
先端技術とリベラルアート

専門性の時代といわれる。
企業も個人も何かひとつ、他に抜きん出て秀でた部
分、競争力、コンピテンスを持たないと熾烈なグロー
バル競争に勝ち抜いてはいけない。こういう論調が日
本経済・社会を席巻し、これまでの総合力を頼みとす
るいわゆる日本式経営は、時代遅れの烙印を押される
までになった。半導体産業も例外ではなく、ファブレ
ス、ファウンダリのように個別機能に特化する企業、
特定の製品群に特化する新興勢力が元気がよく、伝統
的垂直統合型企業はふるわない。
このこと自体は、変貌することやまないビジネス環
境の、ある時点におけるひとつの現象として受け止め
ていく必要があろう。ただひとつ気になることがある。
専門性至上主義、または即戦力至上主義の蔓延である。
特に筆者が愁うのは、誤った専門性の理解に基づく
教育の偏りである。不況により新卒学生の就職難が深
刻化した1990年代後半以降,“企業は即戦力を求めてい
る”として専門性・即戦力信仰が広まった。新人教育
をゼロから施すほどの余裕がなくなってきた企業側に

とっては、一見歓迎したい気
運ではある。ところがここに
大きな落とし穴がある。付け
焼刃の似非即戦力、バランス
を欠いただけの擬似専門性の
横行すら生じかねない状況で
ある。
専門性や得意領域というもの

は、様々な分野に共通する普遍
的な基礎部分をしっかりと押さ
えた上で、自ら選択した特定の領域にエネルギーを集中
投下することで育まれるものである。表面的に直接関係
しないように思われる分野を切り捨て、あるいは避けて
成立するものではない。
その普遍的な部分とは、幅広い教養、即ちリベラル

アートである。リベラルアートとはもともと、古代ギ
リシア・ローマ時代から中世にかけて“自由七科”と
して重視された文法学、修辞学、論理学、天文学、算
術、幾何学、音楽を指すが、いずれもどちらかといえ
ば地味で即戦力とは程遠い印象を持つ学問である。
これらの分野以外にも、世界常識としての歴史認識、

自由思想であるとか、文学、美術等、歴史の巨人達が
生涯をかけて取り組んだ偉業に若い内から少しでも多
く触れておきたいものである。リベラルアートの大き
な特徴は、先人の英知の集大成を、それとの対話の中
で自分なりに咀嚼、消化してはじめて身につくことに
ある。その過程は、自分というものの内面を掘り下げ、
創造力の源泉を育む。そしてまた、人間というものへ
の限りない信頼、慈しみに厚みをもたせる。自然科学
であろうと社会科学であろうと、優れた功績を残す人
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物はほぼ例外なく力強い人間主義、人生肯定感を有し
ている。
リベラルアートは諸学問の基礎、土台でもあるから、
応用科学や技術の実用化にあたって大きな影響を与え
る。科学技術をいかに用いるか、IT（情報技術）をい
かに用いるか。リベラルアートの修得の如何は、この
問いの答えを大きく左右し、表象的にはまるで対極に
位置する結果をも招きかねない。IT程度であればまだ
しも、これが生命倫理に直結する遺伝子工学等に与え
る影響は無視できない。何が正しくて何が間違ってい
るのかは、結局その時代を生きる人間の総意で決めら
れる以外にないからである。
“正しく考える”という徳性は訓練されて身につくも
のであり、単なる知識の詰め込みよりも修得に時間が
かかる。しかし一度身につけば、新たな課題や難問に
面しても建設的に応用力を働かせ、課題を乗り越えて
いける。
例えば地球環境問題についても、20世紀の科学技術
の進展に基づく大量消費社会に対する、構造的につき
つけられたアンチテーゼとして捉えれば、その解決に
リベラルアートが資する部分は決して小さくないはず
である。
さらに情報技術と生命工学、エレクトロニクスが融
合するバイオインフォマティクス、また限りない応用
が期待されるナノテクノロジーに代表されるような学
際的な新たな領域では、従来の枠組みを越えた取り組
みが要求される。新しい分野で柔軟に創造性を発揮し
てゆくには、逆説的ながら、地味で古典的な共通普遍
の学問領域、リベラルアートを身に付けていることが
際立って重要なのである。
産業界の専門性重視、即戦力重視の風潮は、学生

（特に大学において）のリベラルアートへの関心を薄く
しがちである。一方では現在の大学学部と大学院とが、
それぞれ担うべき役割を明確にしていないことも、こ
の傾向を助長している。その結果、目先の表層的な実
利に直結する学問にのみ日が当たり、物事の本質に迫
る洞察眼や、人倫的見地からの研究を続ける姿勢が失
われることが懸念されるばかりでなく、起業家として
の成功も困難なものとなろう。これは日本においても
ドットコムバブルの時期に顕在化した現象である。
テクニカルな面だけでなく、その成果を人類全体の
発展に寄与させるために、諸学の基礎を是非とも早い
内から学んで欲しい限りである。
即効性が尊重される昨今のマネジメント論調にはい
ささか逆行するようであるが、このあたりで一度立ち
止まり、学問と教育の本来のあり方を見つめ直してみ
てはどうだろうか。

人生はシリコントランジス
タ技術からスタート

川　名　昭和32年にソニーに入り
ました。トランジスタラジオ
がちょうど盛んになり、これ
からというころです。ソニー
は、そのころ東京通信工業で
す。トランジスタラジオを始め
たのですが、次はテレビをやることに決めていまし
た。テレビとなると温度に強くないといけないとい
うことで、シリコンをずっと考えていました。
昭和35年にテレビを出しました。シリコンをやっ
たおかげでテレビができたのではないか…。それか
ら、厚木工場で、プレーナトランジスタとか、ICと
か、パワートランジスタの生産とか、ICはバイポー
ラICです。いきなりラジオ用ICとか、テープレコー
ダー用IC生産をやりました。
その後デバイス開発担当を4、5年やりましたでし
ょうか。その頃「中央研究所を何とか変えなくては
駄目だ」ということで、ソニーアメリカの社長・会
長から帰ってきた岩間副社長が研究所長を兼任しま
した。研究所の仕事として、何をやるかを議論しな
がら、CCDをやることに決めました。これを研究所
のきちんとしたプロジェクトにしようではないかと
始めたのです。プロジェクトに決めたのは、73年だ
ったと思います。
中央研究所といってもクリーンルームのしっかり
したものがない。トリニトロン撮像管のクリーンル
ームは造ったが、大したものではない。やるという
ことは決めていたのだが、なかなかできるものでは
ありません。
一生懸命やろうとして、プロジェクトにしたのだ
が順調に進みません。厚木の開発部隊と研究所の幹
部が集まって、どうしたらいいか相談したいという
ことで、菊地誠さんが研究所長で、半導体の事業部
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にいた私も参画して、リーダーをだれにするか話し
合い、私がやることになりました。
新しい部を作ることになり、半導体開発部を作り
ました。中央研究所でそのプロセスをやろう。設計
部隊もカメラを開発する部隊も研究所にいましたか
ら、一体でやるのがいいだろうということです。IC

とかMOSとかトランジスタとかの開発は従来通り厚
木でやろうと…。
中央研究所の設計部隊とか設計評価部隊とCCDカ
メラの開発も全部含めて、私がプロジェクトマネジ
ャーになって3年半ぐらい研究所にいました。学会
に発表したり新聞発表したり、いよいよ厚木で生産
準備しようと、試作ラインを造りました。量産の準
備を始め、その後ソニーは国分に専門工場を造って
量産に向かって進んだわけです。なかなかものがで
きなくて大変でした。
次にビデオではVHSとベータマックスの争いの後、
業界はフォーマットを統一してやらないといけない
ということで、8ミリビデオを開発しました。今度
は松下とか日立とか、みんな規格統一を図りました。
その中でCCDカメラが生きることになったのです。
それでハンディカムみたいなものができました。
あのころ、放送用の機器もやっていました。放送
用のカメラも撮像管からCCDに切り替えるというこ
とで、これもいち早くやりました。CCDは岩間さん
の大変優れた仕事だと、ソニーは岩間さんをそこで
高く評価しています。
私も初めの難しい所はやらせてもらったので、そ
こは誇りに思っています。だれもできると思ってい
なかった。やれというからしょうがないからやった

みたいな感じです。それは私の技術者としての思い
出です。

DRAMはやらない
川　名　ソニーはオーディオビデオの会社ですから、
当時はアナログ全盛。カラーテレビのIC化も初めて
やったと思うのですが、みんなアナログでした。そ
のおかげでいくらでも仕事があった。ソニーもこの
仕事でいい商品を造ったりできる。だから、それで
いいと思っていたのでしょう。
でも、アナログのバイポーラICだけでは駄目では
ないかと思ったのが岩間さんです。それで何とか
MOSをやらせようとしたのですが、でもなかなか会
社全体が動きません。彼としてはCCDをやろうとい
うことに決めたのです。

CCDは、難しいかもしれないけれどMOSの技術を
しっかりやって、将来のMOSIC・デジタルICにつな
がる技術になるはずだろうという思い入れも大いに
あったのでしょう。だけど、実際にはデジタルICが
進まなくて、いよいよ駄目かな、このまま放ってお
いたのでは駄目だなと私としては思っていました。
私の独断みたいなものですけれども、岩間社長の了
解を得て、厚木工場の中にMOS開発ラインを造りまし
た。それまではMOS開発ラインは特別になくて、バイ
ポーラICの一角でちょこちょこやっているぐらい。

MOSの試作ラインを造るようになって、ラインが
できかかったころに岩間社長が亡くなりました。そ
れまで、ソニーの半導体は外販しないということを
長年の伝統にしていました。井深さんもその方針で
した。もちろんこれは良くなかったのです。
大賀さんが社長になって体制が変わったこともあ
って、大いに外販をやろうと決めました。それは82

年の暮れだったのですが、実際には83年ぐらいから
具体的に開発を進めようということになりました。
私はMOSICのウエハープロセスを自分でやったと
いうわけではないのですが、とにかく試作ラインを
造ってやらなくてはいけないということでやりまし
た。恐らくその辺がMOSICをやる最後のチャンスだ
ったのではないかと思います。
今、それから発展してプレイステーションか何か
で大工場を造ったりして、ある程度やれるようにな
ったということではないかという気がします。

司　会　MOSですとSRAMなんかも随分ソニーが力を
入れて、それはCCDのあとから。

川　名　あのころCCDと平行してSRAMをやっていま
した。そのうち「DRAMがもうかる」という話にな
りました。DRAMをやるべきだという議論があった

ソニー厚木工場にて
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のですが、私1人最後まで反対し「やらない、やら
ない」と言っていた（笑い）。
みんなは、もうかるから、将来性があるから、ビ
ジネスが広がるからというのですが、私はまだ脆弱
なソニーのデジタルIC・MOSIC技術の状態では、
SRAMをきちんとやって、それでロジックだとかに
つなげていけばいい。技術が脆弱な段階でDRAMを
やるものではないというのが私の意見です。会社幹
部は、全員DRAMだと言った。結局、私だけやらな
いといっていました。そのせいもあってか、いまだ
にDRAMそのものはやっていません。もちろん
DRAM混載はやっていると思いますけれど…。

任せるところは任せ、正しい方向付けを
川　名　定年退職後ニューヨークのMRCに単身赴任し
ました。何とか米国人の中に入らなくてはと、「私
はソニーではないよ。MRCの人間だから、そのつも
りでやってくれ」ということでやりました。社長や
みんなと仲良くしたのが良かったと思います。
彼らのすごいのは、素晴らしいプレゼンテーショ
ンをすることです。すると、東京から来た連中は
「なかなかいいじゃないか、素晴らしいな」。「来期
は、来年はこうやります。その次はこうなります」
と夢のある話ばかり、その裏付けがあるような話も
する。ですから、みんな「そうかな」と思う。とこ
ろが、実際そうはいかない。実情が分かっていない
からでしょうね。
もう一つは、人事でしょうか。日本MRCという会
社があって、そこの社長と米国とやる。どちらにし
てもソニーの子会社です。日本MRCの社長とか幹部
はソニーから行っている。米国は米国人だけ。ソニ
ーの方針として、米国は手を着けない、自由にやら
せたい。ところが、日本はソニーから行ったやつが
いるということで、日本と米国とうまくいかない。
社長交代劇とか、幹部を首にするとか、大量解雇
とか、いろいろなことがありました。面白いといっ
てはおかしいですが、そういう経験はなかなか日本
ではありませんよね。

司　会　日本の企業が米国企業を買収したとして、注
意しないといけないことはどんなことでしょうか。

川　名　米国に任せるだけでは、駄目だと思います。
任せてもいいのだが、実態はどうなのか理解して、
正しい指導が行われなくてはいけません。駄目なら
「これは駄目だ」ということで、社長の首を代える
のも結構ですが、その辺のところの指導、技術を持
って正しい方向付けを出来るものをこちらが持って
ないといけないと思う。米国に任せるところは任せ

ないといけませんが…。
もう一つ言うと、やはり人事です。特に社長です。
この社長で大丈夫なのか、あるいは今度採用する社
長はこの男でいいのかどうか。その辺の人事です。
難しいです。ほかの人の意見を聞いて、良さそうだ
から面接をする。面接をしても分からないですよね。
そこのところをどうやって見極めるか。もちろん解
答があるわけではないが、そこを間違えたら駄目だ
と思います。

司　会　日本から行った人の意見もよくよく聞いてお
かないといけないのでしょうか。

川　名　全くそうですね。日本にいる人たちの意見ば
かりを聞いてしまうことになったりすると駄目です。
やはり日常をちゃんと理解しておかないと。もう少
し言えば、現地に任せるといってもだれか日本から
のボードメンバーを入れて管理をやってとか、何か
いろいろやりかたがあるのではないかと思います。

仕事は頑張り通せ
司　会　CCDをやった時の立場はどういう立場だった
のですか。

川　名　一応プロジェクトマネジャー。欠陥も多種多
様出てくる。原因は、全然分かりません。社長が1

カ月に一遍見に来る。

状況をプレゼンテーションする、「こんな状況で、
こんな欠陥がある」「何でそんな欠陥が出るんだ」。
これが分からない。いいかげんなことを言っても信
用しないし、「今度はどうしたら直るんだ」と言われ
て、「今度はこうします。多少はいいです」。次の月に、
「ちっとも進歩していないじゃないか」と（笑い）。
司　会　「いつになったらもうかるんだ」とトップが
心配していたことよくありましたか。

川　名　研究開発を担当していたころ、だんだん金を
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使うようになりました。設備は新しく買わなくては
ならないし、設計も増強しようとか。そうすると金
がますますかかり、社長は「金がかかってもいいよ」
と言ってくれるのですが、周りが承知しない。

司　会　周辺の技術はどんどん進行するし…。
川　名　計算する人がいまして、本当にオンラインに
して販売できるようになるか。そのときの値段がい
くらで、原価いくらで、いつになったらものになる
のか。リターンインベストメントどうなるかとか計
算すると、とてもできないことになる。そうすると、
「早くやめろ」とソニーじゅう大合唱です。岩間社
長1人頑張った。
最後に、岩間さんも防戦できないと思ったのか、

「もうやめてもいいよ」と言った。菊地さんが私を
呼んで、「社長がこう言っているけれど、どうする」
「やめることはないんじゃないですか」。
その後社長は、「うちの半導体のエンジニアは技術
がないし、あんな連中にやらせたってできないかも
しれない」と思ったのです。日立と共同研究をやれ
と菊池さんに命じました。日立の研究所長は菊地さ
んの知り合いだったものですから話をつけて「じゃ、
やりましょう」。やりましょうといったって、当時
共同開発できる当てもなかった。
議論を始めたのですが、話が全然かみ合いません。
日立は「CCDは駄目だ。CCDではなく、MOSのほう
がいい」という話で、CCDはやらない。ソニーは
「CCDのほうがいい」ということで議論して、それ
だけで終わってしまったような感じです。
岩間さんは、どうも日立とうまく行かない。それ
ではCCDをやっているNECと一緒にやればいい。実
は裏話なのですが、菊池さんはNEC研究所長の植之
原さんに、話に行きました。「ちょっと今は無理な
んじゃないかな。2人とも、もう少し時期を見てか
らにしますということにしておきましょう」みたい
なことに（笑い）。

司　会　CCDがどういう不良で駄目になるのか分から
なくて、もうどうにもならなかった。

川　名　こっちはDRAMなんかもやっていないし…、
できるわけがない。みんなも「そんなのやったって、
できないよ」というのが多かったし、「早くやめさ
せろ」という声が多かった。

司　会　手掛けられて製品化されるのに、大体何年ぐ
らいかかられたのですか。

川　名　1970年ぐらいから始めたと思う。製品になっ
たのが1980年です。といったって、全日空のジャン
ボ機のコックピットと脚にくっつけただけです。そ
れが全部で何十台だか造るのに何年もかかったとい

うことで、商売ではない。
本当に商売になったのは、更に5年くらいかかって
いると思います。確かにその当時、無謀と言えば無
謀でした。頑張り通したところが良かったのかなと
思っています。

若い人も経営者も冒険心を持って
チャレンジを

司　会　最近、産学官の研究とか、単独ではなかなか
難しいということが言われだしています。今後の研
究の方向は、どのように持っていったらいいのか。
そのお考えをお聞きしたいと思います。

川　名　米国に行ってから特にそう思いましたのは、
米国では産学ですよね。密接に。大学となかなかい
いコンビを組めました。
日本も最近は、もちろん官も含めてでしょうけど、
随分その辺が昔と変わってきたなと思います。いい
ことではないかなと思っています。日本の半導体は、
一時、世界に冠たる半導体だったのが、米国に追い
抜かれ、韓国や台湾出て来て、精彩がないような感
じがしていました。産学も含めて、一つはアグレッ
シブな仕事に対する取り組み方が必要だと思う。そ
れから、産だけでやりきれないところもあるわけで
すから、そこは大学に長期的な観点で研究してもら
うのがいいと思います。
官については、若干疑問があります。いろいろプ
ロジェクトを設定してやりますよね。産がやってい
るから官がやることはない。そうすると、官はもう
少し先のまた先をやろうとかいって、プロジェクト
を設計します。ほとんど当たったことがないという
感じです。そのうち、そんなのではない別のほうが
大事になってくる。だから、プロジェクトの設定み
たいなものをもう少し考え直す必要があるような気
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が個人的にしています。
むしろ、現実の問題を別の角度からやるというの
は、米国の学なんかはそうだと思うのですが、実際
に問題そのものを開発するというのもありますけれ
ど、ベーシックになっているところをどう理解した
らいいのかを、だれかがちゃんとやることですね。
官は、同じ面でもこれはちょっと産でやり切れない
から、ここのところはもう少し官でこの問題解決を
進めようではないかとか。あまり先の先のことしか
官はやらないとなると…。

司　会　その点で、セマティックのやり方というのは
巧妙だった感じですよね。

川　名　そういうところは見習う必要があるのかもし
れませんね。米国のマニュファクチャリングサイエ
ンスみたいなことに力を入れてやるようになりまし
た。日本はどうも、今は相当やられていると思いま
すけど、米国のほうが先行されて、かなり力になっ
ているのではないでしょうか。

司　会　生産技術というのは、日本のほうがリードし
ていたのですが、気が付いたときには米国のほうが
先になっていたという感じですよね。

川　名　「これじゃいかん。生産というものを何とか
良くしていかなくちゃいけない」ということで、米
国的なマニュファクチャリングサイエンスが起こっ
たような気がしますね。

司　会　米国人がショックを受けて素直に言うことを
聞いたからですね。

川　名　勇敢に何かをやらないようになってしまった
というのをよく聞きますよね。それはなぜなのかと
いうことです。一つは、会社自身がもうからなくな
ってしまったから、これ以上冒険する気もなく、ま
た損する可能性があるから、とにかくもうかること
だけしか、はっきり見通しあるものしかやらない、
となってしまったのではないですか。研究体制もそ
うなのです。そうなると、どうも力が出てこないよ
うに思います。

司　会　これからの若い人には冒険心を持ってチャレ
ンジしろということでしょうか。

川　名　そうですね。ぜひそうなってほしいですね。
若い者もそうですけど、経営者そのものがそういうも
のがないといけないのではないでしょうか。元気良く
やらせる。岩間さんみたいに、CCDをソニー社内じ
ゅうから、やめろと言われても頑張った人もいた。

司　会　今日は長いこと貴重なお話をありがとうござ
いました。

川　名　とんでもございません。ありがとうございま
した。勝手なことをおしゃべりしました。

研修では、“心の健康”と“身
体の健康”についてお話いたし
ました。限られた時間の中で
前半の“心の健康”が中心に

なりましたが、後半の ”身体の
健康”に関しても、紙面をお借
りして、補足したいと思います。

1．心の健康
●交流分析とエゴグラム
・成人した人は、健康な精神状態
において、大きくは3種類、細分化すると5種類の独
立した自我の部分を持ち合わせています。50問の質
問に答えることを通して、この自我状態をグラフ化
しパターン化できます。これをエゴグラムといって
います。エゴグラムによって、自分の心のあり方や、
人との交流・コミュニケーションの傾向をグラフの
パターンから知ることができます。エゴグラムは
「判り易い自分発見の方法であり、やさしい対人関係
の科学」と言われる“交流分析”の理論（Transac-

tional Analysis、略してTAという）に基ずき、考案さ
れました。

・“交流分析”の理論は1957年に精神科医エリック・
バーン博士が創案した理論であり、この理論に基づ
き、心の状態を客観的にとらえた心理テスト、エゴ
グラムがジョン・デュセイ博士によって考案されま
した。

・エゴグラムは“今の”あなたの心理状態がどんなも
のかを知る手がかりになります。それはあなたのパ
ーソナリティや、コミュニケーション・行動パター
ンの特徴のみならず、健康状態をも示唆してくれま
す。

・次に、自我状態の種類を説明します。大きくはPの部
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分、Aの部分、Cの部分の3つに分けられます。更に、
Pの部分はCPとNPに分けられ、またCの部分はFCと
ACに分けられます。PはParentのPであり、親の自我
状態、AはAdultのAで大人の自我状態、CはChildのC

で子どもの自我状態を、それぞれあらわします。
またCPはCritical Parent、NPはNurturing Parent、FCは
Free Child、ACはAdapted Childをそれぞれ意味してい
ます。
50問の質問回答に応じて重み付けされ、その人のそ

の時点での、上記イメージ図の5つの自我それぞれの強
さ・弱さ加減が数値化されます。それをグラフにプロ
ットしエゴグラムを描きます。
・典型的なエゴグラムのパターンの幾つかについて、
その一般的な特徴（その人のコミュニケｰション、行動
の）を次に、ご紹介します。
●エゴグラムパターンの特徴
へ型：円満パターン
・自他ともに肯定的に評価できる人。対人関係のトラ

ブル少なし
・日本人はNPがHigh、アメリカ人はAが高い個人主義
的

・願望で回答するとこのパターンになる場合あり
N型：献身パターン
・自分は二の次の我慢を重ね、ひたすら他人に尽くす
・N型の人は、ライフスタイルの見直し必要
・遊び心を意識的に高め、FCを高くする、気分転換を
上手にしよう

・A高の変形Nは、仕事が出来る。仕事中毒、働き過ぎ
傾向

・Aが一倍低い変形Nは、現実に疎く、他人に利用され
たりする

逆N型：自己主張パターン
・高いCPとFCになる場合が多く、この2つのミックス
から強い自己主張

・NPが低いため、思いやりが足りず、ACも低いため他
人の意見に耳を傾けたり、合わせたりするのが苦手。
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・独善的で周りが悩まされるが、本人は悩まず。
・自分の欠点になかなか気付かない。交流分析にも耳
貸さず。

V型：葛藤パターン
・自他共に否定的評価で人生を楽しめない。
・言いたいことを言えず、いつも怒りを持っている。
高いCPとACがいつもケンカ。理想が高い：慎重、
リーダーシップ：依存的、頑固：協調的
・ストレスがたまりやすい。・不足しているA，FC，

NPを高め、口に出して話すことが大切。
W型：苦悩パターン
・V型同様、CP、ACが高い、プラス高いA、悩みは更
に深刻。
・自己批判の意識強く、自己嫌悪に陥りやすい。Aは
交流分析を聞ける
・このパターンのひとは、潰瘍やうつ状態に注意が必
要。

M型：明朗パターン
・朗らかで人なつっこい（若い女性に見られる）、アイ
ドル的
・高い点と低い点に大きな差がなければ問題ないが

CP，A，ACの3自我が極端に低いと問題あり、秩序
無視、理屈嫌い客観的判断不足、他人に耳貸さず、
非行少年などに多い。
右下がり型：頑固パターン
・CPが高い極端な例、理想が高く、責任感強く、融通
きかず、厳し過ぎる。がんこ親父パターン。良い・
悪いで結果が大きく異なる。
・ACが低いので協調性がない。いらいらしていて怒り
っぽい。
・この頑固パターンは頭痛や高血圧の人に多い。
右上がり型：あなた任せパターン
・気配り過ぎの良い子ぶりっこで責任感が足りない。
全てあなた任せ。
・全体の自我が低い場合、このパターンは、あまりに

幼稚で子供っぽい。
平坦型：一般に特徴の無いパターン
・高いレベルだと猛烈パターン、バランス感覚はgood。
・中位レベルだと全く特徴の無い人に見られる。
・このパターンはまれ、いずれでもないか、全てハイ
の回答の時出易い

まじめに回答しよう。
●スタイルの改善策
◆CPを上げる言葉づかい。
・～すべきです（でない）。・～しなければならない。
・決めたことは最後までやろう！

CPを上げる行動・態度
・人を叱る。
・目標を立て最後まで努力する。
・時間・金銭にやかましくなる。
・最後まで譲らないぞ！を1つ持つ
◆NPを上げる言葉づかい。
・あなたの気持ちはよくわかります。
・よくできましたね！
・大変でしたね、つらかったでしょう。
・いいご趣味ですね！

NPを上げる行動・態度
・家族に、友人に、ささやかなプレゼントをする。
・相手の気持ちになって考えてみる。
・人の長所を見つけ、ほめる。
◆Aを上げる言葉づかい。
・問題点は何ですか？
・もう少し詳しく説明して下さい。
・（感情が高まったら）少し考えさせて下さい。

Aを上げる行動・態度
・日記をつける。文章を書く。
・感情に流されず、客観的事実を確認する。
・5W1Hを検討する。
・結果を予測して、状況全体を把握する。
◆FCを上げる言葉づかい。
・大きな声で、おはよう！ おいしい！ かわいい！ わ
あ、すごい！

・それは面白い・やってみよう・さあ、楽しもう
FCを上げる行動・態度
・とにかく笑う。
・冗談を言ってみる。
・芸術・娯楽を楽しむ。
・何か夢中になれる趣味を始める。
◆ACを上げる言葉づかい。
・これでいいですか？
・こんなこと話していいでしょうか？
・気を悪くしませんでしたか？
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ACを上げる行動・態度
・とにかく相手の話を黙って聞く。
・相手の話に相槌を打つ。
・相手を立てる。
・遠慮してみる。妥協してみる。
・子供や部下に従ってみる

●ストロークとは
◆人間（こども）の成熟に欠くことのできない愛撫、
接触、声、音などの生物学的な刺激を言う。
◆人が健康、幸福であるためには、人間的なストローク
を温存させるようなよき家庭が営まれることが大切。
◆大人も同じであり、愛情、承認、直接的誉め言葉、
間接的賞賛を受けたり、与えたりすることが大切で
ある。人間は一生これを求めて生きていると言える。
◆ストロークには、マイナスのストロークもある。
プラスのストローク（愛撫、承認）を得られない子
供が、親を困らせて、叱られたり、なぐられたりす
る形で親の注目を得ようとするようなケースである。

●前半のまとめです。
それぞれの個人的なパートナー（妻や恋人や仕事上
の仲間など）を思い浮かべて下さい。
その方のエゴグラムのパターンをイメージしてみて
みましょう。
自分の普段の交流の仕方やエゴグラムのパターンか
ら、冷静に考えてみると、大いにご苦労を掛けたり、
心配を掛けたり悩ませたり、してませんでしょうか？
交流分析の理論では 「過去と、他人は 変えられない」
と言っています。過去の事実は、事実として認め、過
去にとらわれず、未来を見つめ、自分自身を変え、よ
り良い人との交流に向けて前進・進歩をはかることを、
教えています。

2．身体の健康
●代替医療とは
「人間に本来備わる自然治癒力を認めて、この自然治
癒力を高めることによって健康維持、あるいは健康改
善しよう」との考え方が代替医療の基本です。
これは西洋医学が化学的な医薬や外科的処置を用い

て部分的・局部的に患者の病気を治療しようとする傾
向に対して、これからの医療の方向を示していると言
えます。
●病気の原因
色々ある原因の中からここでは、3つの視点について

述べます。
1．有害化学物質：食品添加物や、質の良くない歯磨き
粉、シャンプー、リンス、化粧品、洗剤に使われて
いる有害化学物質は、長年にわたり、毒物を撒き散
らしているといえます。
微量の毒物も長年掛って体内に蓄積された結果が、
若者達の残虐な犯罪や、急速なガン患者やアトピー
患者の増加の大きな原因と指摘され始めています。
残念ながら、国の関係機関では、目先の問題が無け
れば、問題と捉える動きも見えません。

2．栄養不足：野菜の中のビタミンやミネラルの不足は
身体本来の病気に対する抵抗力や治癒力、免疫力を
大きく低下させていることがあげられます。
これらの不足を意識的に補ってやることが必要な現
状です。

3．活性酸素：体内で発生する活性酸素は身体の老化、
動脈硬化、心臓病、アレルギー、ガンなどの原因の
一つになっています。若いうちは、身体が活性酸素
を除去する強力な酵素をつくっています。が40歳く
らいを境に、この能力が急速に低下します。現実の
現象として、皮膚の部分に発生した活性酸素は老人
の皮膚のシミとなって身体を錆びさせます。“炎”
の字が付く大半の病気（肺炎、膵炎など）の原因に
もなっています。

●意識して対策を取る必要が有ります。
1．有害化学物質は石油などから合成される種々の物質
が上げられますが、誰もが毎日使っている日用品で
ある、歯磨き粉、シャンプー、リンスに含まれる合
成界面活性剤が、非常に危険です。ラウリル硫酸ナ
トリュームやポリプレングリコールなどは分子量が
80前後で皮膚から、どんどん体内に浸入してしまい
ます。化粧品の口紅、毛染めなども同様に危険な存
在です。それら、有害合成化学物質が入っていない
日用品の選択が望まれます。
少し割高になりますが生協の一部の製品やニューウ
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エイズ社製品などがあります。
2．自然の食物が少なくなり、食品と呼ばれる加工品か
らは身体が必要とする栄養素を補えませんので、栄
養補助食品でそれらを補給することが大切です。た
だし、化学的に合成されたビタミンなどは、なんの
役にも立たず、摂取し過ぎると副作用が有ります。

3．活性酸素に対しても、年齢に応じて、体外から抗酸
化作用のある物質を摂取する必要が有ります。代表
的な物が天然のビタミンB2、C、E、α、βカロチ
ンなどです。
また、活性酸素の発生を抑えるには、紫外線／放射
線に当たらない、自動車の排ガスを避け、たばこ・
アルコールを大量にとらない、激しい運動をしない、
添加物処理をされた加工食品を極力食べないなどが
上げられます。

●後半のまとめです。
日本においても、ガンは年々、増加の傾向で1981年

（昭和56年）に脳卒中を抜き、死亡原因の第一位。毎年
1万人以上が増えており、98年には28万人にもなってい
ます。毎日800人もの人がガンで命を落としている計算
になります。1950年に死亡者数の割合はわずか7％であ
ったが1980年には20％を突破し、1998年には30％の大
台に乗ってしまっています。
人体は約60兆個の細胞から成り立っており、毎日約

5000億個以上が生まれ変わっています。しかし同時に
健康な人でも7000-8000個のガン細胞が毎日生れている
そうです。
身体の免疫力が正常に機能している状態では、これ
らのガン細胞が翌日まで生き残る可能性は、1個に満た
ないそうです。従って、免疫力の低下を招かないよう
に、有害化学物質を排除し、活性酸素の発生を避け、
バランス良い食事や、栄養補給に心掛けることが大切
です。

●参考文献など
「エゴグラム」芦原睦著（中部労災病院心療内科部
長）扶桑社￥1,400

（副題：あなたの心には5人家族が住んでいる。）

「エゴグラム」ジョン・M・デュセイ 著 池見 酉次
郎監修新里里春訳
（副題：ひと目でわかる性格の自己診断） 創元社
￥2,800

「続・心療内科」池見酉次郎著中公新書￥720

1．はじめに
Bluetooth（tm）（以下ブルート
ゥース）とは、最近注目を集め
ている近距離無線通信技術であ
り、携帯電話、パソコン、携帯
情報機器（PDA）、デジタルカメ
ラ、プリンタ、ターミナルアダ
プタ、ヘッドセット、ゲーム機、
車載情報機器等幅広い製品に搭載
が見込まれている。
ブルートゥースの基本技術は、1994年ころスウェー

デンのエリクソン社で携帯電話と周辺機器をつなぐ新
しい無線方式として開発がスタートしたと言われてい
る。ブルートゥースという名称は、デンマークとノル
ウェーの2つの文化と言葉の違う国を統一した王様
（940年～981年）の名前に由来している。この新しい無
線通信規格が携帯電話とパソコンという異なる機器を
無線でつなぐことを目指していることから、ブルート
ゥースと名付けられた。
その後、1998年5月にブルートゥースの標準化団体と

してBluetooth SIG（Special Interest Group：規格賛同企
業グループ）を設立し、エリクソン、ノキア（フィン
ランド）、IBM（米国）、インテル（米国）、東芝（日本）
の5社がプロモータ企業として主導していった。世界中
の国の様々な業種の企業がこの規格に賛同し、2001年6

月現在約2,500社におよぶ企業がBluetooth SIGに加入し
ていることから、ブルートゥースへの関心の高さがう
かがえる。なお、1999年12月には、新たに4社（ルーセ
ント、スリーコム、マイクロソフト、モトローラ）が
プロモータ加わり、さらなる強力な推進体制ができあ
がった。
ブルートゥースの規格は、Bluetooth SIGより1999年7

月に最初の仕様書である「バージョン1.0A」により一
般に公開された。この仕様書は、無線部やベースバン
ド処理部を規定した「コア仕様書」と、用途別に伝送
方法を規定した「プロファイル仕様書」より構成され
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ている。同年12月に改版され「バージョン1.0B」とな
ったが、現在は2001年3月末に公開された「バージョン
1.1」が最新版である。仕様書は、Bluetooth SIGの公式
ウェブサイト（http://www.bluetooth.com/）にて閲覧可
能である。

2．ブルートゥースの仕様
2.1 コア仕様
ブルートゥースの主な仕様を表1に示す。無線周波数
帯は、世界の主要国において免許無しで利用できるよ
う割り当てられた2.4GHz帯のISM（Industrial Scientific

Medical）バンドを使用する。ISMバンドは免許無しで
使用できる反面、電子レンジや、IEEE 801.11bに代表
される他の無線システムとの干渉が問題になる。ブル
ートゥースでは1秒間に1,600回という高速で周波数を
切替える周波数ホッピング・スペクトラム拡散という
手法を採用している。これは、例えばある周波数で干
渉を受けても、次の瞬間別の周波数に移動し通信を継
続できるという特長をもった無線方式である。送信電
力は0dBm（1mW）が標準で、通信距離は約10mである。
さらに「クラス1」と呼ばれる高出力仕様が規定されて
おり、送信電力が最大20dBmで約100mの伝送距離が期
待できる。
データ伝送の理論速度は1Mbpsであるが、実効値と
しては送信・受信とも同じ速度の場合、最大433.9kbps、
送信・受信で速度が違う場合、最大723.2kbpsである。
これらの伝送速度は、普及が始まった無線LAN規格で
あるIEEE 802.11bの11Mbpsに比べ1/10以下の低速であ
る。ブルートゥースが当面のターゲットとしている携
帯電話や携帯情報端末機器間の接続に際しては、この
程度の速度でも充分使用可能であるが、Bluetooth SIG

では適用範囲拡大のため次期仕様として2Mbps～
10Mbpsへの高速化の検討を進めている。

2.2 プロファイル仕様
相互接続性を確保するため、ブルートゥースでは

様々な方策が採られている。そのひとつとして、アプ
リケーションごとに物理層からユーザインタフェース
層まで「プロファイル」という接続仕様が詳細に規定
されている。ブルートゥース機器に対しては、必ず規
定されたひとつあるいは複数のプロファイルをサポー
トしなければならない。表2に現在規定されている13種
のプロファイルを示す。想定アプリケーションが、こ
れらのプロファイルを適応できない場合、Bluetooth

SIGを通じて新規プロファイルの策定を依頼する必要
がある。
なおBluetooth SIGでは、上記13種のプロファイルの

他に、現在表3に示すような新しいプロファイルの策定
を進めている。

3．ブルートゥースの市場
2000年末、限定的ではあるが最初のブルートゥース

搭載商品として東芝より「Bluetooth PCカード」と
「Bluetoothワイヤレスモデムステーション」が発売され
た。2001年前半には、ノート型パソコン、携帯電話、
ターミナルアダプタ、ヘッドセット、プリンタ用接続
アダプタ、携帯情報端末用アダプタ、メモリカード型
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表2 プロファイル一覧

表3 策定中プロファイル例



アダプタ等が発売または発売予定となっている。
ブルートゥースの市場は、2001年後半から2002年に

かけて急速に立ち上がり、2005年には全世界でブルー
トゥース搭載機器の出荷台数が10億台を越えると予想
されている。プロモータとして、ノキア、エリクソン、
モトローラという携帯電話の世界シェア上位企業が名
前を連ねていることから、携帯電話向けが半数以上を
占めるが、プリンタ、自動車、ゲーム機器、ポータブ
ルオーディオ機器などの策定中のプロファイルに対応
したアプリケーションの搭載率によっては、さらに大
きな市場が見込まれる。

4．さいごに
ブルートゥースの本格的な普及には、以下の課題を
克服していく必要がある。
・相互接続性の確保
・電波干渉での通信品質確保
・機器の低価格化
特に、ブルートゥース機器の低価格化に対して、半
導体メーカの果たす役割は大きい。2001年3月以降、最
新仕様「バージョン1,1」対応のブルートゥース用LSI、
およびプロトコルスタックの認証取得が活発化してい
る。今後はプロセスの微細化や、RF-CMOS技術の進展
により、LSIの低価格化が加速するものと思われる。
沖電気は、1999年2月にBluetooth SIGに加入しブルー
トゥース用システムLSIの開発をスタートした。現在、
CMOSプロセスによるRFトランシーバLSI、ベースバン
ドコントローラLSI、および必要なプロトコルスタック
を商品化している。低価格化へのアプローチは、ブル
ートゥース機能のLSIへの集積化と、システムLSIによ
るアプリケーション用LSIへの取り込みが考えられる。
前者は、CMOSによる1チップ・ブルートゥースLSIの
開発、後者は高性能CPUを搭載したプラットフォーム
の開発により、要求に応えたいと考えている。
＊Bluetoothは、米国Bluetooth Inc.の商標である。

参考文献：
1．「Bluetoothケータイ・PCを席捲」 日経エレクトロニ
クス, N0.759, pp.139～163, 1999年12月13日

2．モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
編著「明解Bluetoothパソコン・携帯電話・家電をつ
なぐ新技術」リックテレコム

3．ネットテクノロジーラボ 著 「最新技術解説 入門
Bluetooth」技術評論社

山陽本線の山口県にある大畠駅を降りて大島瀬戸を
船で渡ると、そこが私の心の故郷である山口県周防大
島である。
静かな瀬戸内海に浮ぶ幾つも幾つもの岬と入江の白

砂青松の海岸に囲まれ、小高い山一面にみかん畑が広
がる長閑で美しい島である。
昭和19年12月に大阪から父に連れられ母と妹達とで

疎開した父の故郷である。
昭和20年4月1日に、校門に大きな桜の木があって満

開で空一面を白く覆っていたのが印象に残る国民学校
沖浦小学校に入学した。
小学校1年、2年、3年を沖浦小学校で過ごし、昭和24

年4月1日に大阪市此花区にある戦災で焼け残った小学
校に4年生として転校してきた。その間わずか3年数ヶ

12

一番嫌いな絵画が趣味に
山根正煕会員（伯東㈱）

山根正煕会員（東京・白金台の東京都庭園美術館にて）
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月間、周防大島、日見（村）の四季ごとに色とりどり
に美しく変わる海、山、川、田、畑、山里で遊んで過
ごした日々が私の趣味である”絵画”に深く係わって
いる様な気がしている。
夏には朝から夕方まで泳いだ。ゆるやかに弓状にな
った白い砂浜に青い松が一列に並んでいる。海は沖へ
向かって泳いでも泳いでも仲々深くならず、海水はす
き透っていて、遠浅の海である。泳ぎ疲れると釣舟を
漕ぎだして岬の磯に行く。海水は澄み、海中の岩々に
緑や赤茶や、黄黒い海藻がゆれ、桜色したいとよりや、
緑色したカンナンギダなど色とりどりの魚が泳ぎ、赤
く柿色したオコゼも岩間にいたりサザエもいるし、な
まこも沢山いてとても美しい磯の海底であった。
そこに、潜って遊ぶのが日課であった。楽しい夏で
あった。足袋もはかず、手袋もせず、手足をあかぎれ
にしながらわらぞうりをはいて過ごした寒い冬から、
やがて田の畦や小川の土堤の枯草の間に草が芽を出し
朝日が輝きどことなく温かく感じる様になると、早春
賦に出てくる,「春は名のみの風の寒さや…、春と聞か
ねば知ってありしを、聞けば急かるる胸の思いを…」
と歌われている様な、少しうれしい気持ちを子供心に
持ったことを覚えている。
それは、楽しく美しい春の幕開けを子供心に知って
いたのだろう。
近くや遠くの山々に山桜が咲き突然山里が明るくな
る。日本一大きく古い国宝の木造大仏「日見の大仏様」
がある最澄寺の桜の木はひときわ大きく何本もあり空
も見えない程に咲き、苔生す石垣の下の緑濃い草のあ
い間を流れる小川は春の陽に照らされてきらきら光っ
ていた。音楽の時間に,「春の小川はさらさら行くよ、
岸のすみれやれんげの花に…」と大声で歌いながらい
つもここの風景を思い浮べていた。
やがて、田園にレンゲの花が咲き、見渡す限り広い
田園一面は紫色がかったピンク色に染まる。
近くの小高い丘や裾は麦の緑と菜の花の黄色でとり
囲まれる。おだやかで、やわらかい、色とりどりに彩
られる畑や山里の風景は美しく、子供の気持ちを何か
明るく楽しいものにしてくれた。その頃になると水が
温む。学校から帰ると田の畦と畦との間にある、巾1～
2尺の流れのゆるい用水路に行ってめだかをすくった
り、どじょうをつかまえたり、池にふなを釣りに行っ
て遊んだ。夕暮れになると遊びをやめて従兄弟や友達
と家路に向かう。色とりどりの田や畑や点々と民家が
ちらばる山里や遠い高い山々が風もなく温かい空気に
つつまれて、ほんのり、ぼんやりと霞んで見える。
「菜の花畠に入日薄れ、見渡す山の端霞みふかし。春
風そよ吹く空を見れば、夕月かかりて匂い淡し。里わ

の火影も森の色も…」という朧月夜の歌が好きであり、
その歌に詠まれた所が私の見て過ごしたあの日見の村
のあたりの風景ではないかとこの歌を聞くといつも思
う。また、遊んだ後友達と別れて帰る時の少しさびし
い気持ちが朧月夜に歌われている感傷に重なって、甘
ずっぱく懐かしく思う。やがて、5月から6月に入ると、
じゃがいもをとり入れた後さつまいもを植える頃にな
る。向いの小高い山に母と畑を耕しにおいこを背負い
鍬をもって母の前を歩いて登る。
白い花を沢山つけたみかん畑の横を登って行く。
頂上付近になると眼下に川田たか子が唄った－みか

んの花が咲いている。思い出の道、丘の道、はるかに
見える青い海、お船が遠くかすんでいる。いつか来た
丘母さんと一緒にながめた、あの島今日も一人で…－
の「みかんの花咲く丘」の歌に詠まれた光景が広がる。
白い花の咲くみかん畑が、夏に泳いだ磯の上の岬の

方にかけて、一面に下の方へ広がり、その向うに静か
な瀬戸内海の海が、鏡の様に太陽に照らされて白く光
り、小島が幾つもかすんで見え、4～5隻の船が浮んで
いる。
遠くに浮んだ小島と海のあたりに水平線がかすかに

あって空とつながっていた。おおらかで、ゆったりと
暖かい箱庭の様な風景であった。
この様な田舎で過ごした3年数ヶ月、勉強した覚えは
ない。それでも、都会から来たためであろうか、成績
の方は1～2番であった。しかし、音楽と図画の時間は、
いやで嫌いであった。
松田和子先生のオルガンに合わせて一人で歌わされ

ると、テンポが遅れ、あげくのはてはメロディーが狂
いだし、歌にならない。いやであった。
絵の時間は、学校の外に出てスケッチである。
クラスで、5～6人非常に上手な者がいて、田舎の風

景を写実的に、色美しく描く。うすみどり、きみどり、
みどり、空色、黄色、ベージュ色、赤、青色をきれい
に澄み切った色で描く。他の連中も皆んな上手である。
私は自分が描いた絵を1枚も覚えていない。
私の絵の色は黒やねずみ色やこげ茶の様な色が強か

った様に覚えている。
音楽と絵だけは大嫌いであると思いながら、昭和23

年3月大阪に戻り4月に大阪市此花区の小学校に4年生で
転入した。勉強の方はクラスで中の上位であった。
都会の子は賢いなあと思った。
嫌いな図画の時間に、近くの産土神社に写生に行く

ことになった。
住んでいる所や学校の付近では住友金属、住友電工、

住友化学、大阪ガスといった大工場が戦災にあってお
り、緑といえば、焼けあとの畑位であった。ところが、



産土神社に行くと、5月頃であったろうか、大きな樹が
何本もあって、あざやかな緑の葉がふさふさしていた。
神社の流線形をした厚いわらぶきの屋根の上の青銅の
黒っぽい緑とあざやかな緑の樹と明るい空を大きく画
用紙一杯に描いた。
その絵が、後日校門の掲示板に貼り出されたのであ
る。それを見た時はうれしく、その日急いで帰って、
母に校門に絵が貼り出されたことを伝えたことを覚え
ている。なぜ、その絵が上手であったのか、今でも自
分ではわからない。田舎の時代と変わらない下手な絵
であると自分では思っていた。その絵が上手としたな
らば、田舎で毎日見て、脳が覚えていた色美しい感覚
が、私の絵に出ていたのかもしれない。それから、絵
が好きになり、図画の時間に一生懸命絵を描く様にな
り、卒業するまで何回も校門に貼り出され、6年生の時
には、大阪の天王寺美術館へ絵が展覧されて先生には
じめて美術館へ連れて行ってもらった。大阪にもこん
な立派な建物と緑の樹々の多い所があるのかと感激し
たことを覚えている。
中学校に入ると、放課後クラブ活動があって、迷わ
ず美術部に入った。
この美術部で絵の先生である島本昭三（堂?）先生に
絵の手ほどきを受けたのが、油絵をはじめる切っ掛け
となった。
島本先生は、ピカソの様な訳のわからない絵を描い
ておられた。
しかし、前衛的な絵を描くにも基本が大切であると
いわれて絵画の基本である写実を教えてくれた。もの
を見て、形と色と光と影とを正しく美しく描くことを
教えてくれた。
デッサンをよくやらされ、白い石膏のブルータスの
顔とかミロのビーナスをデッサンした。
ミロのビーナスを中学生になってはじめて見て、ち
ょっととまどった。
その様な私達の気持ちも先生は知らずビーナスの顔
の長さと幅、顔の目の位置、目と口とあごと耳の位
置・寸法関係、胸の豊かなふくらみの頂にある乳首の
先端と先端とおへそを結ぶ三角形の形と距離、ビーナ
スの肩の傾斜など、こと細かに教えられた。
立体感を出すための光が当たって最も明るい所と、
最も暗い部分を教えてくれる。
ミロのビーナスを描いているというより算数の幾何
を勉強している様であった。
貧しい時代であり、世の中に何でもある時代ではな
かった。
油絵を始める時、筆（筆は大、中、小の3本だけ）や、

6～8種位のえのぐや小さいパレットや、布のカンバス

ではなくベニヤ板のカンバスを安く買ってくれた。
2年生になって父に頼んで、油絵の道具一式を、大阪

の梅田に一軒だけある画材店に行って買ってもらった
時は、うれしかった。長い間使っていた。
中学2年生になった時、大阪音楽大学からピアノ科の
清水和子という学生の教習の先生が来た。
背は低かったが、色白で顔はミロのビーナスに似て

いて、白いちょうちん袖のブラウスに、黒く長いスカ
ートをはいていて、フランス人形の様な女の先生であ
った。きれいでやさしい先生であり、クラスで人気が
あった。毎日、日記をつけさせられた。
ある時私は、将来絵かきになりたいと書いたら、清

水先生から「画家になるには、東京に芸術大学があり
ます。そこへ行って、絵の勉強をすると立派な画家に
なれます」というメモが書いてあった。
そこではじめて芸術大学というのがあるということ

を知り、絵を専門に勉強する所があることを知ったの
である。
母と父に「僕は将来画家になる」といいだした。
父は「画家になってどうする。食べてゆけないよ」

といっていたのを覚えている。その当時「食べてゆけ
ない」という意味がわからなかった。
私は私なりに、大学へ行くにはよい高等学校へ行か

なければならないと思うようになり、勉強もはじめた。
ようやく目的の高等学校へ入れたが、そこは受験校

であり、入学するや芸術大学を口にする者はなく、有
名大学をめざす教育を受け、勉強をしなければならな
い雰囲気であった。
そうして、私は絵の道に行くことを自然にあきらめ

る様になった。
父は私が小学1～2年生の頃に大阪から蒸気釜と蒸気

で動くピストン運動を回転運動にかえる動輪の機械装
置を買って来て、本当に石油を燃やして蒸気で廻して
みせたり、小学校5～6年生の頃に倍率の大きい顕微鏡
を買ってくれて、アメーバやぞうり虫をみつけさせた
りした。私を科学者か医者にさせたかったのであろう。
その様に父が子供の将来を考えていた時に、私が中学
生時代「絵かきになる」「絵かきになる」といってよく
絵を描いていた時の父の心配な気持ちが、子供を持つ
親になってはじめてわかった。高等学校へ入って、水
泳部に入ろうか美術部に入ろうかと迷ったが、結局美
術部に入った。週に2回部員が集まって思い思いにデッ
サンか油絵を描くのである。畳半畳か、畳一畳位のカ
ンバスに茶色や、ねずみ色や黄土色や、濃い青や橙色
を使って、抽象的な油絵を皆んな描いている。

11月の文化祭に一人一点出すことになっているので、
夏休みからその準備に入る。私も周防大島の美しい景
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色を求めて、和歌山の沖にある無人島で、夏のキャン
プ島として賑う友ヶ島にスケッチに一人で出掛けた。
しかし、その友ヶ島は私の想像していた島ではなかっ
た。島は小さく、青い海の中にあるが、砂浜はなく、
島のまわりは岩場で、樹々が海岸までせまっている。
島の頂上の広い所に、赤いレンガで築かれた大きな
砲台があった。
しかたなく、ふるびたレンガは苔生しながら、微妙に
色あいがちがうので、レンガの壁と樹々の緑をスケッチ
した。それを畳一畳近い大きなカンバスに前衛的に描い
てみたが、色は暗く濁って好きな絵ではなかった。
美術部にいると何か自分の好きな色や形が失われて
行く様な気持ちになり、文化祭のあと退部をした。
それ以来、時々、時間があって気のりがする時に、
花を描いたり外に写生に行く程度となった。
ここ10年間位は描いたことはない。
それにしても、若い頃、部下が新築をしたら、お祝
いにと花の絵を描いては、額に入れて進呈していた。
下手な絵を。今思えば、恥ずかしいことをしたものだ
と赤面の思いがする。
昨年、40数年振りに会った中学時代の友人から「島
本先生は、パリで個展を開いて活躍していますよ」と
聞いた。
先生に中学校の美術部で絵を習ったのが昨日の様に
思える。
先生は見たものを正しく描けるようになることが一
番大切だよ。人の描いた絵（有名な絵、特にルネサン
ス時代の人物の絵）を模写しなさい。それから、美し
いと思う所を美しい様に強調して描ける様にならない
といけない。それができるようになってから抽象画の
ような好きな絵を描きなさいといわれた。先生にいわ
れる通り絵の勉強をして、一応自分の絵が描けるよう
になるまで相当な年月がかかる。それには、まずデッ
サンを十分にやらなければならない。次に構図の取り
方の勉強、形のバランスの勉強、色のバランスの勉強、
模写の勉強、美しいと感じるものを美しいと表現する
方法などについて、専門の先生について教えてもらわ
なければならない。ゆうに7～8年いや10年近くかかる
だろう。
今、まだまだ（職業として）仕事をしなければなら
ない。
いつになったら、絵の練習、勉強が始められるので
あろうか?

残り少ないこの人生。この人生の中で絵を勉強し完
了するには時間が足りないのではないか、とちょっと
不安に思う昨今である。
この私の趣味について筆をとりながら少々焦燥をお

ぼえる。
しかし、私には絵を描くことが好きになって2つほど

幸せなことがあります。その一つはいつどの様な場面
でも、何を見ても美しい部分をみつけることが出来て
美しく感じることです。これは幸せなことであると思
っている。
もう一つは、バランスの大切さを学んだことです。

過去の私の経験からも、これは会社を経営することに
も役立ったし、多くの人が集まって目的を成就して行
く時にも、このバランスが大切であります。絵は下手
なままですが、絵画は私の秘かな心のよりどころです。
大切にして行きたいと思っている。
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編集委員会より編集委員会より

編集委員会では、編集委員を募集しています。
本誌"ENCORE"はSSISの顔です。さまざまな技術を現
役の方に解説していただく「話題の技術」、市場動向を占
う「観測気球」などのコーナーは、読者の皆さんにどれ
だけ満足していただけるかを念頭に、毎回ご登場の方を
選ぶのに頭をひねっていますが、また編集委員ならでは
の楽しみもあります。
本誌は隔月に刊行です。とはいえ年間いつをとってみ
ても、原稿が動いていない時というのはほとんどなく、
ですからいつでも開店状態です。これが年中続くのでは
とても持ちませんから、各号ごとに担当の委員を決めて、
輪番制で編集長をつとめています。確かに楽な仕事では
ありませんが、それだけにやりがいもあります。例えば
毎回多彩なゲストを迎えて連載している対談"No Side"、
これは誌面の関係で、実際にインタビューした時と比べ
ると、字数にして約1/3に編集しています。エッセンスを
損ねないように編集していますが、正直なところ、泣く
泣く切り捨てざるを得ない部分があることもあります。
また含蓄溢れる貴重なお話を実際にお会いしてお話をう
かがえるのは、編集委員の役得とも言えましょう。
あるいは「こんなテーマは面白かろう」、「この人はし
かじかの経歴なので、対談のゲスト（あるいは趣味欄の
執筆など）に最適」といったご提案をいただく、特派員
的なご協力をいただける方も大歓迎です。
編集委員としてのご協力でなくとも、対談や研修会の
模様を録音したテープをもとに、決められた字数に収め
記事体にする作業のみのお手伝いをいただける方も募集
しています。この作業に関しては、些少ながらアルバイ
ト代をお支払いします。
ともあれ、どんな形でも"ENCORE"にご協力いただけ
る方を募集します。少しでもご関心のある方は事務局ま
でご一報下さい。E-mailでも結構です。
投稿も大歓迎ですよ！



はじめに
「迷う時、 天の教えは　大義で
決断」
「 大義の決断　

心健やかにして　能力百倍
実行は体力次第　｣

此の度事務局より、私が当協会
の運営委員でもある事から、本欄に寄稿の要請がござ
いました。本当に運営委員とは名ばかりでお力になれ
ない事を恥じ入るばかりです。
毎回、ニューズレターを楽しく興味を持って読ませ
て頂いており、各委員会員の皆様の造詣の深さに感心
ひとしおです。
私は、中小・中堅企業経営者としてその任務に当た
ってから、はや40年になりますがその当時から「中
小・中堅企業の経営者はストレスの為に十二指腸潰瘍
を患う位は　常識」と云われながら、業務に携わって
参りました。事実30年程前には私も十二指腸潰瘍を患
い、且つ胃にポリープが出来、疑似癌を宣告されるに
至り人生中で最も苦しい時を経験致しました。
当年、70歳を超えた今は（正味71歳6ヶ月）日常の社

長業をこなし、赫灼かに見える程健康を維持し過ごせ
る秘訣はつたない「私の健康法」を補助的に実践して
いるからに他なりません。
この健康法が皆様にとり、どれ程お役に立つ話とな
るかどうかは甚だ疑問でありますがその健康法につい
て少し述べさせていただきます。私の健康法とは次の4

つに大別されると思っております。
1）朝晩のお祈り（内臓のストレッチにも効用あり）
2）食物
3）運動

4）健康管理
5）これからの願望

1）朝晩のお祈り
（腹式呼吸を通じて内臓の健康にも役立ちます）
①般若心経音読
②願文
「大義に生き世の為人の為に尽くしめ給え　
もってわれわれをより大きく育

はぐく

み給え　
心願成就させ給います様願い上げ申すことを畏み畏

み申す｣
③各神佛の御真言音読

2）食物について
昭和5年生まれの私にとり、ご承知の通り、働き盛り
育ち盛りはまさに戦中戦後の苦難の時期でありました。
この時期の食生活を今も実行していることが、成人病
予防に役立っていると思います。又、結婚後は家人が
健康管理、特に食物管理に常に気を配っていてくれま
す。毎食事に「特製ふりかけ＝仮称」を常食しており
ます。中味は①だしジャコ②ナンキン③かつおの削り
ぶし④高麗人参⑤各地の有機野菜が主で約40種の成分
より成り立っております。この「特製ふりかけ」だけ
で、一日のカロリー分がまかなえる健康補助食品です。
肉食類は無論節制しております。私は俗に云う「口が
きれい」な部類に入るのでしょう。更に食後（特に就
寝前）の歯磨きは徹底してこだわります。
3）運動について
①毎週（月・金）の早朝マラソン（約3キロ）→大阪市
西区の立売堀周辺のジョギング
この早朝マラソンは会社（主に私は関西の営業拠点）

で男子社員全員で実施。勿論、新入社員を含め全国男
子社員が徹底して参加。71才の社長が走っているのだ
から、若い社員は後姿を見ながらついてくる。→当社
が今でも羅病率が少ない大きな要因（健康保険組合か
らも感謝されています）
②家庭内でのストレッチ体操を欠かさず実行
雨天時は　①は室内で体操

②は勿論・雨天時も実行
4）健康管理について
確かに健康管理は自己責任・管理のもとで行われる

べきでしょうが、いくら本人が頑張ってみても、家人
の協力なくしては実践できません。常に精神的に励ま
し、行動を共にしてくれ、食物の調整・調理にこころ
がけてくれる人を持つ（大病でなくても、風邪を引か
ない・お腹をこわさない・事故に遭遇しない等、細心
の注意を払ってくれます。）タバコはやめ、酒も適量以
上はほとんど口にする事はありません。
5）最後にこれから実践したい事として健康ジムへの積
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大義に生きる人生と健康
（私の健康観）
小川修平会員

小川修平会員
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極的参加と睡眠時間を多くとる事です。（現在は職
務上4，5時間の睡眠ですが仕事の効率を上げ睡眠時
間を少しでも多くとる努力をしたいと願っておりま
す。）

以上、私独自の健康法について述べてまいりました
が、最初に大義有りきで、71才余に至るまで比較的健
康で、多くの社員と共に、会社を隆盛に導くことが出
来た原動力也だと思います、これにより150歳時代にふ
さわしい人生を送れるものと実感している此の頃です。

特別講演会開催さる！
6月29日　東京ホテル　グランドパレスにて

産総研より諏訪 基 理事・関西センター長と廣瀬 全孝

次世代半導体研究センターセンター長を迎えて

去る6月29日(金)、おなじみのホテルグランドパレ
スにて、今年度の特別講演会が開催された。
今回のテーマは「日本の産業競争力強化」。講師

は産業技術総合研究所（産総研）より豪華におふた
り。おひとりは諏訪 基 理事・関西センター長、も
うおひとりは廣瀬 全孝 次世代半導体研究センター
センター長。
諏訪所長が産総研の目指すところ大枠を語り、廣
瀬センター長は、半導体業界注目のMIRAIプロジェ
クトについて熱く語っていただいた。
講演の詳細は次号に譲ることとするが、当日の模
様で言えば、普段の研修会よりも賛助会員企業から
の参加が非常に多かったことが挙げられる。これは
とりもなおさず、産総研およびMIRAIプロジェクト
に寄せられる、産業界の視線の熱さを物語るに他な
らないだろう。
また当日はさらに、協会運営委員でもある、AMJ

の柏木 正弘 技師長をモデレータに迎えての質疑応
答。時間が非常に短かったのが残念ではあったが、
柏木氏の準備周到な進行に、講師ご両所もさらに真
剣味の増した質疑応答となった。

当日　質疑応答の模様

またこの日は、特別講演会に先立って、賛助会員連
絡会も開催された。
賛助会員連絡会は、賛助会員各社さまに、協会の活

動状況をご報告し、またご意見を承る貴重な場である。
例えば、今年オープンし、めざましい展開を見せてい
るホームページなどは、個人会員からのご要望と、こ
うした場での賛助会員各位からのご意見により出発し
たものである。
この日もSSISの活動状況ご報告に対して、また協会

のありようについて、貴重なご意見を承った。協会は
これらのご意見を宿題として、より活発な活動のため
のシーズとさせていただくことになる。
さて特別講演会だが、賛助会員連絡会出席の、賛助

会員各社ご担当の方も合流して、100人ほどの参加と
なり、座席数が足りるかどうか、裏方が心配するほど
の盛況ぶりであった。
また講演会の後には、恒例懇親会。ソニー・高橋

昌宏 顧問（協会諮問委員）の、協会に対する暖かい励
ましの言葉を交えた乾杯の音頭を受けて、あとはしば
しの歓談。

SSISの懇親会の良いところは、着席自由のスタイル
であろう。宴たけなわともなれば、席をどんどん移っ
て久闊を叙したり、先日のゴルフの成果を批評しあっ
たり、まことになごやかなもの。
途中には今年度新入会員（当日は4名参加）を急に

名指ししてご登壇願い自己紹介という一幕も。
講師のご両所も、特に廣瀬センター長はほぼ最後ま

でお留まりになり、「皆さんのご意見を聞けて良かっ
た」との言葉を残して会場を後にしたことも記録して
おこう。

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（7月12日現在）
個人236名、賛助43団体



1．ライフプランについて考え
たことがありますか？
本年11月で70歳になる。と

いうのに、これまで深く考え
たことがなかった。「70歳台の
後半で惜しまれながら死ぬこ
とができたら」などと、たわ
いもない会話を妻と繰り返し
ていた。
そこで、事務局が準備した資料（SSISライフプラン
懇談会15分間スピーチガイド）にある設問を使って、
プラン作りを試みた。
2．将来に向けてやりたいこと
身体が動く間はコンサルタントとして働く。またボ
ランティア活動をする。
3．既にボランティアをやっておられたら、それをお話
下さい。
会誌ニュースレターの編集委員を引き受けてから3年
目に入る。NOSIDE（対談）をはじめとし、新鮮な刺
激に触れられる楽しみがある。不慣れのため多少の緊
張がないわけではないが、総じて若さを保つよい薬に
なっている。
4．趣味について
勤務地が相模原に変わり、そこに狭いながらも庭付
きの家を新築したとき、上京以来ご無沙汰していた土
いじりがしたくなり、ガーデニングに一時期夢中にな
った。
今は展覧会を見て回ること。美術館やデパートの催
しをもっぱら利用している。昨年の世界四大文明展で
は、古人の偉業を目の当たりにして目頭が熱くなった。
今春のルノワール展では、ルグラン嬢のひとみの輝き
が素晴らしかったので、小学2年生の孫を連れてもう一
度足を運んだ。

5．ご自身の人生の中で、過去の失敗から、これだけは
後輩に伝えておきたいと思うことは何ですか？
昨年、私が技術顧問をしていた特注品専門の某中企

業が倒産した。私が関与した開発品は応じきれないほ
どの注文を頂戴していただけに真に心外であった。倒
産の原因は不詳。この企業の経営体質にもっと関心を
払うべきだったと後悔している。
6．この機会に、「自分は今後このように過ごして行き
たいと思うことがありましたらお話し下さい。
行動範囲を広げて、知聞を深めたい。時にはリポー

トにまとめて会誌へ投稿する。
7．何か人生観のようなものをお持ちでしたらお話しく
ださい

25年ほど前、仕事上のストレスでひどく落ち込んだ
ことがあった。その時、「あなたが生きているのは、天
があなたを必要としているからだ」という言葉をふっ
と思い出し、心が安らいだ。
私はクリスチャンでないが、小学生の頃、母の勧め

でしぶしぶ通った日曜学校で教わったことが心の片隅
に残っていたようだ。
8．あなたの心のよりどころとなるものがあれば、それ
はなんですか？

「君の変わり身の速さにはいつも感心させられる」と
顔を合わせるたびに褒める（？）友人がいる。最初は
冷やかしと受け取っていたが、彼の真意は、研究所に
いるときは研究者に、工場へ出ると技術者に、装置メ
ーカに行けば装置屋に、SEAJに行けば裏方になりきっ
ている。新しい仕事の勘所をつかむのが上手だといい
たかったようだ。
このような能力が私の中にもしあるとすれば、それ

は、中学2年生のとき（終戦の年）1ヶ月交代で工場へ
駆り出されたとか、疎開先で明日の通学に履くわらじ
を毎夜遅くまで掛かって編み上げたとか、思いがけな
い環境の変化を通じて体得したものであろう。
能力云々はともかく、入社以来、各局面で半導体産

業に応分の貢献を果たしたことを誇りに思う。
9．SSISとあなた
前出　

10．家族・配偶者の関係
妻は63歳、織物・手芸を習っている。勧誘を断ってい

るせいか、「ブラブラしているとボケますよ」と手厳しい。
子供：1男1女、孫：1男1女

11．影響を受けた時期と人物
伯父（母の兄）：疎開先の紀見峠での三年間、物・

心両面にわたり世話になった。伯父は数学者だが、佛
教、文学に独自の見解をもっていた。
仕事の上：長船さんと大内さん。
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SEMI Forum Japan 2001（大阪）に
SSIS協賛

協会独自のプログラムも開催
基調講演はソニー・牧本顧問

来る8月29日（水）より31日
（金）まで、大阪・中之島のグラ
ンキューブ大阪（大阪国際会議
場）を会場に、SEMI Japan主催
のSEMI Forum Japan 2001（略称
SFJ2001）が開催される。

SSISでは本行事に協賛すると
ともに、最終日31日には、独自
のプログラムを開催することに
している。その内容は、毎月開催しているライフプラ
ン懇談会の報告、才媛お三方を迎えて「ハイテク産業
の経営者ならびに男性社員に望むこと」をテーマとす

る座談会を催すほか、基調講演にはソニー・牧本顧問
を迎える。タイトルは「日はまた昇る？　-新世紀日本
半導体の進路-」。講演の後にはもちろん牧本氏を加わ
った豪華メンバーによるパネルディスカッションもあ
る。なんとも刺激的ではないか。これを聞き逃す手は
ない。
協会プログラム終了後は、SFJプログラム「SFJスク
ランブルカフェ」に合流する。世代・専門を超えた気
楽なスタイルのパーティである。情報交換、人脈構築
のため参加するのも有益だろう。
協会のプログラムは参加無料（席確保のため事前登

録をお勧めする）。ぜひとも未入会の方も誘い合わせて
参加いただきたいものである。参加申込は事務局まで
FAX（03-3815-8529）またはE-mail（ssis-sfj01@rlz.co.jp）
まで、お名前・ご所属・電話番号をお知らせ下さい・
なおご紹介いただければ案内状を事務局より郵送す

る。宛先等事務局までFAXまたはE-mailにてお知らせ
下さい。
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ソニー・牧本顧問

＜当日プログラム＞

SEMI Forum Japan 2001 SSIS半導体シニア協会シンポジウム
2001年8月31日（金） 10：00～17：15

グランキューブ大阪（大阪国際会議場）10階 1008会議室

10：00 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　SSIS半導体シニア協会会長　川西剛
10：05 シニアライフ研究会報告 ㈱伯東顧問　山根正煕（SSIS運営委員）
10：40 休憩
10：45 座談会「ハイテク産業の経営者ならびに男性社員に望むこと」

㈱セミコンダクタポータル取締役シニアエディタ
谷奈穂子（SSIS会員）

ヒナタテクノロジー㈱代表取締役社長　
佐藤妃登美（SSIS会員）

㈱堀場製作所人事教育部部長
野崎治子

12：15 休憩
13：15 基調講演「日はまた昇る？－新世紀日本半導体の進路－」

ソニー㈱顧問　牧本次生
14：15 質疑応答
14：35 休憩
14：45 パネルディスカッション「これからの半導体産業を牽引する需要は何か？」

司会：㈱フェローテック先進技術営業部長 森山武克（SSIS運営委員）
パネラー：㈱キシマ 副社長 亀田 昌宏／システムLSI技術学院 学院長　河崎 達

夫（SSIS運営委員長）／ソニー㈱ 顧問　牧本 次生／TEKコンサルテ
ィング 代表　川西 剛（SSIS会長）／半導体産業新聞 編集長　泉谷
渉（SSIS会員）

17：15-18：00 「SFJスクランブルカフェ」



協会ホームページ、ご覧になりましたか？
おかげさまでアクセスも2000を超えました。コンテ
ンツをどんどん充実中ですが、中でも注目されるのが
「先輩教えて！」のコーナーでしょう。このコーナーは、
賛助会員も含めた会員オンリーのサイトになりますが、
会員から寄せられた質問につき、先に個人会員皆さん
にご回答をお願いした専門等のご登録により、ご回答
をお願いするコーナーです。もちろん、Webサイト上
のことですから、回答しなければならないという責任
はなく、またなされた回答についても何等の保証をつ
けるものでもありません。
こうしたところから、個人・賛助を問わず、会員の

交流ができるといいですね。
協会ホームページはどんどん新しいコンテンツがア

ップされています。シニアライフおすすめサイト、な
んていうのもあります（これが結構面白い。広報委員
会のリサーチのたまもの！）。まだご覧になっていない
方は、今すぐアクセスしてみて下さい。

http://www.ssis.gr.jp

です。
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4月末に小泉政権が発足してそろそろ3ヶ月。この原
稿の締め切り日までに参議院議員の選挙結果は出てい
ないが、先の都議選の結果を見ると、小泉旋風は衰え
ぬばかりか、さらに勢いを増しそうな感じがする。
政治、経済、社会全般に対する変革への国民の期待
感は高まるばかりである。
年金の支給開始年齢がどんどん高くなりつつある今、
先達の経験と知恵を活かす事は、高齢者の収入を保証
することにより、社会全体の負担を減少させると共に、
個人の生き甲斐を確保する一挙両得の社会政策である
と思う。
元ソニーの川名さんのお話を伺って感銘した。日本
の半導体産業を、短い時間だったとは言え世界一にし
たものは、何も無い状態から手探りで半導体製品を開
発し、プロセスを完成させた先人達の努力と忍耐の賜
物である。こうした方々の知識と経験を今の社会に活
かさぬ手はない。

筆者の知人が経営する会社でも、すでに大企業を停
年で辞めた技術者を大勢採用し、そのノウハウを活用
して、大企業に負けない製品を作り上げている。
いや、負けないどころか大企業を制して、世界市場

の80％を抑えているのだという。大企業では何故こう
いった先輩達の知識を有効に活用できないのだろうか。
賃金の年功序列制は既に崩れつつあり、高年齢者に

高い給与を払う必然性が失われている現在、大企業の
経営者はフェローシップ制度を利用して、技術者を技
術者として活かして、企業経営に役立てて欲しいと思
う。政府もまた、硬直した雇用形態を流動化させるた
めに、雇用保険制度を変えて高齢者の就労を援助して
欲しいものだと思う。
さもないと、このような有能な技術者の働き場所は

東南アジアを中心とする海外ばかりとなってしまい、
結果として日本経済のドーナッツ現象がますます加速
してしまう。
シニア協会を母胎としてスタートしたサイペックの

業務は順調に伸びていると聞く。半導体産業という急
成長した産業に根ざした仕事であるだけに、シニアの
経験と知識に対する需要が大きいのであろう。是非と
も、大成功を納め、他産業に対するモデルケースを打
ち立てて欲しいと思う。
われわれの子供達、孫達の為にも、日本経済の地盤

沈下だけは食い止めていきたいものだ。
（H.N.）
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