
SEMI会長に就任して
ハイテク業界が未だかつて体験したことが無い急激な

景気の後退の最中に、追い打ちを掛ける様に国際的なテ

ロリストによる、自由主義経済社会に対する宣戦布告と

も言える未曾有の大事件が起きて世界中を震撼とさせて

いる事は誠に痛切の極みであります。

まず　最初に、多くの犠牲者を伴うこの度のテロ事件

の直接被害者、並びに関係者の方々に心からの追悼の意

を表したいと存じます。

さて、私も早いものでSEMIの理事会に参加させて頂い

て以来、今年で8年目に入りますが、去る7月サンフラン

シスコに於ける年次会員総会で会長の任命をお受け致し

ました。

SEMI発足以来31年の歴史の中で日本から株式会社ニコ

ン吉田庄一郎会長についで二人目の会長就任ということ

もあり、大変な重責を感じますと共に、身にあまる光栄

に存じております。

業界の多くの皆様には、SEMIと言えばSEMICON

SHOWが代表的な活動として余りにも身近に馴染んで頂い

ております。

実はSEMIの活動は大変広く深

いものであります。半導体業界

とFPD業界を支える製造装置メ

ーカー、材料メーカー、そして

部品業界とそれらのサプライヤ

ーが世界中から2500社も集まっ

て構成されている会員の為の団

体であります。

主な活動は、展示会・セミナ

ーの開催、装置部品の世界標準

規格化、会員の為の情報活動、世界中のあらゆるステー

クホルダーに対するPR、IR等、業界の主唱活動に亘って

世界中に向け業界活動をしている極めてユニークな業界

団体であります。

特に注目すべき事として、SEMIは私達の業界に「グロ

ーバル」という他の業界には殆どあり得ない素晴らしい

偉大な価値を、私たち会員企業に提供している国境を越

えた同業者の世界的な協会であると言えます。

SEMIは装置・材料メーカー，サプライヤーの為に、常

にグローバルな視点で新しいマーケットの場をより拡大

し、より確かなものにする機会と環境を整備すると共に、

常に公平な自由競争の場を整える努力をし続けて参りま

した。

今、私達の業界は、半導体業界開闢以来、過って体験

したことが無い新しい局面に対面し、大きな変化の時を

迎えていると言えます。

そして今回の業況は、私達が過去に体験したシリコン

サイクルとは全く違っていると言えるのではないでしょ

うか？
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今、私たちは大きな変革が必要な、そして今までに無

い動向の、新しい時代に入ったと言えるかもしれません。

SEMIと致しましても、変化する状況に対し迅速に反応

をする事や、お客様とのより緊密な関係の確立や、そし

て変化に対する洞察力などが従来に増して一層重要にな

って参りました。

このスピードの速いハイテク業界にとって、広範囲に

変化するあらゆる情報が、より一層の重要性を増して来

ている事は言うまでもありません。

SEMIは、会員企業がたゆまなく発展する中で、進歩し

続ける多様なニーズに対し、一層迅速に適応出来る様に、

この大きな変化に対する将来図も描いております。

今、SEMIは変化に対応することを主眼とした組織強化

のためのプロジェクトを推進しております。

SEMIの存在の意義は何か？という基本的な理念をこの

激変する時代に適応出来る様に再確認する事から始めま

した。

SEMIは、より一層の会員の地位向上と、会員に対する

より高い価値の提供と、より迅速な反応を一層確かなもの

にする為に、かなり大胆な変革に取り組んでおります。

甚だ微力ではありますが、世界中から参加する20名の役

員諸氏とSEMIスタッフの皆さんと共に一致協力して、ダ

イナミックな業界の一層の発展に努力したいと思います。

さて21世紀に入った早々から、私達の業界も急激な後

退をしている最中ではありますが、この半導体関連業界

は将来性があり、希望に輝く21世紀にまだまだ飛躍の期

待が出来る業界であると言えます。

一日も早く、世界の秩序が回復し、何処にいても安全

に生活を営む事が出来る、そして自由で公正な競争のも

とにビジネスが出来る世界が確実に達成されることを祈

念して止みません。

最後に、多くの半導体関連業界先駆者の皆様からなる

SSIS半導体シニア協会の諸先輩方に対し、これまでの業

界発展に対するご活躍を感謝し、今後更なるご指導を御

願いして結びと致します。

燈　田　近頃では大学進学は大

衆化していますが、私の時代

では四年制大学卒業の女性は

それほど多くなく、就職先も

本当に限られていましたか

ら、卒業後はジェトロへでも

就職しようと勝手に考えてい

ました。海外向けって面白そ

うじゃないですか。

4年生の5月頃、ある会社の

会社説明会が伸びて5時近くになり、タクシーをひろい

住所を告げて慌しくジェトロに飛び込みました。1階の

受け付け女性が何も聞かずにEVを押してくれたので飛

び乗り「さすが違うワ」などと感心することしきり。

人事のドアを開けると女性が出迎えてくれ応接セット

で待っていると、背広姿の中堅クラスの男性が現れ名

刺を渡されました。が、当時の私はド近眼。0.1も見え

ないのに牛乳瓶の底みたいな眼鏡をかけるのが嫌で外

していましたから、名刺をもらっても見えないのです。

開口一番、面接の方が「どうして当行にいらしたの

ですか」と言われ、（ジェトロは当行と言うのか･･）と

思っていると（笑い）「なぜ、私どもの銀行にいらした

のですか」と言い直されてもう驚くやらビックリする

やら頭が真っ白になって。実は「銀行だけは避けよう」

と思っていましたから。とはいえ、断る勇気もなく話

を合わせていましたが「どこの銀行にきたんだろう」

「同じ銀行へ行くならもっと大きな銀行にホウホウの体

で外に出てみると大和銀行と書いてある。知らない銀

行。「ヤマト銀行だって。奈良の田舎の銀行に行くなら

（出身地の）114銀行にいくのに･･」。ダイワとさえ読め

なかったんですよ。ジェトロが銀行のテナントで入っ

てたんですね。でも会社というのは自社ビルにしかな

いものだと思ってましたから･･。

ところが翌々日ころ下宿に電話が掛かってきて、今で
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人生最初の選択「就職」から

ドジをしました！
燈田 順子 氏

（㈱ジュネック・ビジネス・コンサルティング代表取締役）

燈田順子会員

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（9月20日現在）

個人245名、賛助42団体



言う内定ですね。「どうせこの時代は就職先もないしマ

アいいか」と大和銀行に就職することになったのです。

出社後はまず研修からですが、その研修第1日目に

「もうここは辞めよう」と……。四大卒の女性は全員本

部勤務なのですが、本部は各支店でいうと2番目までの

役席に当たる副長クラスから上しかいない部門で、仕

事の中身は補助業務で俗に言うOLの典型でしたから。

忘れもしません、最初の仕事は定期券のお金を持っ

ていって領収書にはんこをもらってくることでした。

入社8日目ぐらいのある日、はんこを押した後で副長か

ら「ついでに定期買ってきてくれる？」と言われ唖然。

思わず「私は定期を買うためにここに就職したのでは

ありません！」と言ってしまったものですから大部屋

フロア中が一瞬シーン。私を指導する先輩の女性が顔

色を変えて飛んできて「私が代わりに行きます」とい

ったことでまたカチンときて、「先輩は何十年もここに

いてそんな仕事しかしないのですか」とやってしまっ

た。お陰で銀行中で有名人になりました（笑い）。

ただ周囲を眺めると五十何歳かでようやく主任にな

った女性を除けば女性は年齢に係わりなく平社員。「こ

こで何十年いてもこの程度か」「男女同じように働いて

何でこんなことになるの？」という素朴な疑問というか

義憤が拭いきれなくて「こんな所にいても仕方ないや」

と、11カ月で銀行を辞めました（笑い）。

居心地よき会社への転職
燈　田　次が東京海上という損保会社です。当時は高度

成長期で住宅の販売率が伸びていました。銀行がやっ

ている信用調査その他を全部損保が引き受ける業務を

業界初で始めることになり、全国で20人、法律専攻の

女性を採用していたのです。落ちてもともとと思って

受けたら運良く採用されたのです。

発足したばかりですからクライアントがいるわけで

もなし認知度も高くない。仕事に就くまでの丸1ヶ月は

麻布で研修、その後各支店に帰っても仕事がないから

暇です。他の課は忙しそうで残業などしていましたが

「決して手伝わせるな」「勉強しなさい」という本社火

災新種部からの命令で手伝いも命じられず、仕方なく

朝から3時間ほど日経新聞をじっくり読んで午後は法律

の勉強をしたり散っていった同期生との電話情報交換

に費やしました。今の窓際族みたいでしたが、大學時

代にサボっていた勉強を最も熱心にした期間でもあり

ます。東京海上は学生に人気が高い企業ですが、「会社

が良い者をよりよく育てていこう」という意識とやり

方に感心しました。モチベーションが自然に高くなり

ますよね。居心地も良かったし給料もいいですが･･

（笑い）。

司　会　充実した会社生活を何年くらい送られたのですか。

燈　田　東京海上にいたのは5年くらいかな。住宅という

のは波があって第2次住宅ブームで案件が上がってきた

のですが、ピークが来ればもちろんダウンします。今

度はある程度勉強し実務も積んできていますから今更

勉強と言っても実務処理が多くなります。「よい給料を

もらい、居心地が良くて暇だったらいいじゃない」と

いう考え方もあるでしょうが、私はそんな所にじっと

しているのが不満でつまらなくて･･。何か動いていな

いとモラルダウンしたようで自分までもが沈滞してい

くようで面白くないのです。総じて楽しく生活してい

ましたが、一方で「このままでいいのかな」との疑問

も日増しに強くなっていきました。

会社あるいは人生の評価はさまざまで、贅沢と評さ

れる方もいらっしゃいますが、私は、自分で仕事をプ

ロモーションもしていかずに人生を楽しいとは思えな

いタイプなのです。あまり賢くないのでしょうが。

さらなる転身－流通業界へ－
燈　田　東京海上を辞めた時は次を見つけてなかったの

ですが、年齢を重ねることがプラスになる仕事はない

かと探していました。新聞で、生活者オリエンテッド

なマーケティング活動を推進する団体で多くの企業女性

が参加しているHEIB（Home Economist In Businessの略）

という団体を見つけましたので、「どうすれば入れる

か？」を尋ね、通産省の消費生活アドバイザー資格を知

ったのです。しかしこの資格は試験後に気付いたのです

が、これを取ったからといって就職先があるわけではな

いということです。（笑い）

そうこうしていると、西武セゾングループが全国に先

駆けて初めてディベロッパーを手がけるとのこと。「つ

かしん」というのですが、伊丹のグンゼの工場跡地を

大々的に開発し新しい街づくりをするのです。消費生活

アドバイザーを活かして採用するというので三度目の就

職。店舗だけでない大型街開発はまだなかったものです

から、大変な注目を浴びました。

しかし、前ふたつともいわば金融業界というある種
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お堅いところ。流通業界に行った時のカルチャーショ

ックは大変なもので1週間ほど出社拒否を起こしまし

た。金融はキチキチしすぎてますが筋は見えます。が、

流通というか「つかしん」準備室の段階ではそれこそ

大勢の人が出入りします。百貨店とは食品売り場だけ

でも100以上に小さく区分けされますし、それが婦人と

か紳士とかでさらに区分されるのですから、業者の出

入りは多く身内がだれで外の人がだれかも区別がつか

ない。おまけに東京からタスクが来ているという具合

でもう何が何だか分からない世界でした。調整しよう

がなかったのでしょうが全てがどんぶり勘定で訳が分

からない混沌の中で皆が何となく動いていくのです。

責任者が誰なのかすら分からず掴みどころがない状

態の連続で、「私は何をするの」と言っても質問してい

る間にも別の人から声がかかったりして答えなし。周

りはすごく慌ただしくすごい活気に溢れているのに私

は定まった仕事は何もなく手持ち無沙汰（ぶさた）。

「私の存在は何だろう？」と毎日気が重くなりましたね。

「要するにオープン前というのはこんな状況なのだな」

と少しずつ分かっては来ましたが、カルチャーショッ

クは依然解消されないまま。しかしこのもやもやがオ

ープンになると不思議と雲散霧消して喜びと新たなヤ

ルゾという気持ちに変わっているのです。これは不思

議なものです。

違う文化を知るという点では勉強になりました。西武

というところはメーカーと全く逆で、自前主義をとらな

い文化です。自分のところにノウハウを貯めることより、

ある事を達成するために必要なところと組めばいい、そ

してノウハウを持っているところなら大きかろうが小さ

かろうが問題にせず、アメーバー状にパーッと広げてい

くためのアウト･プットだけを期待するのです。私は極

めてアメリカ的発想・合理的だと思いましたし、今もそ

う考えています。

女性経営者との接触と自覚
燈　田　多くの東京の小さな会社が「つかしん」に参加

していました。その中に女性が社長という会社があっ

て「大阪に店を作るので来ませんか？」という。今で

言うベンチャーでまだ5年しか経っていない会社です。

今まで「男性社会の壁」に喘いでいましたから「女性

ならば共通の想いがあるに違いない。そんなところへ

行ってみるのも面白いかな」「女性が経営するのなら長

くやれるかもしれない」というぐらいの考えでしたが、

いきなり「支社長」。仕事の中身は何が何だかさっぱり

分からず、マネージャーは経験がないしマネジマント

が何たるかも知らない。「どうなるか分からないけれど

も、何とかなるか」と思って頑張りましたよ。

この会社は人材教育と人材派遣が事業領域ですが、

最初の仕事の引き合いで訪問したところ、値引きを申

し出られたので机を叩いて立ち上がったら「営業なん

ですね」と言われ「ヘーこれが営業なんだ」と初めて

教えられました。そこでの活動に私は大手企業ばかり

をターゲットにしたもので、クライアントの上層部の

方々から随分勉強させてもらいました。経営者とはこ

ういうふうに考えるのだ、このように決断するのだ、

会社の機能はこうあるべきだとか、実践の中でこれら

のことを学んだことは大きな財産です。そして女性こ

そ経営学を勉強しなければいけないと思いました。一

時的な話題性だけでは会社として発展していくのが難

しいのではないかと感じるようになり、女性社長に話

しましたが「日本語」が通じなかった（笑い）。日本の

女性社長がHPのような社長になれない理由ですかね。

小さな会社でいると社内がつまらないからクライア

ントととても親しくなるのです。お陰で巧まずしてす

ごい人脈が作れましたし実学の勉強ができました。あ

まり活かしていませんが･･。

自己会社の設立と技術維新
司　会　会社を作られたのは？　順風満帆に来たのです

か。

燈　田　1990年ですから11年です。今でも順風満帆では

ないですよ。何をおっしゃいますか（笑い）。

自分でもネアカだと思います。他人から見たら紆余

曲折とか波乱万丈とか言われてますが、自分の中では

「挫折」とか「失敗」として残っていないし今後もそう

でしょう。

事業形態では常用コンサルタントは雇っていません。

今までのいろいろな人脈ネットワークを通じて、ケミ

カル・ハイテク・IT・バイオなど先端技術を含め適切

なノウハウを持たれた方々とプロジェクトを組んで仕

事を受けています。お付き合いしている企業はほとん

どが一部上場企業のメーカーですが、新規事業開発の

中身は、事業全体の方向性、次期新商品開発・マーケ

ティング開発など事業で勝つためのあらゆる要素が係

わってきます。数学の公式に当てはめて「ハイわが社

の戦略一丁上がり！」というわけにはいかない。大手

の企画と名がつく部署は現場イメージ力が不足してい

るように思います。戦略はとてもドロドロした中から

飛躍することで生まれるものです。

3年ぐらい前に仕事の中で何かストンと来ない。今ま

ではピタッと沿っていたのに「何かおかしい。何だろう」

と思って分析を始めました。そこで初めて「技術維新」

が丹田に落ちました。戦後50年間は今までの既存技術を

応用すれば新商品の企画も商品もできたし市場もそれを

受け入れたのです。そのインフラに量子論という全く別

のルーツが生まれそれが革命の始まり。要するに「技術
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のインフラが従来とは断絶された根っこから始まってい

る」ことが納得できました。そのせいかここ2、3年はハ

イテク分野が面白くて、仕事もオールドエコノミーのハ

イテク事業化が増えました。知れば知るほど「技術その

ものではとてもじゃないけどギブアップだわ」と思う半

面、事業の要諦は普遍と信じて勉強してますよ（笑い）。

自分の人生に真摯であれ
司　会　今後につきましてはいかがですか。

燈　田　私の人生は1回しかないでしょう。だから棺桶に

入るときに「面白かった」と言って死にたいですね。

「儲けた」と言って死にたくないと思っているから欲が

出ないのかしら。

司　会　今まで、一番面白かった仕事は何ですか。

燈　田　どれも面白かった。面白くなくなると辞めてま

したから。皆さんよく「サラリーマンだから」といい

ますが、サラリーマンであることと仕事することは別

だと思うのです。仕事を面白くすることくらい誰にだ

って出来ます。それは自分の力です。何をしてもどこ

にいても自分で面白くしていかなければ、与えられる

ものではないと思います。

司　会　人生については如何ですか。

燈　田　忙しさにかまけていましたがそろそろ正面に向

き合って考えつつあります。大事なことは、生活を安

定させるためといったルールから考え始めると選択を

間違えてしまうと思うのです。何の武器もない私がこ

んなに転職してまだ生きていますから（笑い）。月並み

でしょうが、必要なのは自分の武器だけです。そのた

めの自己投資は惜しまないし磨けるものに最大限投資

して磨き続けたい。

「真剣に求めたら助けてくれる人は必ず現れる」と私

は信じています。現れない時は本当に真剣ではないか

らだと自問自答します。こんなちっぽけな事業でもや

はり眠れない夜もありますし、1週間連続で夢とも現と

も分からないままどうしようどうしようということだ

けがグルグル回っていることもあります。今まではそ

んなふうになったら不思議と助け人みたいな存在が現

れたのです。それは直接でなくてもいいのです、間接

的にヒントを与えてくれる人とか精神的に高揚させて

くれる人とか……。自分の人生をよりよく生きようと

して、自分の人生に真摯に向き合っていれば天も地も

人も自ずと分かってくれるものです。

司　会　それを信じてやりましょう。

燈　田　好き勝手なことばかり一方的に話して、こんな

のでいいのですか？　いかにいい加減・ケセラセラか

が暴露されてつらいな……。

司　会　ありがとうございました。
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研究体制の強化
「産業競争力強化」については、平成11年に産業競争力

会議を開催し、既存産業の活性化、リーディング産業の

育成、新産業・新事業の創出という議論がなされました。

この流れの中で、経済産業省でも経済産業フロンティ

アの拡大、経済活動基盤の高度

化、標準に関する国際秩序に取

り組んでいこうということで、

経済活力の活性化、社会閉塞感

の打破、次世代への投資、21世

紀へ向けた準備を産業界と共に

進めてきたわけです。

今年1月、産業技術政策の推進

体制強化からも、経済産業省に

産業技術環境局を発足させてい

ます。4月には、「産業技術総合研究所」（以後、産総研とい

う）を発足させて、15研究所と計量教習所を「単一の独立

行政指定法人」に大編成替えしています。研究体制の強化

です。

この研究所の「独立行政法人化」に伴う改革の考え方

の背景は、「産業競争力強化」の一環であると共に、世の

中の変化で改革すべきタイミングだと、産業競争力強化

に併せて科学と社会との関係をもう一度見直そうではな

いか、あるいは産業技術政策的な、特に研究開発政策に

関する立案プロセスが大きく変わってきているといった

変化を踏まえたうえでの新しい組織の設計あるいは行政

との関係を見直そうではないかということです。

≪SSIS特別講演会≫

『日本の産業競争力強化』
－産業技術総合研究所の目指すところ－

講師：諏訪 基氏

（産業技術総合研究所関西センター長）

諏訪基氏



産総研の発足
「世界最高水準の産業技術機関群を形成していこうでは

ないか」、「国際大競争に挑戦をするのだ」、そして「独創

的ビジネスシーズの宝庫としての成長の原動力というも

のになっていこうではないか」ということで、最初のと

ころでひとつ挑戦するために具体的に何をやったかとい

うと、大ぐくり化による研究資源の効果的活用というの

を私どもの所ですることにしました。

組織的な面で言いますと、内外の優秀な研究者を引き

付ける魅力として、競争により適正に評価をされて、研

究の面であるいは給与の面でも優遇をされるような本当

の意味での競争システムを導入することにつながってき

ています。

マネジメントに関しては、独立行政法人ということで

研究の性格に応じたマネジメントの確立が可能になりま

した。それから自由と責任ということで、研究現場の裁

量権を確保するということが、独立行政法人という制度

の中で実現可能になりました。流動的な研究資源という

ことで人材・資金等も外部から集めることを可能にして

います。大規模機関の一つのメリットを生かしていきま

しょうということです。

というわけで、4月1日に独立行政法人に変わりました。

全体で九つの研究センター（北海道、東北、つくば、臨

海副都心、中部、関西、四国、中国、九州）があります

が、組織は一つです。この改革は、独立行政法人になっ

たという行政改革上の変化、要請による変化だけではな

くて、自発的に15研究所を統合しました。

産総研の組識
研究所の自律性・主体性を尊重して責任を果たす、自

由に対して責任を果たすという仕組みをどういうかたち

で担保しているかといいますと、理事長というトップに

非常に大きな裁量権を与えています。全責任を理事長が

負うという設計になっています。

さりながら、研究現場は研究ユニットと称しまして約

五十の研究ユニットを作って、このユニット長に理事長

の権限を委譲するという2階建て構造で、途中の中間階層

は置かないというのが基本的な設計です。フラット構造

で直接理事長とコンタクトする構造で、スタッフとして

企画本部が理事長の判断のサポートをするというのが基

本構造です。

もう一つ大変重要なのが「評価」。独立行政法人全体と

して評価を受けることと同時に、内部できちんと評価を進

めていく体制も充実させようということで、「評価部」は

大事な位置として置かれて、理事長直属となっています。

研究ユニットについて、大きくは全部で二つのカテゴ

リー：研究センター、研究部門でできていると考えたら

いい。研究センターは重要課題解決に向けた短期集中的

研究見解をするミッションオリエンテッドなプロジェク

ト研究。短期集中的とは短くて3年、長くて7年。ミッシ

ョンが非常に明確で、それに対して人・金・場所という

研究資源を優先的に導入するかたちで運営しています。

研究部門というのは、次の芽を育てるドメイン研究と

言いましょうか。研究者の発意を尊重して、研究所の一

つの役割である永続性・信頼性を持つためにも継続性を

持った研究展開、シーズの発掘をここでの役割として位

置付けています。

一言で言いますと、産総研は産業技術のあらゆる分野を

カバーした総合的な研究集団になっているということが言

えます。そのメリットを生かしていかなければいけない。

サマリーとして、研究者数は2,500名、全職員3,200名。

これは職員の数ですが、共同研究あるいはポスドク、非

常勤職員とよそから研究者、あるいは連携大学院で学生

というかたちで来ている者もいますから、実働の数は

5,000から6,000名だと思っていいかと思います。

産業技術のすべての分野をカバーしているという強みが

あります。産業政策との密接な連携というスキームになっ

てきています。産業界、大学との連携、ネットワーク、国

際的な取り組みということで、これから大いにこの設計理

念に基づいて研究を進めていきたいと考えています。

これが設計の上では日本の産業競争力に何かしらの貢

献ができるものであると信じておりますので、皆様方の

ご支援をいろいろといただきたいと思います。

「半導体MIRAIプロジェ
クト」のスタート
プロジェクト提案は、産業技

術総合研究所（以後、産総研）

の次世代半導体研究センターに

所属する研究者全員と民間参加

企業25社が一体でNEDOの公募

に対して応募。応募の締め切り

は5月7日で、現在その技術審査

中です。

このプロジェクトで国研の人たちが活躍するというこ

とが、民間企業の信頼を得る重要なステップになると思

います。国研の人たちで、このセンターに参加すると残
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≪SSIS特別講演会≫

『日本の産業競争力強化』
－－半導体産業の国際競争力強化－

講師：廣瀬 全孝氏

（産業技術総合研究所次世代半導体研究センター長）

廣瀬全孝氏
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った人が35名程度います。民間企業からも参加予定が40

名を超えていると思います。大学も15研究室が参加予定。

プロジェクトで滞在型の研究を大学院生にもしてもらえ

る制度になっていますので、総勢で100名程度の組織で運

営ということになるでしょう。

「半導体MIRAIプロジェクト」は面白そうだということに

なれば、参加企業が増えると確信しています。そういう求

心力のあるプロジェクトでないと、「産業競争力の強化」と

いう目標の達成にはつながらないと思います。

プロジェクトをどう考えるか？　例えば、ゲート酸化

膜というのは、オストランスが生まれて以来ずっと今ま

でSiO2。これが高誘電率の絶縁膜に変わります。基本的

には繊維金属の酸化物。これが簡単にはいかない。トラ

ンジスタは動きますが、スケーリングと呼ばれる性能も

上がりながら微細化という目的を達成しようと思うと大

変な仕事です。

経験的に研究開発を追究するだけでは不十分で、大胆な

論理的な挑戦が必要だと思います。理論的とは言いません

が、論理的なアプローチです。これが重要だと思います。

当然ながらそういうことをやるためには、研究開発組

織も抜本的に見直す必要があります。ですから、研究テ

ーマもやることは山ほどありますが、何が一番大事かと

いうことをしっかり選択する。その目の確かさみたいな

ものが求められると思います。そこのピントがはずれる

と競争には勝てないと思います。

「半導体MIRAIプロジェクト」の
基本的な考え方

プロジェクトは、国家プロジェクトとして全額国の予

算で行われます。失敗か成功かがはっきりするプロジェ

クトにしたい、すべきだと思います。成功するためには

理念がしっかりしている必要があります。それからあえ

て言えば、そのプロジェクトを実行していくうえでのフ

ィロソフィーです。

達成目標は数値化されています。少なくともごまかし

は利かないということです。研究開発のやり方はオープ

ンにします。研究開発のやり方自身が日本で議論され、

もまれて、やはりそのやり方が良さそうだという開発モ

デルを提示できているつもりです。それが提案書に盛り

込まれています。

リスクを取る。研究開発ですから失敗が絶対ないという

ことはない。しかし、そうかといって失敗だらけでは困る。

とにかくリスクを取った研究開発をやる。これをやらない

と世界のトップには出られないと思います。

研究開発成果というのは数値目標に矮小化されてはな

らないと思っています。つまりそこを突き抜けて技術世

代で言えば、70から50ナノメーターという、その世代に

対する基盤技術を作り出すということになっているわけ

で、このこと自身は大変な役割であり、その数値目標の

達成も簡単ではありません。要するに微細化技術、ある

いはその半導体技術の限界に挑戦するわけですから、50

ナノメーターテクノロジー世代を突き抜けて先まで見通

した、あるいは先に向かって展開できる技術体系を作ら

ないといけないと思います。

そういう意味の数値目標達成だけが仕事ではない。日

本の半導体技術の将来につながるような基盤技術を構築

するということだと思っています。

もう一つは、人材の育成です。育成というよりは、結

果として人材がどんどん育つという研究開発が行われる

ということは大事だと思います。企業からの派遣研究者

は通常は2年かもしれませんけれども、プロジェクトでは

原則的には3年と思っています。

そこで一回りも二回りも技術者として大きくなって企業

に帰っていただく。あるいは大学で言えば、そういう学生

が企業に就職するということが重要ではないか。

それから、装置は基本的には買ってきてそれを使うと

いうことは考えていません。特に高誘電率、ハイKとロー

K、低電率の層間膜の技術開発では、装置開発も徹底的に

やります。そして日本の産業界に真っ先に使っていただ

けるような、そういうシナリオで技術開発をしたいと考

えています。

それから、装置メーカーが例えば同じハイKのプロジェ

クトに複数社参加しています。 その成果を共有し、最

終的にどの会社がそれを製品化するか。1社がOEMをする

か、合併するか。あるいはジョイベンができるかという

ことを含めて、従来の慣習にとらわれない研究開発ある

いは実用化のモデルを作りたい。作るべきだと思います。

当然ながら知財の管理、権利の尊重。そういうことにつ

いては、プロジェクトでは重要だと思っていますので、日

常の情報管理も含めて徹底的にやるように考えています。

柏木氏をモデレータに、質疑も充実



「半導体MIRAIプロジェクト」の目指すもの
3年以内に世界のトップ3の地位を確立する。これは困難

だと承知していますが、これぐらいの時間で結果が出ない

と、今の時代間に合わないと思います。これが1番目。

当然ながら半導体技術の研究開発で日本の技術開発を

リードできるようなセンターにならなければいけない。

現在、つくばの西地区に3千平方メートルのスーパークリ

ーンルームと1,500平方メートルの研究用のクリーンルー

ム、並びに研究棟を建設中であります。

3番目は、人の問題であります。やはり責任感・行動

力・使命感、そういうものに満ちた人材が輩出するとい

うことが必要だと思います。

こういう目標を達成するためには、まず単色化された

国研の研究者集団だけでは達成できない。やる気は十分

ですので、産業界は「半導体MIRAIプロジェクト」に

100％参加します。大学の先生方、大学院生たちと競争し

ます。競争していただくつもりです。そして役割を果た

してもらう。あるいは認知される。従って研究者が劇的

に活性化することであるし、その能力を身に着けていた

だくということかと思います。

国研として、科学と技術の体系を構築するということ

であります。結果は研究成果として出さなければいけな

いのですが、基本的にこのスタンスを忘れないようにや

っていきたいと思っています。

国研の半導体センター研究者一人一人の評価は、100％

プロジェクトへの貢献度で測るということになっていま

す。今年度からそうします。基本的にはプロジェクトへ

の貢献が評価尺度で、評価尺度は民間企業の人事評価の

例も参考に研究者全員に説明し、了解いただいています。

具体的な技術開発
大きく分けて三つです。テーマレベルで言うと五つで、

まずトランジスタ周りについては高誘電率のゲーツ絶縁膜、

ハイK材料の開発。メタル電極の開発、トランジスタモジ

ュールレベルでの検証。最終的には300ミリ装置技術につな

がるような基盤技術を開発することです。

もう一つは低誘電率の層間絶縁膜です。それから加工

技術です。当然ながらこれは70ナノメーター技術世代以

降ですからカッパー配線にもバリアメタルというのは実

質的には使えない時代であります。層間絶縁膜材料その

ものに拡散ブロック機能を持たせるようなことが必要に

なってきました。そういった技術開発です。

それからもう一つはトランジスタ技術に関係しますけ

れども、極限計測解析技術です。これは二つカテゴリー

がありまして、一つはリソグラフィーとかマスクの関連

技術です。特にリソグラフィーマスク技術における検査

技術、あるいはリソーの寸法計測、CD計測などについて

の研究。それから新しい構造のトランジスタの研究。こ

れはバルクCMOS、ないしは通常のSOIを使ったCMOSと

いう、今研究されている領域からもう少し先を見た研究

をリスクを取ってやる。

ただしこれはアイデアがあって、それを実際にやるとい

う集団が必要であります。これは長々やる仕事ではなくて、

2年ぐらいの期間でフィージビリティーを見極める。それ

でもっと大きい組織でやるか、あるいはターミネートする

か、その辺は1年ごとに成果を見ながら判断したい。

またロードマップ技術として想定できるトランジスタ

構造と違ったトランジスタ構造で、スケーリングと同様

な性能向上が図れないかという立場です。縦型のトラン

ジスタとかフィン型とか、ひずみシリコン層を使ったト

ランジスタとかいろいろなアイデアがあるが、わが国の

オリジナリティーを主張できるトランジスタ開発という

ものも想定されています。

国家プロジェクトの位置付け
一つは、技術革新は市場ビジネスと直結しているのは

言うまでもないが、もう一つ国家意思と関係していると

考えるべきだと思います。技術戦略という言葉は、国家

意思の発言であると位置付けるべきだと思います。

具体的には、例えば日本企業のビジネス戦略は、個別

企業の独創的なアイデアで展開されるわけですが、日本

のビジネス全体を見た場合に、やはりアジアの国々、あ

るいは世界の国々から見て日本はどの方向に進もうとし

ているのかが透けて見える、そういうことが必要だ。こ

れは産業界全体の問題であると同時に国の施策の問題と

してもあると思います。当然ながら日本発のオリジナル

モデルを作っていくということではないかと思います。

情報技術の役割は、これから来る日本の若年人口の減少、

それから高齢ではあるけれども元気な人々が相対的に増え

る。そういう中で情報技術を使っていかに活力のある社会

を維持するかということです。これは国民全体が、健康な

人がみんな最後まで働けるような社会システムを作ってい

くことにありますので、情報技術というのはそういう場合

にどういうふうに役割を果たすのかを明示する必要がある

と思います。これは国としても責任がありますし、産業界

としても必要なことだと思っています。

こういう、いわば日本の将来、国益、あるいは国家意

思、そういったものをトータルに考えることは、当然な

がら政策サイドで一元的な指令塔が必要であります。そ

の指令塔は「総合科学技術会議」がその役割を果たして

いるはずでありますし、より強力に果たしていただかな

いといけないと思います。

ただ、指令塔がいくら頑張っても国全体が動くことに

はならない。まず必要なことは産業界における人材の流

動化を加速しないといけない。重要なのは人が動いて、

つまり頭脳が丸ごと別の組織に移って新しいノレッジと

8
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カルチャーを注入するから変化が起こる“知の流動化”

が必要。そこがわが国はまだ対応できていないのではな

いかと思います。

もう一つ、技術開発のかなめにあるべき国立大学並び

に独立行政法人、研究機関などを抜本的に改革しなけれ

ばいけない。

具体的にやらなければいけないことははっきりしてい

る。被雇用者全員に任期制を採用するということです。

こうやらないと流動しない。

人材の評価をしても、つまり組織の評価あるいは個人

の評価をしても、その結果が人材の流動、首のすげ替え

に全くつながらない停滞した組織であれば、これは建前

だけということであります。

いずれにしても、指令塔が何かを変えようとするときに

社会システム自身も変わろうとする。あるいは人が変わろ

うとするリアクションが同時に必要だと思います。

ベルギーのIMECと競り合える
技術開発を

ベルギーには、半導体技術開発の分野でIMECという活

力のある研究センターがあります。

ワーカーも含めて、1,500～1,600人の組織です。ベルギ

ーは、日本と同じように資源小国で資源の輸入国。しか

し「半導体チップに盛り込まれたインテリジェンスまで

全部輸入するのか」というのが、政府を動かした最後の

言葉だった。

既に亡くなったプロフェッサー・ファン・オバストラ

ーテンというIMECのプレジデントが語った言葉です。

「どうやって国の支援を取り付けたか」ということを聞い

た時の回答はそういうことだった。

現在もすべての必要経費の半分はフランダース政府が

出している。残りの半分はEUのプロジェクト、並びにコ

ントラクトです。

今、「フランダース・ランゲージ・バレー」と言う、シ

リコンバレーに対置するランゲージバレー。つまり、イ

ンターネットにおける、多言語環境の構築です。具体的

には自動翻訳システムの商品化。98年に着工されている。

99年、ナスダックから2,400億円の調達をしています。イ

ンテルやマイクロソフトも大株主です。

国としてこういうことをやっている。では日本として何

をやるのかということは打ち出されなくてはいけないし、

これは政府の意思と共に産業界、あるいは学会の意思もま

た明確でなければいけないと思っています。

今日はこれで終わらせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。（拍手）

日本三大酒処
私は、東広島市西条、昔は西

条町と言われていたところに住

んでいます。この西条、実は大

変な酒処で、日本三大酒処の一

つと言われています。言われて

いるのではなくて、勝手に称し

ています。三大酒処は、一つは

伏見、一つは灘。これはだれも

異存のないところだと思いますが、あとの一つは、これは

あちこちで酒処と人が勝手に言っています。広島の西条も

その一つです。

酒蔵がたくさんあり、冬の酒の仕込み時になると米を蒸

す蒸気がわーっと出ていて、2月、3月ごろには酒のにおい

がぷーんと出てくるというような所です。

技術の条件
再現性良く物作りを行う方法を「技術」、再現性のない

物作りを「芸術」と言う。これが私の定義です。再現性

があるかないかが芸か技かということではないかと思っ

ています。

では、生産技術の条件というのはどういうことか。ど

んな物作りでも必ず現象を用います。物理現象、化学現

象、いろいろあります。技術の条件は、用いる現象をよ

く理解していることではないか。

例えば、機械には摩擦する所には絶対潤滑油が要る。

油を差す。それがきちんと分かって適した油を使えばい

いのですが、サラダオイルで分かったつもりになってい

る。理解していない。原理原則が分かっていても、細か

いところは分かっていないというのが実状ではないか。

用いる現象をどこまで理解しているかによって技術の良

しあしが決まってくるのだと思います。

そこで、半導体作りではなくて酒造りというものを見

てみたい。要するに、物作りという観点からすればみん

な同じだということです。

昔から酒はありますが、どうして酒ができるのかとい

うことが本当に分かったのは、たかだか150年前だと言わ

れております。顕微鏡の発達などによって、微生物が関

与するということが分かった。発酵現象が本当に突き詰

められたのは長い酒の歴史の中でつい昨日のことです。

≪SSIS研修会≫2001年7月5日開催

生産技術論
－日本の製造業再建に向けて－

講師：水野 修氏

（広島日本電気㈱取締役）

水野修氏



それまでの酒造りは品質のばらつきが大きいし、歩留ま

りは低い。よく腐ったりする。再現性も悪かった。それは

原理原則が分かっていなかったから。つまり技術ではなく

て芸術だった。だから、うまく酒を造る人は名人技ではな

くて、名人芸だったと言えると思います。

一つの技術を植え付けようとか広めるというときには、

現象を理解していないと絶対駄目。芸術のまま水平展開

したら、大怪我のもとになる。どこまで理解していたか

が、いかにうまく物作りができるかということでしょう。

物作りには必ずばらつきが出ます。再現性が悪くなる

要素が必ずある。ではどうするか。再現性を損なう原因

の究明・理解が鍵なわけです。これをやらなければいけ

ない。ところが、再現性を損なうようなトラブルが発生

したときには、現象の除去ばかり、とにかく元に戻そう

とするばかりで、なぜそういうトラブルが発生したかと

いう原因の究明がほとんどなされないということが、ほ

とんどの産業での生産技術者の性癖だそうです。日本で

は少なくともそういうことがあるのだそうです。

しかし、物作りの現場は忙しい。生産技術者も当然忙

しいので、原因究明まできちんとやっているような時間

的な余裕がないというのが実情でしょう。こういうこと

をするためには何か一つのチームを作って、重要と思う

やつは必ずここまでやらなければ駄目だと思います。そ

こが一つの鍵。だから、トラブルが技術のネタになる。

技術のネタにするかどうかは究明しだい。

研究・開発・生産技術
本来現象を理解するのは研究のやること。開発は、理

解した現象を利用できるようにすること。生産技術とい

うのは、先程再現性良く物作りを行う方法だと言いまし

たが、だれでも同じものが作れるようにすることである

とも言えるのではないか。

いろんな装置、プロセスもそうですが、分からないか

ら複雑になっているのではないか。理解すれば簡単にな

って、「シンプル・イズ・ベスト」は当たり前ですが、こ

れはおろそかにしてはいけないと思います。複雑なもの

に成功例は少ない。デバイスもプロセスも設備もみんな

そうです。できあがりの装置は大変複雑になっていて、

いっぱいくっついている。でも、もう一度ばらして、本

当にその装置に必要なものはどれだったかということを

見直してから市場に出さないと、市場のトラブルの対応

ばかりに追われてしまう。

トラブルが発生したときに原因を究明していく。原因

を究明すれば新しい技術になるのですが、そのほかにも

いろいろなところで新技術というのを開発していかない

と、日本に生きる道はないのではないかという気がしま

す。新技術の開発促進。新技術には、製品、プロセス、

システム、生産方式、いろいろあります。

ツールは最大限活用する。最近のはやりで言えばサプ

ライ・チェーン・マネジメント、各種管理システム、使

い古されたQCだの、QCだって基本的なところは重要で、

とにかくツールは最大限使う。それからこれも一つの新

技術ですが、ツールがなければ自分で作るということが

必要。それが新技術の創出になって差異化ができるよう

になるということではないか。

「物作り日本」での工場ならば、世界のマザー工場にす

る。それで世界に展開していくというようにしないと、

ほかの国と同じではかなうわけがありません。人件費、

エネルギー費、何もかも高い日本で生きていくにはこれ

しかないと思います。

生産力向上のために
製造部門の強化。現場の能力を高めるということだろ

うと思います。現場の能力、技能者のレベルを高めると

いうことだろうと思います。現場が自己管理、自己判断

ができるようにしていかなければならない。いい生産管

理システムを作るとか、自己判断力涵養というのは非常

に重要だと思います。

「生産技術力」ではなくて「生産技能力」を高めなけれ

ばいけない。技能者を育成しないといけない。一つはル

ールを守れる人。悪気があって守らないのではなくて、

どうしてそういうルールがあるか分からないために守れ

ない人がいる。だから、なぜそういうルールがあるのか

を教えて理解させなければいけない。理解して初めてル

ールが守れるということになるわけです。理解力のない

人を技能者にしてはいけません。

次に、再現性を損なうような現象が出てきたときに、普

通のトラブルだったら対応できる人にしていかなければな

らない。今、装置というのは大変高度なものになってきて

おりますから、そういうところにも対応できる人になって

いかなくてはならない。だから、ルールを守れても、単に

マニュアルだけでやっていたのでは駄目。

そして、新しい技術に対応できる人、技術開発をすると

いうのではなくて新しい技術を消化して工場に植え付ける

ことができるような人。何かトラブルがあったらすぐエン
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懇親会では同好の士が集まって酒談義
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ジニアを呼んでこないとというのでは駄目です。

技術はどんどん高度化しますから、エンジニアは大学

卒、技能者は高校卒と言っている時代ではなくなってき

ていると思います。

組織が大きくなると、開発したものがうまく生産に乗

らないということがよく起こります。開発部門は、「せっ

かくきちんと開発したのに、うちの製造部門は下手だか

ら、駄目だからうまくできない」などとぬかす。製造部

門にしてみれば、「こんな開発の不完全なものを持ってき

やがって」。責任のなすり合い。最もまずいことになる。

そうならないように、一つのものを開発したら、その人

間が製造まできちんと全部やるということまで考えて人

事ローテーションをやるということも必要ではないか。

ただし、だれでもやればいいというものではなくて、

優秀な人間しかやっては駄目です。普通の人間とか優秀

でない人間を下手にやりますと、これは別な所に行った

ときは新入社員と一緒でゼロからやり直し。無駄になり

ますからそんなのはあまりやらないほうがいい。

単身赴任を考える
ここで話題を変えたいと思います。

先日、NHKテレビのクローズアップ現代で、単身赴任

特集をやっていました。その中でのアンケート結果で、

「単身赴任している人の実感を漢字1文字で表すとしたら

どんな字になるか」というのがありました。これは何と

「忍」。仕事というのは何も楽しいばかりではない。とき

には耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶこともある。仕事

で「忍」、生活も「忍」では救われるところがないのでは

ないか。

せめて生活ぐらいは「楽」でありたい。これは決して

ラクとか楽しいという意味ではありません。単身生活が

ラクであり楽しいわけがない。「楽しむ」です。能動的で

なくては「楽」にはなりません。楽しむ。

楽しむためには何をするか。前々からやりたいやりた

いと思っていたことをやる。そのうちに時間ができたら

やろうということで、まだやっていないことの一つや二

つは大抵の人があると思います。それをやるんです。あ

るいは、せっかく縁あってその土地に住んでいるのなら

ば、その土地でのみ可能なことを探す。けっこう探して

みればある。とにかく始める。始めてみないとしょうが

ない。

私は山口県に4年間、そして現在広島に3年間単身生活

をしています。私はもともと歴史が好きですが、偏って

いまして、幕末と戦国、この二つしか好きではありませ

ん。古代史とか古墳時代などは全然興味ありません。幕

末史が非常に好きです。

山口県はご存じのように長州藩、明治維新の発祥の地

です。そこで、幕末史の調査・探訪をやりました。いわ

ゆる史跡巡りです。

本に載っているような史跡はもちろん、本にも載って

いないような所を回って、土地の人に話を聞いたりする

となかなか面白いものです。

それから博物館。博物館は1度回るだけではなくて何回

も行ってみる。何回も行っているうちに、展示も変わっ

たりしますし、こういうことが知りたいというといろい

ろ教えてもくれます。それから、史跡・遺跡は大抵市町

村の教育委員会が管理していますから、その教育委員会

を訪ねてみる。そこに詳しい人もいたりしますから、話

を聞きに行ったりもしました。それから、紹介されて郷

土史家の所にも行ったりしました

ここで調べたことを随筆にして、ある所に連載してい

ましたら、山口日本電気が所在する町の広報誌に山口の

歴史について連載しないかという依頼が舞い込んだりも

しました。その連載をまとめて、「一人よがりの長州談義」

と題した本を作りました。

日本酒の調査・探訪と酒造り
現在広島県で何をやっているか。日本酒の調査・探訪、

更に話が進みまして酒造りまでトライしています。

知れば知るほど酒というのは奥が深いもので、極端に言

えばワインというのはブドウの絞り汁を放っておけば自然

界の酵母によって発酵してワインになるのですが、酒とい

うのはそう簡単ではありません。最初に日本酒を造りだし

た人はだれか分かりませんが、非常に複雑な工程を経て造

られます。特にうまい酒というのは、今でも大変な人手が

掛かります。機械ではできないのだそうです。

まず、図書館へ行って酒に関する本を調べる。多少の

知識を得たうえで、酒蔵がいっぱいありますから酒蔵へ

行って見学させてもらう。

とはいっても、酒蔵というのは余人を嫌います。雑菌

を持ち込んで酒を腐らせる恐れがあるので、それなりの

手続を経なければならない。紹介してもらって、杜氏さ

んとか蔵人たちにいろんな話を聞くということもやって

います。

酒造りもやっています。日本酒を勝手に造ることは酒税

法上許されませんから、酒造りをやっている所で、見学し

ながら手伝わせてもらう。実際に要所要所を経験していく

と、何か自分で造ったような気にもなって参ります。

こういうことをやっていると実に楽しいものです。「単

身赴任悪からず」という気が致します。

むすび
単身赴任の結論と致しまして、何の結論かよく分かり

ませんが、テーマを決めて始めてみても、初めの2年間ぐ

らいは仕込みの段階です。基礎的な知識、常識というも

のを習得する。できるのは土日だけで、その土曜も何か



あって、出張に引っ掛かったり、ゴルフをやっていたり

すると、月にせいぜい2日ぐらいしかできない。出張の途

中に図書館から借りた本を読んだりもしますが、大体2年

間ぐらいは基礎固めにかかる。

本格活動は3年目から。意見・考えを確立し、本格活動

を2年ぐらいやろうとすれば単身赴任も最低一つの所に4

年ぐらいいないとまともな成果は出てこない。仕事の成

果はともかくとして、趣味の世界の成果はそんなものか

なという気が致します。

以上でございます。どうもお粗末さまで失礼致しまし

た。（拍手）

1．全般状況
（1）協会としては初めての試みとして、今年SEMI

Forum Japan 2001（大阪）に当協会より日本半導体ベンチ

ャー協会（JASVA）にも参加を呼びかけ、協賛参加した。

31日午前10時から午後5時半までシンポジウムを独自に開

催し、終日150人近い来場者があり、極めて熱心な講演、

討論が行われた。

（2）開催の目的は関西以西の協会の基盤を拡充強化す

るためパフォーマンスとプレゼンスとショーアップであ

る。SEMI、JASVA、SSIS、応用物理学会等の同時開催に

よる相乗効果が発揮された。

当初SEMI実行委員会でもこの不況下もあり、集客につ

いて大いに懸念されたが、予想をこえる参加者があり、

SEMIも来年の開催に自信を持ったと思う。

（3）初日の堀場製作所 堀場会長、福岡県麻生知事の基調

講演、次世代半導体研究センター、広瀬センター長をはじ

めとするミレニアム記念講演会も大盛況であった。

（4）JASVAも杉山会長はじめ、独自技術を持った半導

体・液晶のベンチャー企業が、講演,パネルディスカッシ

ョンに積極参加し、大不況何するものぞの盛り上がりを

見せていた。

2．SSIS特別シンポジウム
（1）午後のソニー牧本顧問の基調講演とこの趣旨を受

けてのパネルディスカッションについては次号で詳細を

報告させていただきます。

（2）川西会長はプラハからの御帰国が間に合わず誠に

残念でした。

河崎運営委員長が代わって、協会の設立趣旨と活動状

況について報告と挨拶をされた。

（3）幕開けトップバッターとして、山根運営委員会幹

事（伯東㈱顧問）がシニアライフ研究会の報告を行った。

毎月会員の1人ないし2人の方からの報告会を積み重ね

て来た実績にもとづく、生々しい報告であった。

それぞれの人が、半導体業界の中で長年生きて来て、

その間に得た経験の中からどのように考えてその時その

時対処して来たか。そして、これからのシニアライフを

どのようにすごしており、その基礎となる人生観はどこ

にあるのかを整理して、簡潔に分かりやすく報告された。

現役の方々に十分に役にたち刺激になる報告であった。

特に良かった点は、シニアはえてして、自己の経験、経

歴、地位に力点をおいて、若い人に“教訓”をたれるとい

う傾向があるが、シニアの欠点、問題点を反省して、明

解にこれを指摘しておられたところである。

（4）女性座談会について

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｣が以下の3人の女性によって行われた。

㈱堀場製作所

人事教育部部長 野崎治子氏

ヒナタテクノロジー㈱

代表取締役社長 佐藤妃登美氏

㈱セミコンダクタポータル
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才媛3人の座談会満員御礼！

協会主催シンポジウム（8月31日大阪）
大盛況にて終了

森山 武克 会員

（㈱フェローテック）



取締役シニアエディタ 谷奈穂子氏

各々10分間のプリゼンテーションの後に活発な質疑応

答、意見表明が行われた。

谷さんのご意見は、女性は120％力を発揮できるポテン

シャルを持っている。その環境を作り得る企業が120％発

展する企業になるのです。

3人のパネラーの方々は誠に冷静で昔のウーマンリブ的

な女性と男性を敵対関係に位置付ける発想ではなかった。

3人の女性パネラーの実績経験から出るのであろうが、

男性・女性と区別せず、自然にたんたんと人間として企

業は対処すべきであるとの基調であった。そうした企業

は必ず損はしませんよといっておられたようであると私

は感じました。

しかし、御三方ともやはり孤独であり、マイノリティ

である多くの女性が大学から技術系に入り、ハイテク・

半導体分野に進出してこられないと企業側にも大きな変

化はおきないと思う。

本シンポジウムが盛会に終わったことはひとえにSEMI

の会長以下、女性スタッフの力によるところが大きい。

不慣れな我々だけではこのような大きな会を単独で主催

することは難しかっただろう。心から御礼申し上げたい。

（基調講演およびパネルディスカッションの詳報は次号にて）
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本文はSSIS7月研修会での講演

原稿に、その後明らかになった

実績データを追加し解説文を付

加しまとめたものである。

1．半導体市場直近の状況
世界半導体市場は2000年に前

年比+37％の伸びを記録し、久

しぶりの活況を呈した。ところ

がその年の10月頃から変調を来

たし、本来なら需要が盛り上が

るべき年末に出荷金額は急落し

た。2001年に入ってから季節要因も加わって下落傾向は

加速し、5月の出荷金額は前年比30％以上のマイナスを記

録した。第1図に見る通り減少傾向が底打ちする気配が全
く感じられず、2001年トータルの伸びも大幅マイナスが

避けられない状態である。

この落ち込みの最大の要因は、これまで半導体需要を

牽引してきたパソコンと携帯電話の需要の伸びが鈍化し

たこと、需要の先行きを見誤りセットの供給過剰を来た

し在庫調整を余儀なくされたこと、そのしわ寄せが半導

体に及び半導体の価格暴落を招いたこと、であると言わ

れている。

パソコンの世界最大の市場は米国であるが、景気後退

により出荷台数の伸びが著しく鈍化し、2001年はマイナ

ス成長が予想される。またこれまで比較的堅調に推移し

ていた日本市場も、長引く不況によりこのところ伸び悩

み傾向にあり、欧州、アジア地域での需要も不振である。

このパソコン不調の影響を受け、パソコン周辺機器の

HDD、ディスプレイ、プリンタ、等の需要も低迷するよ

うになった。

携帯電話では欧州GSM市場の落ち込みが大きく、当初

強気の需要を見込んでいた大手メーカは昨年後半から軒

並み大幅な生産調整を余儀なくされている。世界の携帯

電話生産は2001年1Q、2Q連続して前年比マイナスになっ

たとの調査結果（日経マーケットアクセス）もあり、今

年全体の伸びもマイナスは避けられない情勢である。

以上に見られる半導体需要牽引車の不振により、特に

その影響を受けて落ち込みが大きいのがメモリである。

これまで大きく伸びて来ただけにその反動もまた大きい。

メモリの急落は、需要の鈍化に供給過剰が加わって、価

格が崩壊するというこれまで何回も繰り返されてきたパ

ターンとなっている（第2図～第4図）。

世界及び日本の半導体市場の
現状と将来
釜原 紘一 会員

（日本半導体ベンチャー協会）

釜原鉱一会員

第1図
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2001年の半導体市場はメモリだけでなくモスマイクロ、

モスロジック、アナログIC、ディスクリート、オプト等

あらゆる製品の出荷金額が前年比マイナスの伸びになっ

ており、過去の大きなリセッションの時と同じ様相を呈

している。

モスマイクロ製品の中で、MPUはパソコンの需要低下

により2000年末から出荷金額は頭打ちになり、2001年に

入ってから減少傾向が顕著になっている。MCUはパソコ

ン周辺装置、携帯電話の需要低下に加え、民生用AV機器

の不振により昨年末から出荷額が急落している（尚、従

来MCUの中にあったDSPの出荷額が今年からMCUの外に

出して統計を取るようにしたので、その分割り引く必要

第2図

第3図

第4図

第7図

第8図

第5図

第6図



がある）。MPRもパソコン不振の影響がはっきり出てきて

いる。

モスロジックではこれまで高成長を遂げてきたフィー

ルドプログラマブルロジックやスタンダードセルも昨年

末から今年にかけて急落し、米系ファブレスメーカの業

績を圧迫している。

アナログICも年初来大きく減少しているが、6月の出荷

は反転している。もう少し様子を見る必要はあるが、底

打ちの兆しが出てきている。

ディスクリートは主力のパワートランジスタや小信号

トランジスタの落ち込みが大きい。パワートランジスタ

は携帯電話向け高周波トランジスタが1999年から2000年

に大きく伸びた反動で落ち込みもきつくなっている。小

信号トランジスタ等で底打ちの兆しが見える。

オプトではレーザダイオードが光ディスクドライブ

（CD-ROM、CD-R、DVD-ROM等）向けや、通信インフラ

（光ケーブル）向けに大きく伸びたが、パソコンの不振に

よる光ディスクドライブの伸び悩みや通信インフラ大口

工事の一巡により、年初来大幅な落ち込みを見せている。

CCDやカプラでは底打ちの兆しがある。

2．今後の見通し
2.1 WSTS予測の概要

WSTSでは2000年5月の予測会議で2001年の世界半導体

市場の伸びは－13.5％と二桁のマイナスになると予測して

いる。来年以降については、2002年14％、2003年19％、

2004年14％と堅調な伸びを予測している（第10図参照）。
地域別の市場の伸びについては第11図のように予測さ

れている。

2.2 半導体市況回復のシナリオと今後の見通し

5月時点では3月迄の実績値即ち2001年1Q迄の実績値は

把握されており、この値が予測の発射台となる。ところ

で例年、2Qの出荷額は季節要因により1Qよりも増えるが、

今回予測では2Qの出荷は1Qよりも微減としている。即ち

今年は例年とは違う動きをするとの見方がなされており、

一応直近の市況を考慮したことが伺える。（第12図参照）
しかしながらその様な配慮にも拘らず2Qの実績値が判

明すると、5月予測よりもかなり悪い実態が明らかになっ

た。即ちWSTS5月予測420億ドルに対し、実績値は約348

億ドルと予測値を17％も下回ることになった。

この実績値をもとに3Q以降の市場がWSTS予測通りの

回復をするとしても、2001年の伸び率は－25％程度にな

ると推定され、WSTS予測値－15％を大幅に下回ることが

予想される。現状を考えるとこの伸び率、－25％ですら

楽観的かもしれない。即ち2Qを底にして3Q以降から来年

に向けて順調に回復すると見られていたが、底が3Qにず

れ込む恐れがあり、且つ回復のピッチがどの程度になる

か不透明であるからである。

3．まとめ
パソコン、携帯電話の需要低迷と需要の先行きを見誤
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第10図

第11図

第9図

第12図



ったセットの供給過剰が半導体不況の元凶と考えられる

が、今後の半導体市場はこの供給過剰の是正即ち機器及

び半導体の在庫調整とこれら機器の需要回復によってい

る。さらに言えばセットの需要を決めるマクロ経済の回

復（個人消費の回復、設備投資の回復）が半導体市場回

復の鍵となる。こうして見ると、今回の不況の根は深く

その回復にはかなり時間が掛かると見なければならない

だろう。しかし既に触れたように一部の製品では底打ち

の兆しも見えており、悲観的になり過ぎて次の立ち上が

り時期を見誤らないよう市場の動きを注意深く見る必要

がある。

第12図をもとに試算した結果では今年の世界半導体市
場の伸びは－28％程度と予想され、前年比プラスに浮上

するのは2002年後半になると予想される。2002年トータ

ルの伸びは5～6％程度に留まる可能性が強い。

言うまでも無く中長期的視野に立てば、IT産業の中核

としての半導体はまだまだ伸びていく産業であり、次な

る飛躍への備えを怠るわけにはいかないだろう。

16

第13図

2000年1月に台湾で半導体用の

電解研磨管の製造工場を建設し

たいと言うお話があって2000年2

月から本年6月まで凡そ1年7ヶ月

かかって建設してきました。

台湾に住んで先ずビックリし

た事は、パソコンの普及率の高

さと交通信号が全て発光ダイ

オ－ドで有る事でした。勿論台

湾にもパソコンに無縁なお年寄

りも沢山いらっしゃるのですが、少なくとも私の関係した

会社ではほぼ全員が専用パソコンを社内に持ち、経理事務

は勿論のこと、品質管理や統計、LANを通じての社内外と

の通信をしておりました。当時としては日本よりやや普及

率が高い感じがしました。

パソコンでもう一つビックリした事は、パソコンの質

の悪さです。日本では考えられない事ですが、私が支給

を受けたIBMの社名がついたノートパソコン（勿論新品で

す）は1年7ヶ月の間殆ど故障の連続で、その都度社内の

パソコン担当者が来て修理するのが日常で、私のパソコ

ンが特別に悪いかと言うとそうでもなく、秘書兼通訳の

女性が支給を受けたパソコン（自社製）も殆ど同様の状

態で、それでも尚立派に仕事が出来ているのですから不

思議です。

先ほど（自社製）と書きましたが、台湾には数多くの

中小パソコンメーカーがあり、私が関係していた会社も

その1つで、社内にコンピュータ部門があって部品を買い

集め、それを組み立てて近い将来パソコンとして外販す

る予定で試作品を社内で使用していた様です。

勿論台湾にはACER等優秀なパソコンメーカーもあるの

ですが、実際に町でパソコン屋を覗いて見ると20～30％の

製品が手作りに近い様に思えます（価格は格段に安い）。

これから台湾で仕事をされる方が居られましたら是非

日本で購入したパソコンを持って行かれる事をお勧めし

ます。

交通信号の話ですが、私が訪れた台北、新竹、台南、

墾丁は全て発光ダイオードになっていました。聞くとこ

ろによると日本のような白熱電灯による信号機を全て発

光ダイオードに交換するとおよそ20萬世帯分の消費電力

に匹敵するそうです。しかも電球に較べて寿命が長いの

で交換頻度も少なくなり、取り替えの費用も激減します。

青の発光ダイオードは非常に優れた日本の発明であり、

この発明により交通信号の赤黄青が完成したのですが、

この恩恵を最も蒙っているのが日本ではなく台湾である

ことに大きな疑問を感じざるを得ません。地球温暖化対

策や使用済み燃料対策としてもかなり有効な手段になる

のではないでしょうか。

仕事の関係上台湾の半導体工場に関する情報も少しは入

って来る事も有りましたので、半導体工場に関する情報も

交えて台湾の印象を感じたままに書いてみます。

税法上の特典

台湾には新竹と台南に科学園区（サイエンスパーク）

が有って、この地区の中にある会社は海外からの設備や

原材料の輸入に一切の輸入税が免除されています。

半導体会社は殆どこの地区に有りますのでこの特典を

受けていますが、最近この地区外でも半導体会社が目立

つようになりました。

科学園区内では税法上の特典は有りますが、一方で建

不思議の国台湾
永井 清 会員

永井清会員



設する建物の大きさ、外観、内装などに厳しい条件があ

って、絢爛豪華な建築物でなければ許可になりません。

ですから玄関を入るとホテルロビーと間違えるような綺

麗な作りの工場になります。

初めて科学園区に入ったとき、どうして皆派手で綺麗

な建物ばかりなのかと不思議に思いましたが、この様な

仕掛けがありました。

投資の迅速さ

必要な投資は非常に迅速です。日本では役員会にかけ

て何週間もかけてやっと決められる金額の投資でも、そ

の会社の投資グループの主だったメンバーが必要と判断

すれば殆ど2日～3日で投資が決定し、その会社の社長に

OKが出されます。

台湾の金持ちは日本の金持ちと考え方が少し違うよう

な気がします。台湾の金持ちは非常に大胆且つ積極的で

す。勿論投資に見合う利益の追求は強烈ですが、日本の

ように成功しても失敗しても全て全体責任で、個人の責

任は余り問われることが無い場合に較べて投資家は非常

に良く勉強しています。個人個人が世界中の動きを研究

しているので判断は迅速で正確だと思います。金持ちが

投資に積極的なので資本が1箇所に停滞する事無く循環し

て台湾の経済を支えて居るような気がします。

心配なのは、多くの半導体に関連する投資ブル－プの

目が一斉に中国大陸に向けられていることです。半導体

技術者の中国向け流出は以前から問題になって居ました

が、今年に入り資本が急速に流出しています。

台湾と中国は一見仲が悪そうに見えますが、お互いを

懸念しているのは政府と軍隊だけで民間ベ－スでは殆ど

懸念していないと言っても過言ではないようです。

人件費の安さ

サ－ビス業のパートタイマーの時給（例えばマクドナ

ルド）が50元（180円）位、大卒の初任給が18,000元（63､

000円）位、40才課長クラス40,000元（140,000円）位、部

長、工場長クラスで50,000元～70,000元、（180,000円～

250,000円）が大体の目安ですが、半導体工場となると技

術者は年収200万元（7百万円）以上の人がざらに居ます。

技術部長クラスになると400万元（1千四百万円以上）で

す。半導体及び半導体関連会社の給料が一般の給料に較

べて3倍～5倍なので、誰しも半導体会社に就職したいと

考えているので非常に優秀な人材が半導体会社に集まっ

ています。そのせいで新竹の一般的な会社の給料も他の

地区に較べて割高になっているそうです。

半導体工場安全管理の問題

私の所で通訳兼秘書をしてくれて居た女性が日本語を

話せるので、半導体工場の日本人向け緊急避難のアナウ

ンスメントを頻繁に録音しておりました。この録音は安

全管理システムに組み込まれて、必要な時に自動的に英

語、中国語、日本語で放送されるものです。

ある半導体工場で今年に入ってから作業員1名が沸酸を

頭からかぶる事故が発生し、幸い一命はとりとめました

が、頭髪から顔、顎に至る部分に火による火傷と異なる

やけどを負って再起不能の状態になりました。この事故

の原因は想定していなかったコンピュータの誤動作とさ

れています。

何の前触れも無く、ある日突然一般市民を含む数千人

規模の被害者が出るような毒ガス事故が起きるのでは無

いかと言う漠然とした不安が新竹に滞在中ずっと私の心

の中にありました。

仕事のルーズさ

全体として非常にル－ズです。例えば200mmのステン

レス製みぞ型鋼を購入した時の話ですが、縦横の寸法が

5mm位違い（切断寸法の違いではない）目で見てはっき

り曲がっていました。穴あけ加工を依頼すると孔径が

0.2mm位違うのは当たり前ですし、加工順序を指定しても

全く無視されます。具体例では2つの部品を溶接してから

機械加工をする様に指定しても、部品を完全に機械加工

してから溶接するので溶接による歪が発生し使い物にな

りません。

手直しを依頼するときっちり手直し加工費の請求書が

来ます。とにかく外注加工では腹の立つ事の連続でした。

精密な加工品や重要部分は日本で調達して現地で組み立

てる方が結果として安く速く完成できます。

時間のルーズさ

大体の目安を申しますと、「明日お伺いします」と言う

のは40％位はスッポかされます（社内の人間でも）。2～3

日中に納入しますと言うのは、大体10日間位かかり、来

週に納入すると言えば大体1ヶ月後と考えて間違いはあり

ません。始めこの事で年中イライラしていましたが、上

記のような感覚で人の話を聞くようになってからはイラ

イラしなくなりました。

台湾語

日本人には発音が非常に難しい言葉です。まず第一に

同じ発声で抑揚により4種類の意味があります。例えば

「マー」と言う発声で平坦に発音すると（お母さん）、語

尾を上げると（繊維の麻）、ため息のように発音すると

（馬）、急激に語尾を下げると（こらと言って叱る）意味

になります。

また、ズ、ツ、ス、の発音で日本人には区別出来ない

ような発音が3種類有ります。

ズ、ツ、ス（ジュ）ズ、ツ、ス（ル）ズ、ツ、ス、ズ

ツスの前にジュとかルが混じったような発音です。台湾

語を勉強するのに日本語の発音は大変障害になります。

日本語を忘れ耳から発音を覚え、漢字で表現する事に専

念すると意外と速く上達するかも知れません。ちなみに

私は1年7ヶ月も滞在して全くしゃべれません。
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交通事情

日本の20～30年前の状況に似ています。神風タクシー全

盛の頃の運転マナーを殆ど全てのドライバーが実行してい

ると考えれば大体想像がつくと思います。車の数は滅茶苦

茶に多くて、その間を無数と言って良いバイクが走りまく

り、信号無視、反対車線通行は当たり前の世界です。歩道

は全て車の駐車場と化し、歩道を連続して10m歩く事は殆

ど不可能で必ず車道へ出て歩かなければなりません。

歩道は決して平坦では有りません。10cm位の段差は当

たり前で中には30cm位の段差も有ります。理由は良く判

りませんが歩道の前の店や住宅の人が自分の前の歩道の

高さを自由に決めているみたいです。ある外科医の前の

歩道が少し高くなっていて、表面をピッカピカに磨いて

雨でも降れば本当に転倒しそうになっているのには恐ろ

しい気がしました。

車は左ハンドルで右折は殆ど全ての交差点で常時可と

なっています、そのため日本人は歩行者の青信号で前え

出て右折車と接触する危険を感じます。

こんなに交通規則が守られていないとさぞかし交通事

故が多いと想像しますが、思ったほどでは有りません。

その理由は台湾の人は基本的に他人の小さな不法行為を

許す気質があります。大型トラックが赤信号で突っ込ん

で来て、自分の方が青になって進めなくても、じっとト

ラックが進行するまで待っています。突然前に割り込ま

れても自分がスピードを落として割りこませます。余り

イライラする人は少ない様です。

高速道路は非常に良く発達しています。しかも料金は

無料か非常に安く、東京－厚木間位なら無料、東京－静

岡で600円位です。

公共交通はもっと安くて、新竹市内の場合、何処まで行

ってもバス代は15元（約55円）です。また新竹－台北間の

高速バスが120元～150元（420円～530円）、距離は大体

90kmです。タクシ－だと1000元（約3500円）位ですが夜

女性が一人では怖くて乗れない程度の安全性だそうで。日

本人もたまにトラブルに巻き込まれることもある様です。

生活環境

喫煙者には非常に厳しい生活環境です。喫茶店、食堂、

公共設備、道路、など殆ど全て禁煙です。少し高級なレ

ストラン、百貨店内の喫茶室などの一部に喫煙席がある

程度です。特に有効な罰則は無いみたいですが、その店

が禁煙と決めればそれで良いみたいです。でも道路には

結構タバコの吸いがらが落ちているのは日本と同様です。

食堂や散髪屋は至るところにあります。開業に一切の

国家試験や営業免許は必要ありません。ですから俺は明

日から散髪屋になると言えば散髪屋になれます。

台湾の人は多分外食が多いのだと思います。何しろ食

事が安い。私が滞在中、朝はアパ－トでパンを食べます

が、昼は会社の弁当で50元（175円）夕食に少し豪華に食

べても250元（900円）で十分です。会社の女性は朝食も

40元位で独特の食べ物と飲み物を買ってきて送迎バスの

中で朝食を済ませます。会社の女性は殆ど住居貸与です

から大体10,000元もあれば1ヶ月生活できます。でもお給

料は20,000元以上もらってますので、日本に較べるとかな

り余裕の有る生活をしています。

犬を飼うという習慣が余りはっきりしていません。で

すから野良犬のような、時に飼い犬のような犬が沢山居

ます。勿論犬の糞処理などは全くしません。ですからう

っかりよそ見しながら歩くと大変なことになります。特

に公園は気をつけましょう。

ゴミの収集は日本より遥かに多く収集しています。収

集車は全て「乙女の祈り」を奏でて朝10時頃から夜9時頃

まで、1日3回位回って来ます。住民は「乙女の祈り」を

聞くと一斉にゴミ収集車の中にゴミ袋を投入します。ゴ

ミの多い理由は食堂がやたらと多い事に起因していると

思います。新竹市の場合、ゴミ焼却施設は市内から40～

50分のところにあって、焼却熱を色々利用しているよう

ですが、ビックリしたのは焼却施設のビルが立派でしか

もその中に多数のベンチャービジネス会社を入れて殆ど

出世払の家賃で貸しています。私が訪れた会社は非常に

ユニークな流量計を開発していましたが、そのテストに

焼却施設の配管を使わせていたのは随分大胆な事をする

とは思いますが正直羨ましいと思いました。

ゴミの収集は積極的にしているのですが、それでも町

は綺麗とは言えません。ところどころに不法投棄の生ゴ

ミが放置されて異臭を放っています。また下水道の一部

がオープンカットのため夏は結構臭います。

面白いのは普通の家やアパートでは玄関と言う概念が

ありません。ドアを開ければもうリビングルームです。

初めはかなり違和感を感じました。

日本人観

若い人もお年をとられた方も非常に親日的です、日本人

は殆どの人が信頼され、尊敬されているように思います。

今、若い人には大変な日本ブームでキンキキッズの公

演などは日本以上の熱狂振りです。また日本旅行ブーム、

日本食ブーム、日本製化粧品ブームです。勿論日本製の

電化製品は別格視されて値段も非常に高価です（ビデオ

デッキなど日本で買う価格の2倍くらい）。

男性にとって楽しい事

台北市には有りませんが、その他の都市には必ずビン

ランと発音する木の実の中を加工した、一種の噛みタバ

コのようなものを販売している店が有ります。この店の

前は全てガラス張りで、中にニクシャン（こんな言葉覚

えていますか）で可愛い女の子（台湾語で辣妹：ラーメ

イと発音します）がひざ上50cm位のスカ－トをはいて、

殆ど下着姿同然で足を組んで座っています。店の中では

ビンランの他にタバコやジュースなども販売しているの

18
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はじめに
ウォルフガング・アマデウ

ス・モーツアルトという作曲家

を愛好される方は少なくない

が、このドイツの作曲家より

173年後にたまたま東洋の島国

に生を享けた私のこれまでの境

涯に少なからぬ影響を与えてき

たこの作曲家にまつわる私の経

験話の一端を述べてみたい。

1．モーツアルトとの出会い
モーツアルトという作曲家の作品に始めて開眼したの

はもう50数年以上の昔、戦争中に中学生で勤労動員され

ていた工場の昼休みにたまたま耳にした曲、それは今思

い出すとアイネ クライネ ナハト ムジークK525の第1楽章

のレコードでこの曲の印象は強烈であった。この世にこ

んな美しい音楽があるのか！　敗色濃い戦時中にも拘わ

らずこの工場にはなかなかセンスのよい人がいたものと

最近まで思っていたが、もしかしたらモーツアルトがド

イツ人であったために“幸いに”も聴くのを許されていた

のではという気もしている。尤もこの初体験はモーツア

ルトとの始めての出会いに止まりモーツアルトという作

曲家がいることも当時は知らなかったに違いないのであ

る。私が本当にモーツアルトに傾倒するようになるのは

それから約20年後である。

1962年から約1年間、私は米国のニュージャージ州サマ

ービルというタウンで生活をしたことがある。これは当

協会のメンバーでもシニアの方々はご存知のRCA社半導

体事業部にライセンシー会社から駐在エンジニアとして

派遣されていた時期である。

一人での下宿生活の楽しみにとFMラジオを貸してくれ

た人があり、毎日クラシック音楽のチャンネルを楽しん

でいたが、ある日何とモーツアルトだけの音楽を終日放

送しているニューヨークのFM局があることを発見、それ

からはこのチャンネルの虜になってしまったようである。

このようなFM局があるのを知って私はやはりアメリカは

文化的にも豊かな国だと感心したものであるが、このFM

局はその後どうなったであろうか？　今でも朝のテーマ

音楽（確かニ長調のフルート協奏曲ではなかったか）やア

ナウンサーのボイスを懐かしく思い出す。このFM局経験

は私のモーツアルトへの傾倒を一挙に深めたように思う。

2．モーツアルトの魅力
モーツアルトの愛好者は非常に多いに違いないが、一

体モーツアルトの音楽の魅力とは何であろうか？　私は

モーツアルト学者ではないので系統だった論議はできな

いが、次にそのいくつかの要因を挙げてみたい。

（1）無条件の楽しさ、爽快さ

全作品を通じて“モーツアルトらしさ”としか表現し

ようのない共通の殆ど生体物理的ともいえる受容性、し

かもおよそセンチメンタルなところがない爽快さは類を

見ない。

（2）陰影に富んだレンブラント的な構成

非常に楽しい長調の調べからにわかに暗く悲しそうな

短調の調べへ、そしてまた楽しく明るい長調の調べへと

変転極まりない曲の動き、しかもそこにはさわやかな

“救い”が感じられる。レンブラント光線とはドストエフ

スキーの作品を評した言葉と記憶しているが、モーツア

ルトはドストエフスキー的そしてベートーベンはトルス

トイ的と思っている。

（3）絶妙な音程パターンの組み合わせ

かつて「モオツアルト」を書いた評論家の小林 秀雄は

第41番シンフォニー第4楽章の最初の調べをその例に挙げ

てその単純明快な音程の組み合わせが産み出す妙味を説

いているが、実はこのような例はモーツアルトの曲の至

る所に発見できるのである。

（4）楽譜だけを見ていても楽しい数学的な美しさ

ケーベルという哲学者（明治時代に東大の外人教授で

ですが、恥ずかしくて結局一度も入れませんでした。

おわりに

一言で言うと台湾は良い国です。皆親切で面倒見が非常

に良く、とりわけ年長者に対する礼儀は素晴らしい。老人

に対する思いやりは国家が税法上も非常に優遇している事

でも明白です。（例えば家族に年老いた親が居れば同居し

ていなくても税金が10％位軽減されます。ですから、兄弟

全員が一人の親のお陰で減税されることになります）

温泉地や観光スポットも沢山あります。温泉と言って

も決して華美ではなく、日本で言えば民宿程度の設備で

すが、安く衛生的な宿です。勿論芸者など男に媚びを売

る女性などは全く見かけませんでした。

中原紀氏

私のモーツアルト体験
中原 紀 氏
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あったドイツ人）はもし無人島に島流しになったなら何

を携えるかとその高弟に問われた時、聖書とベートーベ

ンの弦楽四重奏の楽譜と答えているが、私はモーツアル

トの楽譜と答えたいところである。

3．モーツアルトの演奏経験
私は学生の頃からバイオリンを弾くのを楽しみにして

きたが、学生オーケストラに入るほどの熱意も暇もなく

一人で細々と楽しんでいたに止まる。それがある機縁か

ら勤務地（群馬県）で弦楽アンサンブルの愛好者グルー

プを発足させ来年で4半世紀を迎えようとしている。この

グループは「アンサンブル ルーデンス」と私が命名し、

今ではインターネットのホームページも開設している。

（http://www.geocities.co.jp/MusicHall/ 6294/）

さてこのグループではモーツアルトの音楽をこれまで

何回か繰り返して演奏しておりディベルティメント

K136、K137、K138、アイネ クライネ ナハト ムジーク

K525など比較的よく知られた名曲である。実は弦楽アン

サンブルとして演奏できる曲は弦楽四重奏曲を別として

非常に限定されるという悩みがあり、大体3年に1回位の

頻度でこの4曲を繰り返して定期演奏会のプログラムに入

れているのが実状である。

一方、私の住んでいる町から車で30分位の足利市には

足利市民交響楽団があり、来年50周年を迎える伝統のあ

るオーケストラであるが、1981年にモーツアルトのピア

ノ協奏曲第26番（戴冠式）を弾こうと誘われてこのメン

バーにも参加することになり、このオーケストラではこ

れまでずいぶんモーツアルトの演奏を楽しんできた。

特にモーツアルトのピアノ コンチェルトの演奏に地元

の小学生、中学生の中からオーディションで選ばれた生

徒による楽章毎のピアノ演奏と合わせてオーケストラが

演奏するファミリーコンサートをこれまで殆ど毎年開い

ている。この企画は集客力という点でも好評で、生徒た

ちの父兄やピアノ教室のお弟子さん達でいつも満席の状

況である。

また地元出身の声楽家達が一念発起して「フィガロの

結婚」全曲演奏をやろうというイベントに地元のアマチ

ュアオーケストラのお手伝いで出演したこともあるが、

これもなかなか楽しい経験であった。この演奏会は地元

で3回開催されたが、どの演奏会も満席という予期しない

お客の入りには驚かされた。

4．モーツアルトを巡る話題
日本にはモーツアルト協会という会があってその定員

数は626名という。つまりモーツアルトの最後の作品番号

までであり、会員になろうとすれば現会員の死を待って

繰り上げ入会するしかないと聞いている。このモーツア

ルト協会は毎月霞ヶ関のイイノビルで演奏会を開催して

いるようである。

またインターネットのホーム ページから日本のアマチ

ュア演奏団体の中にただ一つ「Mostly Mozart」演奏に集

中している団体があるのを発見した。実は私もこのよう

な演奏団体を育てたいとかねて念願しているが、実に不

思議なことにモーツアルトを演奏するのをあまり好まな

い人が意外に多く、私の夢はまだ実現されていない。し

かしまだ諦めているわけではないのである。

Dennis・ガーバーというノーベル物理学賞を受賞した

学者による「未来を発明する（Inventing the Future）」とい

う著作がある。この本は1960年代の初期に出版されてお

り、ローマ クラブの「成長の限界」レポートよりかなり

早い時期に資源問題、人口問題、エネルギー問題を論じ

た著作であるが、この最後の章でガーバーは将来の社会

はベートーベン的時代からモーツアルト的時代へと変貌

すべきであると説いているのである！　この意味は作曲

家として苦難に充ちた生活の中でも喜び（Joy）の創作者

であり続けたモーツアルトのような創作活動が重んじら

れる社会ということであったと記憶している。しかし今

日の実態はむしろ逆ではないかと密かに思っている。

参考までにモーツアルト愛好者には好個の本が最近出

版されているので紹介しておこう。

それは海老沢 敏 著「変貌するモーツアルト」岩波教養

文庫（2001）で、この著者は日本のモーツアルト研究者

としては第一人者であるが、この著作の中で2006年はモ

ーツアルト生誕250周年の年に当たり様々な行事が国際的

に展開されるとの予見もある。

1956年生誕200周年記念に因んでモーツアルトの全作品

のレコード全集が出たのは1976年であり、私はこのLP版

を入手し最近またLPプレーヤーを買って最初から聴き直

している。この全集はほぼ作曲された年代順に聴くこと

ができるのが魅力である。

1991年にはモーツアルト没後200年に因んでCDでモー

ツアルト全集が出版されこれも入手したが、不満なのは

CDが作品のジャンル別年代順に編集されていることであ

る。私は1976年の年代順の方がはるかに親しみを感じる

のである。この全集の第1巻はモーツアルト5歳から13歳

までの期間に作曲された作品のレコード集であるが、こ

の期間の作品に殆どモーツアルト全作品の萌芽に止まら

ずベートーベンへの影響をも聴きとれるのである。実に

W.A.モーツアルトとは古今の天才としか呼びようのない

作曲家であったとの感懐をこの第1巻のレコード集を聴く

たびに新たにする。

最後に余りにも有名な「死とはモーツアルトが聴けな

くなることだ」とは物理学者のアルバート・アインシュ

タインの言葉であるが、みずからアマチュアの弦楽四重

奏団をつくりモーツアルトの弦楽四重奏曲をこよなく愛

したといわれるアインシュタインの言葉が私には段々と

深刻さを増して迫ってくる。それはやはり避けられない

のである！
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日本の半導体産業は成長率が鈍

化し、企業はリストラを強める。

このため、第二の人生設計を

在職中に始めておくべき。経験

した専門分野に磨きをかけ、人

脈のネットワークを社外にも広

げておくこと。

小生の経験をもとにして、現

役世代の方々がやっておくべき

ことなどをお世話になった会社

にご迷惑をかけない範囲で具体的に書いてみたいと思う。

54歳でのリストラ実施
30年余半導体事業に携わり、退職時は子会社経営を任

されておりました。500名規模の半導体一貫工場です。半

導体工場は色々なリスクが多いと就任する前から「コスト

ダウンと安全に気をつけろ」と先輩に言われたものです。

又設備投資とその回収、技術革新のスピード、シリコン

サイクルといわれる需給アンバランスの繰り返し、体力

勝負と経営手腕が問われる難しい事業と思います。小生

の会社も結局、半導体事業の大幅縮小を決めたのです。

大きな決定をする時はトップダウンが常だと思います

がその方針決定に関わらせて頂きました。工場を締める

意見もかなり強くあったようですが、こちらも「皮を切

らせて肉を切り 肉を切らせて骨を切る」覚悟で望みまし

た。最終決定段階で本社からみえた役員から、「これから

は痩せた高地での山羊のような生命力で･･･」とお聞きし

たときには涙がこぼれそうになりました。

県庁での記者発表を広報の付き添いで行いました。従

業員への説明が一番辛いものでした。希望退職者を募り、

約半数の従業員に辞めてもらうことになりました。労使

会議の席では再就職支援の要請が強くでました。最大限

の努力をすると約束をいたしました。従業員が協力した

お陰でなんとか目標を達成することができました。

再就職支援活動
地方工場での実際について少し述べたいと思います。

従業員の履歴書を持って再就職先を探し回ったと語って

おられた、企業経営者の記事を読んだ記憶がありました。

それと同じことをやることになりました。都市部では再

就職支援会社がありますが地方ではありませんし、又自

宅から通勤できる範囲の希望が多く、相手先を探すのに

は大変苦労しました。

半導体関連会社、県、市、町、商工会議所などを先ず

訪問し、情報を得てから候補先を探しだし、アポを取り

ました。従業員の職歴とマッチングさせ、本人の意志を

確認し、相手先との面接まで持っていく。この作業の繰

り返しです。若手技術者は自分で再就職先を見つけまし

た。教育訓練がすんだ技術者はどこの企業も喉から手が

でるように欲しいものです。ほとんどは現在より劣る労

働条件ですので決定に至るには難しいものがありました。

但し、現在の給与条件で良いので直ぐに来て欲しいと嬉

しい話もありました。この時程、情報の大切さを痛感し

たことはありませんでした。

現役時代にやっておくこと
半導体産業も成熟化・グローバル化が進展し、企業は

生き残りをかけて競争力のある分野にリソースを集中さ

せている。その過程でのリストラは不可避となり、人材

の流動化時代に入ってきたと思います。非自発的退職は

スピードを上げて突然やってきます。

1）自分に磨きをかける

経験した得意分野に日頃から磨きをかけておく。業

界・専門分野の学習を怠らないこと。業界で通用する技

術力を維持しておくため、専門学校などでの能力開発・

訓練費用の公的助成金制度などを活用したい。

2）社外の人脈形成

トップマネージメントレベルであれば問題ないと思わ

れるが現場関係だと社外人脈、特に就職紹介などお願い

することは難しいと思われる。業者などとの太い人脈を

意識して構築しておくこと。

3）情報収集活動

現在ではインターネットでほとんどの情報源にアクセ

スできる。不得意の方は一年もあればマスターできる。

職場の同僚に教えて貰えばよい。最近はハローワークも

全国ネットの求人サイトを開設した。民間の求人・求職

サイトは数多くあるので自分にあったサイトを探してお

くとよい。

4）積極的な準備

現役中でも職場の承認を得て、社内外の仕事を実際に

インターネットなどを活用して行ってみる。インターン

シップのような、退職後へ向けたウオーミングアップ。

これ位の前向きな姿勢も必要と思われる。

リストラへ前向きに備えよう！
荒巻 和之 会員

（セミコンブレーン代表）

荒巻和之会員
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終わりに
備え有れば憂い無し。これからの世代は公的年金の支

給開始年齢が引き上げられる。60歳代半ばまでは職業人

生と考え、「自己実現による生きがいと社会参加の機会」

を求めて、自らがシニアライフを創っていく気概が必要

だと思います。

小生はリストラをまだ乗り切った訳ではありません。

会社を起こし、新しい事業にチャレンジしています。与

えられた試練を前向きに捉えることが大事なことだと思

います。末筆ながらこのような機会を与えて頂いたこと

に深く感謝いたします。

Who Moved My Cheese?
－“変人”経営者、中村信雄に見る変化の人生－
誰にでも変化や変革の波が押し寄せてくる。どんなに

波風のない平穏無事な人生を願っても、変化や変革の波

は容赦せず押し寄せてくる。その時になって動揺するの

も人生なら、自ら変化を求めるアクションを起こし、変

革を先取りして取り込んでしまうのも人生である。発想

の転換とでも表現できようか。“変人”中村のライフプラ

ン、いや、人生街道は、まさに変化や変革を求めてのチ

ャレンジ街道である。中村は言う。我が身の終焉は変化

が終わる時だと。変化への意欲がなくなった時、「私は静

かに神を待つ」と。

経歴から見た五つの変化
では経歴から、変化と変革を求め続けてきた中村のチ

ャレンジ街道を見てみよう。振り返れば、そこに大きな

五つのモニュメントを見出すことができる。

1．技術者からビジネスマンへ（'76）

2．海外出向へ（'78～'83、'88～'93）

3．意識の変革（'91）50歳の時

4．会社を変わる（'94）

5．自分の会社を設立する（'97）

1．技術者からビジネスマンへ（'76）

中村は元来がエンジニア。ニコンにはレンズ設計エン

ジニアとして入社した。

変化や変革の波を受けながらも、設計エンジニアとし

ての会社人生をまっとうできたかもしれない。思いも寄

らぬ波を受け、まっとうできなかったかもしれない。い

ずれにしろ、その結果は今となっては神のみぞ知るとこ

ろだが、中村は自らの意思で変革に踏み切った。ちょう

ど、ニコンが第一世代ステッパの販売に乗り出したとこ

ろ。設計エンジニアから半導体製造装置の国内営業係長

にその身を振った。76年のことである。

中村は当時の心境をこう述べる。設計は当然の事なが

ら、良い製品作りを目指す。ところが良い製品と売れる

製品は決してイコールではなく、往々にして次元が違う

ことの方が多い。良い製品作りに心血を注ぐことは非常

に大切なことだが、それがいつしか自己満足に陥ってし

まっている自分の姿に気付いた。また、レンズ設計者と

してとても一流にはなれないとも自覚した。技術者から

ビジネスマンに踏み切った、変革への切っ掛けである。

変化や変革へのチャレンジには、常に自らの内面を客観

視し続ける、第三者的な視線が要求される。

2．海外出向へ（'78～'83、'88～'93）

中村は2回、海外に出向している。最初が米国で、2回

目が欧州である。ともに現地法人を立ち上げ、ビジネス

を軌道に乗せる大役を担っての海外出向である。しかし、

それは業務命令であり、中村が自ら仕掛けた変革ではな

いのではないか。こう異論をはさむ人がいるかもしれな

い。中村もそれを認めつつも、はにかみながらこう付け

加える。もし、誰か前任者がいて、その人の作り上げた

道を歩んでいたとしたら、果たして責務を完了できてい

たかどうか。どうやら性分として変化や変革を好み、順

調を嫌う面があるようである。

ただ、これだけは明記しておきたい。この2回の海外出

向における経験が、次なる変革への選択肢をより大きく

拡大することになる。変化や変革はある意味では、未知

への挑戦である。経験の幅が広ければ広いほど、挑戦も

大胆になれる。変革とは無鉄砲に行うものではなく、経

験に裏打ちされた予測と想像の計算が働いていることを

中村は教える。

3．意識の変革（'91）50歳の時

そんな中村に内面での変革が起きる。2回目の海外出向

で、欧州はドイツでの出来事である。ドイツの民衆哲学

に“50歳で人生が変わる”という考え方がある。50歳は

人生のターニングポイントで、誕生日の祝賀会はこの意

味も込めて祝うことになる。

人生99年としても、2回目のターニングポイントはない。

1度の人生に、1回のみ訪れるターニングポイント。それ

中村 信雄 会員
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は50歳を過ぎたら、自分中心の人生ではなく、周りの

人々のためにも自分の人生を使おう。あるいは奉仕しよ

うという考え方である。だから50歳の誕生日は確かに自

分が主役になるが、同時に祝賀会費のスポンサーも全面

的に自分が主役になる。奉仕のための人生を分かりやす

く肌身に教えるため、身銭を切ることから50歳（ターニ

ングポイント）の意味合いを悟らせようという風習であ

ろう。

4．会社を変わる（'94）

5．そして自分の会社設立へ（'97）

転職は誰にとっても大きな変化であり変革である。た

だ若い人ならともかく、年齢的には50歳を過ぎて、しか

もニコンの業務内容をはじめ仕事の甘いも辛いも骨の髄

にまで染み込ませた年代にとっては、転職は清水の舞台

から飛び降りるよりも勇気と決断を迫られる出来事であ

る。ニコンの事業戦略遂行においても中村は必要不可欠

な人材だったはず。後ろ髪を引かれる未練すらも断ち切

り、中村はアプライド マテリアルズ（AMAT）の日本法

人であるアプライド マテリアルズ ジャパン(AMJ)にその

身を投じた。94年、中村が53歳の出来事である。

実は中村とAMATの接点は、すでに82年頃にあった。

もう時効と思われるから記すが、当時、ATAT経営者の一

人であるダン・メイダン氏が中村に接触。ニコンのステ

ッパをAMATが米国で販売したいという申し出があった

そうだ。中村のAMJへの転職は、この接点から逆算し12

年後に形となって現れたことになる。変化や変革はすぐ

に引き起こせることもあるが、それすらも布石となって、

時間の経過の中でより大きな変化や変革のうねりとなっ

て現れることを中村は示唆する。前述したように、確か

に2回の海外出向は業務命令かもしれない。しかし、その

業務命令を責務として遂行するために、中村は人には言

えない苦労と試行錯誤を繰り返したと想像する。この時

の苦労と試行錯誤もまた変化や変革の一種であり、時を

経て大きなうねりとなって現れたのである。

AMJから見たAMATの経営方針は、中村にまた新しい変

化と変革の目を開かせた。グローバルな思想を徹底的に実

践に移すAMATの経営方針。また、2ヘッド設定による命

令の2系統体制など、中村の経験外の経営環境だったとい

う。ビジネス面をリードする経営者ジェームス・モーガン

氏、テクノロジー面をリードする経営者ダン・メイダン氏。

この二人の二人三脚による類まれなる経営の成功例を、中

村はAMJで経験した。そして、その経験がじっくり染み込

んだ97年、中村は次なる変化と変革を求め、熱計測の専門

会社「センサレージャパン」を起業した。

変化によって得た財産とは
中村が変化と変革を求め、限りなくチャレンジ街道を

歩むのは生来の性分もあるかもしれないが、やはりそこ

に財産が残っていくからである。逆説的に、この財産が

楽しみで、変化や変革を求めるともいえよう。

その財産のトップは、なんといっても多くの人々との

接点、人脈である。また、2回の海外出向およびAMJ

（AMAT）を通して、グローバル経営の意味をしっかり掌

握できたことも大きな財産になったという。

89年には東西ドイツの“壁”の崩壊を目の当たりに経

験。社会の大変化、いや歴史の証言者の一人になったこ

とも忘れがたい財産である。中村は壁が崩壊した時、2マ

ルクでハンマーを借りて実際に壁を壊したそうな。その

壁の一部を、化粧箱に入れて持っている。これも財産。

中村曰く「私の人生（変化）の象徴」なのである。最後

に流動資産が05年に2桁ミリオンダラーになることを夢見

ているらしいが、これにはちょっと嫉妬する。

変化ができた理由
変化と変革を続けてこられた理由を、中村はこう自己

分析する。一つは人に信頼されたことであり、もう一つ

が良き指導者、ニコン時代では福岡成忠氏（後に社長、

会長）そして吉田庄一郎氏（後に社長、現会長）、と支持

者に恵まれたことである。良き支持者の中には奥様も入

っているようで、これのみはご馳走様。最も大切なのは

「いつも変わりたいと願っていた」ことであろう。変化や

変革を嫌うのであれば、おのずと回避の行動をとってし

まうのが人間。変化を願うからこそ、チャンスは向こう

からやってくる。説得力のある言葉である。

その上で、心身ともに健康であることは絶対条件。中

学生時代から続けているテニスで身体を鍛え、バイオリ

ン奏者としての中村が、自らの奏でる音色で神経に安ら

ぎを与える。願わなければチャンスはやってこない。チ

ャンスが到来しても、心身健康でなければ変化や変革の

大波を乗り切ることはできない。

新たな変化と変革を求め
中村の人生航海はまだ続く。これまでの航海を振り返

り、これからの航海を思い描く時、ここに一つのライフ

プランが浮き上がってくる。

いつも誠実を以って事に対処すること。そうでなけれ

ば人からの信頼も得られないし、良き指導者や支持者に

巡り合うこともない。その上で、絶えず外に目を向ける

ことが大事。以上は、これまでの航海を振り返った中村

の軌跡である。

これからの航海はこれまでの軌跡を継承しながらもな

おかつ、今まで以上に人間関係を大事にするように努め

る。さらに、身近なところから周囲に貢献する人生を歩

む。いわゆる自己中心から奉仕も取り込んだ、人生の幅

広さと豊かさである。そうすれば、変化と変革の波はま

たやってくる。もし、変化が終わり、変革への意欲がな

くなった時、帆船は錨を下ろし、「私は静かに神を待つ」

ことになる。中村のチャレンジ街道はまだまだ果てしな

く続く。
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さて、本会のニューズレター「あんこーる」は今号で

No20を迎えたのである。1998年4月をスタートに「あっ」

という間の発行20号。初号は協会発足のニュース内容で

あった。それから数年、「あんこーる」では、半導体及び

関連業界において深い谷や山を越え、新しい道を切り開

き、活躍された人との対談記事（NOSIDE）とSSISの1目

的でもある生涯学習の考えでの研修会の内容（NEWS最先

端）、それにSSISのニュースであった。内容のまとめ、編

集、調整等を含めた発行は、事務局と1～2名の方で行わ

れていた。何事も、最初から大きなパワーを掛けるわけ

にはいかないし、急速な拡大を計ることは難しい。それ

でも、発展への基礎固めに事務局と僅かな人達の努力が

あったことを見逃すわけにはいかない。半導体のP-N接合

やデバイスの特性のようなものでもある。P-N接合に電圧

が加わっても最初はリニアに出力電流は発生しない。あ

る電圧以上になって特性が立ち上がり、出力電流値が増

加して行く。トランジスタ等も同様で一定以上の信号値

が送られてより十分な動作に入るのである。

本誌「あんこーる」も内容範囲拡大の起点はNo.6から

であった。No.6には（1999年2月）、SSIS会長の「巻頭言」

が掲載されたのである。そこでは、半導体の明日に目を

向けての現状の厳しさと将来の発展および人生の第3楽章

としてのシニアライフを語っておられた。その後、毎号、

この「巻頭言」が記載され続けている。ところで、「巻頭

言」とは、「雑誌や本のはじめに載せる短い文章」という

ことである。「はじめ」との言葉があり、すべてのことに

先だって「巻頭言」を掲載している雑誌は幾つもある。

「巻頭インタビュー」としているのもあった。いずれにせ

よ、雑誌をめくると最初に目に入るのは「巻頭言」であ

り、目次はそれからである。この「巻頭言」の著者やイ

ンタビューされる人は業界・学界の主たる方々である。

SSISにおいても「巻頭言」を書かれたのは主に諮問委員

の方々である。

さて、No.6の頃より小人数ながら編集委員会が設けら

れた。そしてNo.7より、従来の「NOSIDE」、「NEWS最先

端」と「巻頭言」に加えて、半導体・エレクトロニクス

の業界や技術の動向を示す「観測気球」、会員各人に対す

る随筆（ハーブの香）と趣味（私の趣味）の場が設けら

れた。この「みみずの戯言」もNo.7よりである。「あんこ

ーる」が単なるニュース報に止まらず、雑誌的形態を構

成する現状の形式になっていったのである。最近（No.17

より）は、SSIS会合の1つであるライフプラン懇談会の内

容も掲載されてきている。頁数も初期は8ページないし12

ページであったが、その数を増し、20ページを原則とし

て、ミニマムでも16ページとなっている。

こうして見てくると、「あんこーる」はページ数はそれ

ほどではないにしても、かなりの集積度でSSISの動きを

会員・賛助会員をはじめ業界の皆様に伝えていっている

はずであると思っている。編集委員会は少なくとも月に1

回は開催し、2ヶ月先のことをディスカスしている。委員

の中には、それこそ万難を排して委員会に出席して貴重

な意見を述べている人もいることを一筆させてもらいま

す。また、各号の責任者は、皆様よりの原稿確認、まと

め等々で事務局とともに頑張っている。SSISに適したよ

りよき「あんこーる」を適切な時期に発行したいとの意

志である。とは言え、原稿を書いて頂く皆さんのご協力

がなければ発行し得ないし、また、皆さんのご要望に即

した内容でなければならないことは言うまでもない。

ところで、半導体産業にはシリコンサイクルがあり、

長い目では上昇気流であっても、好・不調を繰り返しつ

つの進展である。半導体の流れと同様に、本「あんこー

る」も時には不十分なことのある場合もあるかもしれな

い。そうした時は是非とも、皆様の的確で鋭敏な批評を

頂きたい。そうした声は十分に理解して「あんこーる」

好転の参考にしていく所存である。また、これからは、

全体的な範囲の拡大とともに、各項目での執筆も各方面

の方々にお願いし、範囲の拡大を計りたい。「巻頭言」は

諮問委員で未執筆の方々にお願いを続けていくと同時に、

諮問や運営委員に限定せず、現在、業界・学界等でご活

躍中の方々にもご依頼していく所存です。よろしくお願

い致します。

そして、「ハーブの香」と「私の趣味」、これも、今ま

では、どうしても各委員会の委員の人達が主体になって

いたが、会員をはじめ業界の多くの方々に投稿を勧めま

すとともに、遠慮ない投稿が多数出ることを期待してや

みません。（SS）
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