識が定年で生かされな
くなるのは非常にもったいないと思っていた。私は
幸い体力も気力も十分残っていたので、永年お世話
になった業界への恩返しとして、①若い世代に自分
の経験を伝えたい②定年退職した人のパワー（経験、
知識等）の有効活用の道筋をつけたい、との目標で
スタートしたのである。私はフォトマスク、フォト
リソ関係の技術コンサルタントとして活動し、少し
でも道が開ければと進んでいる。方法は十人十色
種々あると考える。多くの人が立ち上がり、このシ
ステムが定着し有効に機能するようになれば、早期
リタイヤの欧米、シニアの少ないアジアにアヘッド
した強力なシステムの確立が期待できると思ってい
る。SSISの力で日本半導体の復活のサポートを実現
しようではないか。
「超LSI、液晶、プリント板を支える

フォトマスク技術のはなし」新刊発行

最後にPR、1996年に元日立の同僚3人でフォトマ
スク専門の技術書を出版した。他に同類の本が無い
こともあり、息長く関係者には活用されてきた。さ
すがに現状に合わなくなってきたところもあり、現
在同メンバーで新刊執筆中である。今年のセミコン
ジャパンをターゲットにしているが、遅々として進
まない現状にプレッシャーをかける意味もありフラ
イングのPR、セミコンでお目にかけることが出来る
か───。

㈲ITコンサルティングの存在を示すため、「会員
企業」PR特集号に広告掲載をしました。そちらもよ
ろしくお願いいたします。

田辺　功 会員
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シルクロード紀行
はじめに

私が始めてシルクロードを知ったのは、おそらく
今から25年前にTV放送された、NHKシルクロード
である。重厚な石坂浩二のナレーション、シンセサ
イザーで哀愁をおびた喜多郎のテーマ音楽がいまも
忘れられない。ビデオテープに何本録画したことか。
そのころから、いつかは行ってみたいと思い続け、
定年でサラリーマンを卒業する記念旅行にと、申し
込んだ。
「西域の都、敦煌・トルファン・クチャ・カシュガ
ル・ウルムチを訪ねて！！　シルクロード紀行、
11日間」
旅行期間：2004年4月29日～5月9日
一行は26名。一組の親子以外は全員一人参加、10

歳から68歳、男18名女8名、帰国してからもアルバ
ム交換したり同窓会を二回も開催したり、仲良しに
なった。
ツアーのポイントは
・鳴沙山ではラクダ乗りを体験
・楼蘭のミイラで有名な新疆ウイグル自治区博物館
を見学
・カシュガルでは一般民家を訪問し生活に触れる
・クチャからカシュガル間は、南疆鉄道でタクラマ
カン砂漠と天山山脈を見ながら、のんびりと列車
の旅

北京、蘭州経由で敦煌空港に到着

敦煌、中国三大石窟のひとつ莫高窟、敦煌研究院
接待部案内人による解説があった。57窟の観音菩薩
像は美人、ミロのビーナスか自由の女神のようでも
あり、平山郁夫画伯が何度も立ち寄られている。大
仏は下から見上げるとその巨大さに圧倒される。
莫高窟の断崖からつづく砂の山塊が、鳴沙山へと
つづき、さらに月牙泉へとつづいている。砂の山を
ラクダに乗って夕日が映える。日も傾き砂丘に満月、
♪月の砂漠をはぁ～るばると……の風景がひろが
る。砂丘は東西約40kmにわたってつづいている。夜
光杯を買もとめる人が多い。
ゴビの砂漠をひた走る

翌日はゴビ（石ころの混じった砂漠をゴビという）
の砂漠のなかをバスを走らせて、漢代遺跡めぐり。
玉門間は漢族と異民族が対峙した西域攻防の最前線
で、土で固められた要塞である。河倉故城は西域を
守る兵士の食料を蓄えていた倉庫で、崩れかけて土
でかためられた廃墟は人影もなく寂寥感が漂う。静
かにたたずみ耳をすませば、漢代の兵士たちの喧騒
が聞こえてくるようだ。
バスはもときたゴビを南下して、陽関にむかう。

「西のかた陽関を出づれば故人なからん」と漢代の
詩人王維が、友との別れを惜しみ詠んだので有名。
その後砂漠のなかのオアシスにある、一軒の農家
ふうのレストランで昼食となった。オアシスはポプ

細見孝雄 会員

旅程近隣図（矢印は無関係）

出典：ユーラシア旅行社
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ラの並木にそって水路がめぐらされ、乾燥した砂漠
から一転潤いの世界に変わる。その水路にかけられ
た小橋をわたって農家に入る。ここでは三度々々中
国料理であるが、野菜豊富なため飽きないし、第一
体調に具合いい。ワインや干し葡萄がでてきて、円
卓をかこみ豪華な昼食となった。
夜行列車に乗るため、バスはまたゴビの砂漠をひ
た走る。敦煌駅まであと40kmのところで、急にバス
はエンジンから異音を発しストップし、我々一行は
砂漠のなかで孤立した。通りすがりのバスに助けを
もとめ救援隊を待った。エンジンは一時間ほど冷や
したら機嫌を直し、救援隊を待つことなくバスはま
た走り出した。間一髪で夜行列車に乗ることができ
た。皆列車内で弁当にくらいついた。
いよいよトルファンへ

吐魯番（トルファン）は天山山脈の雪解け水によ
って潤うオアシスで、西域に進出しようとした漢民
族は、ここを拠点として遊牧民と興亡の歴史を繰り
広げた。
火焔山（かえんざん）は「西遊記」のなかで、孫
悟空が鉄扇公主と戦った場所として有名。吐魯番の
人は赤い山と呼んでいる。
高昌故城では、玄奘三蔵（三蔵法師）は天竺（イ
ンド）へ行く途中滞在し、王から厚遇されていた。
しかし十年近く経ってまた戻ってきたときには、高
昌国は滅んでいたという。城内ではおおぜいのウイ
グルの子供たちが、みやげ物を買ってくれとしつこ
い、でもかわいい。
高昌故城をあとにして我々はベゼクリク千仏洞を
訪ねる。洞穴の中には壁・天井と仏画が描いてあっ
た。その多くはイスラム教徒たちにより、仏の目を
くりぬかれていた。100年前にドイツ・イギリス・

ロシア・日本の大谷探検隊などがその壁画を持ち帰
った。彼らは壁画を破壊から守るために持ち帰り、
大切に美術館などで保管し現在に残され、一部デジ
タル技術で修復されている。
カレーズにはトルファンの生命線、天山山脈から
の雪解け水が流れる地下水路がある。みやげ物を売
る店がならぶ。絹のショール（100元、約1300円、
はじめは300元とふっかけていた）と絹のスカーフ
（3枚、100元）を買う。ここでは「これいくら」な
どと聞いてはいけない、買いたくもないものを買わ
されるはめになる。ほんとうに欲しいものがあった
ら、「これ○○元にしなさい」といって、NOといわ
れたらその場を立ち去るそぶりをするのがよい。か
ならずあとから追っかけてきて、その値段で買える。
さらにその先のお店で、まじめな兄妹が番をしてい
たので、干しぶどう1kgを20元で買った。桑の実も
食べた。小さな青いツブツブの房で、油があってね
っちりした感じだった。
ホテルに帰り、トルファンの市街地見物に出かけ
た。住宅街のなかのモスクを訪ねた。なかには老人
と子供ふたりが日向ぼっこをしていたので写真をと
らせてもらった。お礼にテイッシュをあげたらよろ
こんでくれた。寺院のそばの道端で床机にすわり休
憩する人たちにも写真をとらせてもらった。みんな
いい人たちばかり、おだやかな顔をしている。ウイ
グルの女性は目鼻立ちが良く、美人が多い。子供も、
ませている。男はあまり魅力的なのがいない。バザ
ールを散策、羊の肉が入った揚げ肉まんはじつにう
まい。シシカバブを売る男は威勢がよい。夜はホテ
ルのぶどう棚の下の舞台でウイグル民族舞踏観賞。
美男美女の踊りはコザックダンスなどロシアを感じ
させる。黒い長靴に帽子が印象的だ。女性の衣装も

中国三大石窟のひとつ、敦煌　莫高窟 火焔山の断崖にあるベゼクリク千仏洞
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カラフルで美しい。笑顔で実に楽しそうだ。夜のふ
けるのも忘れ、踊りに酔いしれた。
交河故城は巨大な黄土の断崖にある島状の城址遺
跡で、前漢時代に屯田が設けられたところ。天山ウ
イグル時代の繁栄期を経て元代に衰退した。
更に庫車（クチャ）、カシュガルへ

夜行列車の旅は続く。列車は人家のないタクラマ
カン砂漠（全長1500km）をさらに西へひた走る。ク
チャ到着の朝は月食が見られた。キジル千仏洞、ス
バシ故城に玄奘三蔵の足跡をたどる。広漠たる乾い
た奇岩怪石の山間の道をバスは走る。天山南路で
ある。
さらに南疆鉄道の列車は右手に天山山脈の山々を
遠望しながら、のんびりと音も立てずに転がるよう
に走る。タクラマカン砂漠に音が吸い取られるのか、
実に静かである。
やがて列車はシルクロードの交差点、カシュガル

（喀什）に到着。カシュガルとはウイグル語で「城
のある山」の意味だそうだ。シルクロードを通じて、
古代には玄奘三蔵やマルコ・ポーロ、20世紀にはヘ

デインや大谷探検隊がこの町を訪れたという。エテ
ィガール寺院は新疆地区でも屈指の規模を誇るイス
ラム寺院、イランのホメイニ師が贈ったといわれる
絨毯を踏ませてもらった。イスラムの墓も見た。
ウイグル族の住宅街を散策する。古く薄暗い日干
し煉瓦の住宅、でも乾燥しているので、じめじめと
した不潔感はない。子供たちが元気に走り回ってい
る。子供たちにカメラをむけると、みんなに「撮っ
て、撮って」とねだられ、取り囲まれた。女の子は
ポーズをとる。人形やバッグをどこからかもってき
て、写真に納まろうとする。すぐその場でできばえ
をチェックさせられる。あまりにも大勢の子供たち
が押し寄せ、収拾がつかなくなった。「みんなそこ
に一列に並んで、はいポーズ」。女の子の服装は明
るい。口紅をし、カラフルな服を着た子もいた。
夜は、ホテルでの「羊の丸焼き」。イスラム料理
のご馳走だが、グロテスクで皆食が進まず。
香妃墓は、17世紀に強大な権勢を誇ったイスラム

教指導者アパク・ポージャとその一族の陵墓。
そして旅のおわりはカシュガルの職人街散策。楽

カシュガルの路地裏

カシュガルの路地裏で出合った娘さん、西洋美人だ。亀茲国の仏教遺跡、キジル千仏洞

カシュガル、ウイグル族の子供達
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器・銅の容器・バッグ・木工細工・アクセサリーな
ど、さらに大バザールではごった返した人々々のな
か、雑貨・鍋・釜・ナイフ・剣・絹布・イスラム刺
繍帽・羊の肉・シシカバブ・果実など、ウイグル族
の生活用品ならなんでも売っている。
終わりに

・25年ぶりの“シルクロードの夢”が叶えられて、
とても満足している。
・一番心配だったのは、お腹の調子だった。タクラ
マカン砂漠にはトイレがないからだ。生もの・
水・果物・アイスクリームは絶対口にせず、歯磨
きのうがいにもミネラルウオーターを使った。
・敦煌莫高窟で第57窟の観音菩薩は美人で、あこが
れた。
・自由時間が多くてよかった。トルファン・カシュ
ガルのウイグル人の住居に行って、子供たちの屈
託ない写真がいっぱい撮れてよかった。

シニアパワーの有効活用化をトライしませんか
半導体業界での豊富な経験を生かした技術コンサルティングを実施します

IT CONSULTING

◆ フォトマスクの技術および事業
◆ 実装用、MEMS用フォトリソ技術
◆ 半導体素子製造のEDA, IP, 材料, 装置の仲介

◆日立製作所武蔵工場 マスク課長（フォトマスク）
◆ HOYA八王子工場 工場長（フォトマスク）
◆ MICRO MASK（USA） EVP&CTO
 （フォトマスク、実装、MEMS）
◆日本マイクロニクス 技師長（実装、MEMS）
◆ スピナカー・システムズ 代表取締役社長（EDA、IP）

◆フォトマスク技術のはなし（共著）工業調査会
◆ 半導体LSIのできるまで　（共著）日刊工業新聞社
◆システムLSIのできるまで（共著）日刊工業新聞社

設立期　2003年10月1日

設立目的
　①経験、知識を次世代へ繋ぐ
　　 （業界への恩返し）
　②シニアパワーの有効活用化の実現

代表取締役社長　　田辺　功
連絡先
〒192-0043　東京都八王子市暁町2-17-6
 Phone ：080-5410-5895
 Fax ：0426-24-0590
 E-mail ：isaotanabe@nifty.com

有限
会社 ITコンサルティング

練達のシニアパワーの有効活用化で
日本半導体復活のサポートを提案します
経営者、シニア各位の賛同と実行を期待

●　ご相談下さい　●

会員現況（7月11日現在）
個人266名、賛助41団体

新会員の一言
牧本次生会員（テクノビジョン　コンサルティング）

この度ソニー㈱顧問を退任し、46年間に及ぶ半導
体人生を卒業しました。今後もコンサルタントとし
てがんばる所存です。

個人会員�
宮本 清治 会員 ㈱石井工作研究所�
牧本 次生 会員 テクノビジョン　コンサルティング�
田坂 貢一 会員 日本サーモテック㈱�
青木 賢之 会員 ㈲エス・オー・エス・ネット�
 （入会順）�

新入会員（2005.7）�
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発行日：2005年9月8日
発行者：SSIS 半導体シニア協会
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