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Encore
私はこの度、川西会長
はじめ事務局の方々のお
世話になり、SSISへ入会
させていただきました。
先日の総会では、早速副
会長という名誉ある役割
に選任され重責を感じて
いるところです。
ふり返ってみますと、

私自身、半導体産業に製造装置メーカーの端
くれとして関連するようになって34年を経過
しています。この間、業界の栄枯盛衰、波乱
万丈という激しい変化を目の当たりに見て過
してきましたので、半導体メーカーのお客様
は勿論のこと、私ども製造装置メーカーの仲
間、そして材料その他関連分野の方々と広く
苦楽を共にし、それを通して大変貴重な人間
関係を構築することが出来ました。これは単
に日本のみならず、世界的な規模で拡がった
人とのつながりですので、お互いに大切にし
ていきたいと考えています。
そのひとつのサークルがSSISであり、名簿
を拝見していても大変親しい、懐かしい方々
のお名前が見受けられ、私も業界シニアとし
て微力ながらお役に立てればと考え、参加さ
せていただいた次第です。
現在の半導体産業の状況を見ると、これま
で続いて来たMooreの法則がこれからもその

延長路線を走り続ける事ができるのか否か、
という課題が提示されているように思えま
す。技術的には私どもの関連するリソグラフ
ィーについて云えば、この後もいわゆる次世
代リソグラフィーといわれるEUVL（極端紫
外線露光装置）の開発へ向けて努力すれば、
いずれ量産化装置の実現は可能になると思い
ます。ただしそこまでの研究開発費の償却を
考え、しかも莫大な装置コストを想定すると、
果たして半導体事業として経済的に成り立つ
のかどうかという点が懸念されます。確かに
デバイスが微細化され、性能が上がれば用途
は拡がると思いますが、その価格を考えると、
そこまで高度なデバイスを使いこなせる応用
分野として、どのようなシステム商品がある
のだろうかという事が問題です。一方では当
然デバイスコストを下げるためにこれまでと
はコンセプトの異なった製造方法の開発が行
われる可能性もあります。
私はここ数年の間が半導体にとってはひと
つの変曲点にさしかかっている時期ではない
かという気が致します。私はこれまで4分の1

世紀以上にわたり、リソグラフィー装置の事
業を続けて参りましたが、これ程次世代技術
の見通しが不透明になったことは残念ながら
ありません。だからこそ、ここで何らかの新
しい技術革新が起こるのではないかという期
待を感じている次第です。

技術革新への期待 ㈱ニコン 取締役会長兼CEO

吉田 庄一郎 氏

No.

Encore
巻 頭 言

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

2003年10月

吉田庄一郎氏



1．生い立ち
司会　今日は、SSISの関西の
顔としてご活躍の森山さん
にインタビューをお願いし
ました。
半導体業界に対する意見
を含め色々お伺いしたいと
思います。
森山　記憶は厄介なものです。
選択的にアウトプット出
来ません。こういう機会を頂きますと遠い過去に埋
め込んだものが声を上げて出てきます。それがいや
で一度は辞退いたしました。
出身は山口県で山陽本線柳井から車で15分の平生
町です。人間魚雷“回

カイ

天
テン

”の基地がありました。近隣
からは首相をされた岸、佐藤兄弟、宮本共産党委員
長、幕末では大村益次郎と異色の人が出ています。
父は軍人で私が小学四年生の時に戦死し、母が特
別少年院に勤めましたので、初代“鍵っ子”です。
大学は反

ハン

権
ケン

力
リョク

の学風に憧れて京都で法学を学びま
した。
京都は余りにも美しく甘い街です。このままおる
と才能のない青年を“詩人”にさせると思い就職は大
阪の住友電気工業にしました。

2．住友電工時代
森山　1961年に入社以来新規事業の開拓、新製品の開
発の仕事ばかりでした。
当時は高度経済成長の第2幕が上がった時で、住友
電工では非電線部門の拡充が大方針でした。
本社の計画部に配属され、上司に恵まれまして、

M&A、合弁、技術導入、子会社設立等色々なやり方
を経験しました。最初の担当は当時英国の資本であ
ったダンロップの系列化資本提携の仕事でした。現
在の住友ゴム工業です。
新規事業の企画・調査・交渉だけならいいのです
が、その推進実行のため“お前出向せい”ということ
で若い時から何度も出向しました。

1965年当時は人手不足と金融引締の時代です。
出向先ではあらゆる仕事をしましたが一番つらい
仕事は資金繰りでした。ボーナスや給料日が近づく
たびにこわかったです。
新聞募集を繰り返し、配管工、保温工の人達を集
めて工事部隊を編成し、家庭用のセントラル・ヒー
ティングの仕事もしました。毎日弁当を工事現場で
食べる生活です。
新規参入ですから保守的な工事の世界でさんざん
にいじめられました。総評の幹部にかこまれたり、
現場で鉄骨やバケツを上から落としておどかされた
りしました。
東京に転勤し、交通管制システムの新方式として、
バスロケーションシステム、バス優先信号システム、
沖縄海洋博用の無人運転の新交通システム等コンピ
ュータをベースにした交通制御系のプロジェクトを
やりました。
新規事業の開拓の場合、判断するパラメーターが
少なく、従って未知を既知に、変数を定数にするた
めにマーケットに出て行動するしかありません。
先兵として走れば抵抗も多く、前後左右から弾が
飛んできて失敗もし怪我もし疲れます。
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3．日新電機への転出
森山　仕事は厳しいものでしたが、社宅が六本木にあ
り、支社は赤坂でしたので、個人の生活ではそれな
りに思い出の多いものでした。
大阪に戻り相変わらず自分で獲物を探す狩猟民族
をやっておりましたところ、元の上司が日新電機の
社長になられ、その御縁で出向しました。
日新電機は高電圧の技術を使って、イオン注入機
を開発し、経営の大きな柱にしようとしておりまし
た。1984年から半導体産業にかかわっていきました。
司会　新しい仕事の枠組みを作るには大変な仕事があ
りそうですが、そういう面でご活躍なさったのですか。
森山　住友電工と同じ感じで行ったわけですが、様子
が違いました。新規事業をどんどんやろうとか、成
長路線に乗ろうとか言うと、「今更ボートを揺らすな
よ。せっかく皆静かに乗っているのに」という雰囲
気でした。
司会　もともとはどんな製品を作っていたのですか。
森山　配電盤や遮断機やオイルコンデンサーといった
受変電設備です。
イオン注入機をやるというので、行きましたが、
あまりに違う雰囲気だったので、びっくりしました。
企業は成長しなければならないということを徹底的
に住友電工でたたき込まれて行ったら、「あんた、そ
んなこと言わんで静かにしておいてよ」という感じ
です。社長はその意識を変える為に私を呼んだわけ
です。移った時にイオン注入機の仕事は立ち上がっ
ていましたけれど、そちらに関与すると共に、耐摩
耗性を向上させるため、TiNとかSiCとかを成膜・コ
ーティングする事業を米国の会社と合弁で進めると
共に別に住友電工との新会社を設立し、事業を展開
しました。コーティングするものは主として超硬合
金の切削工具です。
司会　イオン注入機の部門での役割は何でしたか。
森山　80年代後半、日本半導体産業の上昇期で人員の
採用、新工場の建設、海外市場の開拓調査、部材の
コストダウン、イオン注入機以外の装置の開発等の
仕事です。
セミコンウエストにはじめて出展したり、提携交渉、
土地探しで米国通いをしました。
シリコンサイクルのどん底の時に住友電工に頭を
下げて20人以上の技術者を出向させたことはつらい
思い出として今でも忘れられません。

4．企業の経営について
森山　いろんな仕事をして参りました中で、突き詰め
ていくと人間の個の力が一番大事なことだというの

を学びました。最近、個の力は落ちてきていると思
います。
日新電機に勤務していた最後の頃に、僕は「人は
いかなるときに急速成長するか」というレポートを
書きました。
講談社のビジネスフォーラム「独創力の開発とポ
ータブル・スキル」の第9巻に採用され収録されまし
た。（1995年）
新規事業の展開の中で、人に一番苦労しました。
その実感から出たテーマです。その時から私のライ
フワークとしています。人間は必ず変化し成長する
という前提と信念です。
人は長い人生の中で“あの時私は伸びたな”という
時期が必ず何回かあります。その急速成長した時期
と状況を多くの人からヒアリングして急速成長の条件
を具体的に抽出し分類しました。人工的に意図的に
この条件をつくり出して、その中で人が活躍出来る
ようにすると年令に関係なく変化し成長するという
レポートです。反対にその時に発見できた“人の成長
を阻害する最大の要因”は“同質化した集団”でした。
高度経済成長の時代、ベクトル合わせが自然と進
み大企業は同質化集団となり、異能異端の人材が排
除されていったと思います。
今でもこのレポートは通用すると思っています。
その企業のカルチャーに対し、アンティ・カルチャ
ーの人々が一定の割合でおる方が健全だと思います。
今日の異能・異端は明日は正統かも分かりません。
リストラの旋風の中で、再び同質化が進んでいるの
ではないでしょうか。
個人の力を最大限に生かす仕組みを探さねばなり
ません。
私はコンセンサス型大企業から㈱フェローテックを
はじめオーナー型の中堅企業を体感し経験しました。
両者ともに良い点悪い点があります。これを複合し、
融合した日本独自の経営モデルがないか勉強してい
るところです。

5．これからの人生
森山　分からないことは不愉快です。疑問なこと、知
らないことを少しでも理解して死んでいきたい。
それと新しいことに挑戦する勇気を大事にしたい。
勇気は筋肉と同じで、いつも鍛えていなければ弱く
なると思います。年令と共に勇気が萎える日が多く
なります。いかにして自らをエンカレジするかのノ
ウハウを持たねばなりません。
年令と共に経験のデーターベースが増えて、新し
い事態に対し、最初にネガティブパラメーターが出
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て来る。こわいことです。いつまでもPAS、ポジテ
ィブ・アクティブ・シニアでありたい。
失われた10年の間に、自分の意志、能力ではどう
することも出来ない生年月日で差別され心ならずも
職場をはなれた人が沢山おります。これからもどん
どんと出て来られます。
それで国際的な人材交流と流動化を促進したい。
明るくさわやかに第2の人生をスタートする方々を支
援したい。そんな方々の起業や就職のサポーターを
つとめたいと思っています。
もう一つ、僕は阪神大震災を経験しました。あの
恐怖体験は僕の人生にとっては極めて衝撃的でした。
恐怖体験のあとの復旧体験がある。その時に友人に
大変助けてもらいました。その時ほど友情の強さを
感じたことはないです。企業なんて知れています。
政府なんて最も頼りない。あの時の首相は社会党の
村山党首。伊丹の自衛隊も動かさず、何もしないで
ぼーっとしていた。
司会　お住まいは住むことは出来たわけですか。
森山　西宮のマンションで倒壊は免れたのですが、家中、
物が埋まっているわけですから、どこの部屋も寝る
所はないです。復旧に一カ月ぐらいかかりました。そ
れで、そのあと無理をして病気をしたのです。心不全
と糖尿になって三カ月入院して、考えることが多々
ありました。地震とか大きな病気とかは人生の屈折点
です。地震の二日前にこのままの布団の位置だと地
震の時に箪笥が頭を直撃する。老いたりといえどま
だ俺は我が家の大黒柱だと一席ぶって敷き方を右に
ずらすよう家族のものにいって実行し助かりました。
非論理は今でも好きではありませんが、それから
人間が持っている“直感力”は信じるようになりました。

6．半導体とマクロ経済
森山　どん底の2001年から半導体産業はこれからどう
なるかということで、大阪で、特別シンポジュウム
を続けさせていただいた。今年で3年目で定着し成
功した。
私共の世代の方々は日本半導体産業の最盛期から
衰退期と両方を経験された人が多いと思います。
世界的に、95年から今年の1～3月までの年平均成
長率が2.28％ですから、GDPの伸び率と余り変わり
ません。
低成長安定期に入り成熟産業化してきています。
半導体の初期は自らアプリケーション市場を開拓し
自立的に市場拡大と量産効果を演じて来ました。
次第にマクロ経済との相関性が高まり他律的なフ
ァクターが強まってきたと思います。供給力過剰の

デフレ傾向の中で、中国の進出と発展は更にこの傾
向を強める方向に行くと思っています。
今はいかに中国をうまく活用して継続していくか
です。反面中国は一種のバブル経済の中にあると思
っています。7％を越える経済発展の中に沢山の病根
が隠されていると思います。
司会　低成長が将来共長く続くことはあり得ないので
はないでしょうか。
森山　市場が大きく日本に有利に転換し始めたと思い
ます。

PC主導の時代はインテルとマイクロソフトが主役
でした。日本の得意のディジタル情報家電に主役が
変わって来たと思います。好調な三種の神器の上に
ブロードバンド関連の投資が進み、ユビキタス時代
の先がけとして液晶テレビ、PDP大型テレビ、デジ
タルテレビの売上が着々と伸びており心強いことで
す。日本が有利の情勢で第3成長期に入って来る予感
がします。

4年前リチャード・クーさんにお会いしマクロ経済
というのを勉強しないと半導体は語れないと思って、
勉強を始めました。
大事なことは、自ら仮説を立てる事で、その上で、
仕事をし新聞を読んだり雑誌を読んだり人とディス
カスすると、相違が分かるわけですね。
バブルというのは、われわれの経済に対する期待
値が極めて高かったわけですね。今回の株の値上げ
というのは、悲観値が極度に低すぎた。よってリア
クションでミニマムから30％跳ねたんではないかと
思います。
司会　皆さん、ある程度感じてはいるけれども思った
とおりにいかないのじゃないでしょうか。
森山　そこが一番大変な所です。バブルをミスリード
したのは経営者であり、アナリストであり、マスコ
ミだと思うのです。それは結局、降りる勇気がない
ままみんなでわあっと進んだ。そのときに、きちっ
と降りるだけの見識と勇気がある会社や個人は、バ
ブルの時の怪我が少なかった。
司会　三洋の近藤さんの講演会でもそんなお話があり
ました。
森山　マイクロソフトはストックオプションをやめま
したね。アメリカの経済をここまで持っていったの
は、グリーディーさだと思う。強欲であるというこ
と。この支配欲を含めたグリードと社会正義とのせ
めぎ合いが続くと思います。
司会　話は尽きませんですけれども、そろそろお時間
も参りましたので、終了したいと思います。今日は
森山さん、大変ありがとうございました。
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50年サイクルの新テクノロジー
技術立国という言葉があり
ます。なぜ、こういう言葉が
叫ばれるようになったかとい
うと、1番目の理由はマネーが
経済界を支配するようになっ
てしまったということ。お金が
お金を生むというギャンブル的
世界が産業、特に技術分野を
食いつぶし、技術産業がマネ
ーゲーム化していることが元気の出ない一つの理由で
す。もう一つは、やはり大資本と低賃金の労働集約の
国が結び付いて「世界の工場」が出現したということ。
半導体産業が発展してデジタルにすべて切り替わって
しまった。匠の世界が消えてしまったわけです。本当
は、そういうマネーゲームに移る前に新しい技術がこ
の国で生まれていれば問題なかったわけですが、それ
が残念ながらまだ立ち上がっていない。これも技術立
国が叫ばれている一つの大きな理由であります。
新しい技術が生まれたら必ず景気が浮揚するという、
景気循環サイクルと新しいテクノロジーとの関連を

「50年サイクル」ということで唱えている人がいます
（図1）。コンドラチェフと言うロシアの方で、50年サイ
クルで景気のどん底に必ず新しいテクノロジーが生ま
れて、それが景気を浮揚させていると言うのです。ち
ょうど今、景気が立ち上がる50年サイクルの誕生の時
期をやや過ぎたぐらいのところで、これから成長期に
向かおうとしているそういう前段階。今こそテクノロ
ジーを活用して新市場を切り開いていく段階にいると
いうことを、きちんと自覚する必要があると私はあち
こちで話しています。
21世紀の有望市場
新しい市場は、やはり時代のニーズに合ったもので
ないと成長しません。今、時代が要請する技術という
のは何か。一つはやはり「環境汚染の問題」です。二つ
目が「食糧不足の問題」。三つ目は「水不足」。四つ目が
「健康、医療」。これを解決するテクノロジーというこ
とで期待されているのが「微生物、バイオ関連、化学
処理、薬品の処理、IT、ナノテク」といった分野。こ
ういう技術が今、時代が要請している技術だろうと思
います。日本はこれらの分野でそんなに遅れているわ
けではありません。こういう分野で何とか技術立国を
ということが叫ばれているわけであります。
少し、三洋電機での取り組みについて列挙させてい
ただきましょう。ソーラーバッテリーの発電や燃料電
池、CO2コンプレッサーなど、環境問題には長く力を
注いできました。食糧問題などについても米などの種
子の永久貯蔵に関して、表面の菌を中身を全然傷めな
いで殺菌する方法ということで、いまプラズマ利用の
技術をビジネス化しようとしています。「半導体メモリ
ー」も、食品安全衛生のトレーサビリティの観点から
応用が検討されています。水問題では水のリサイクル
や電解装置によるプールの除菌。電解水のテクノロジ
ーは、洗剤の要らない洗濯機にも応用されています。
健康、医療の問題では、センサーデバイスということ
で、DNAチップが一番画期的な医療につながるかと思
っています。老人、高齢化社会への対応ということで
は、家庭で心電図や脈拍、体重、糖尿などのチェック
を毎日データ化してナースセンターで管理し、異常時
に医師に連絡して、診察に当たるというケアシステム
を二つの町にもう施設導入しています。以上、三洋製
品を取り上げながら、成長する市場という意味で紹介
をさせてもらいました（図2）。
これから伸びる産業の中で、日本がどれだけの軸足
を作れるかといえば、今現在、日本はレースから遅れ
ているわけでもありません。しかし、他国との競争は
熾烈。そういう中で、きっちりしたポジションを確保
していかないと、それこそ技術で立国しようというと
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ころから、また遅れてしまうことになるわけです。
産業界の突破口を開く情熱
過去10年間、バブルが崩壊してから「失われた10年」

とよく言われるわけです。これは土地とか株とかを代
表例に挙げた、資産の価値の失われたことが一番問題
視されていますが、私はむしろ日本の産業界の突破口
を開く「俺がやってやる」という情熱、意欲が消えてし
まったのが、失われた10年で一番問題なのではないか
という思いがしております。
製造能力の競争という面では、ベルトコンベヤーに
まで徹底した成果主義を導入する中国などの国には太
刀打ちできないでしょう。そうすると、アメリカのよ
うに何か業を起こす、新しい事業を生み出す仕組みを
社会的にも作っていかないと、日本はどうにもならな
い。しかし残念ながら、まだ日本よりアメリカには新
しい産業の生まれ易い環境があります。日本と一番違
うのは失敗に寛大だということ。また親会社に対する
ロイヤルティーも低く、競合として独立する場合も少
なくありません。これも米国でベンチャーが生まれる
大きな理由の一つではないかと思います。さらには変
わり者を尊ぶという環境もあるように思います。夢を
持って、一発を狙ってベンチャーを起こすのも、日本
の人たちから見ると、こういう変わり者と言われる人
が起こしているのではないかという気がします。
そういうかたちで出発したベンチャーが大変大きく
なって、有名な会社になりました。マイクロソフトで
すとか、シスコシステムズ、オラクル、サン・マイク
ロもそうです。スタンフォードはとにかくそういうベ
ンチャーを育てるビジネスコースというのが大変有名
になって、日本でも大学がスタンフォードみたいなか
たちで、もう少しビジネス起業家を目指すコースを重
視しようではないかという機運が最近ようやく出てき
ております。日本は特に技術の面でそんなに遅れてい
るわけではなくて、持っている技術を事業化する経営
者の素養といいますか、そういうものをやはりもう少

し育てる必要があるでしょう。
なぜアメリカが大学から業を起こす人が増えてきて
いるのかというのは、マイクロソフトとか、ジェリ
ー・ヤンとかアマゾン・ドット・コムとか、大きな成
功者が身近に大変たくさん例があるからでしょう。日
本ももう少し生徒を刺激する方法はないか、これは企
業側からもアプローチすべきではないかということで
いろいろ試行しているところです（図3）。インターン
シップ制も随分前からやっていますが、企業から教育
改革をということで、学習する内容にまで口を入れて
いくべきではないかと。記憶力よりも創造力重視の社
会環境にどうやって持っていくかということが、これ
は学校も企業側ももちろん行政も含めてですが、ぬく
ぬくした社会から自立をし、そして創造力が一番社会
として価値があるものだという、どうやってそういう
環境を作り上げていくかということが大変重要。平均
的なことではない個性を生かすインフラといいますか、
社会で認められて活躍する場をどうやって作っていく
かということが、やはり一番問題なのではないかと思
います。
知識をひけらかすだけで前へ進まず、建設的なこと
は何もない、平均点のいい人ははっきり言いまして邪
魔です。むしろ得意分野を持ち、それ以外全く駄目と
いう人の方が余程面白くて、そういう人は大体情熱を
持っている人が多いのです。そういうことから、どう
やって個人を刺激していったらいいのだろうか。私は、
ある時期に三洋電機の社長に就任した際に、自分の企
業だけは何とかもう少し刺激して変えようと決意し、
さまざまな施策を展開しました。
「ベンチャープロジェクト制度」と「オーナーマインド制」
トップになっていじりやすいのはやはり組織と体制
です。まず、取り組んだのが「カンパニー制」の導入
でした。自立、責任経営ということで、その代わり権
限を与えます。過去から引きずっている負債や剰余金
はゼロにしました。「これからスタートするのは全部カ
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ンパニー社長の責任だよ」というかたちにして、スタ
ートを切らせました。そうやって何とか独立責任経営
をやろうということを一つやりました。
それから、何とかよそと違うものを開発しよう、商
品の開発をやろうということで動いていきました。一
番変わったことをやらせようとしてやったのが「ベン
チャープロジェクト制度」です。リスクのある変わっ
た商品は「経営責任だよ」と言われるとなかなかチャレ
ンジできない。それをピックアップする制度がこの制
度です。チャレンジしたいテーマを持って、自分が欲
しい人材の名前を挙げさせ、それを資金面、研究開発
費から本社で面倒を見る。すると、意外と活発に動く
のです。もちろん、すべてがものになるわけではあり
ませんが、これをきっかけに新しい商品をつくろうと
いう機運が高まってきました。
いちばん難しかった3つ目が、個人の意識改革です。
刺激の制度として作ったのが「オーナーマインド制」。
今、わが社では新入社員から給料に2倍まで差をつけ
ています。ただ、これは組合員になってしまうと、新
入社員のときに給料に差をつけるなどということはで
きません。ですから、これには1年契約の契約社員制度
を設けて実行しました。新卒より、スキルを持った、
他でやってきた人が中途で応募し、何人かそういう契
約を結んでやっております。
さらには、FA宣言。自分の力を発揮するために他へ

移りたい、そういう者は手を挙げろということで、そ
ういう制度も作りましたが、これは失敗しました。こ
れは数人が出てきただけ。意識を改革していくのは本
当に難しいのです。
スローガンは「変化と差の創造」
私は、とにかく社員の気持ちを揺すろうと試みまし
た。「変化と差の創造」という言葉をスローガンに掲げ、
自分から変化の風を作れ、そして「差の創造」は、「見
ただけで差が分かるものをやれ。横並びは絶対に許さ
ない」という激しい言葉を何回もぶつけてきました。

そうやって言い続けて、横並びを絶対に許さない。と
にかくこれが利益が出るとか、売り上げが上がるとか、
そんなことを考えなくていい。とにかく変わったもの
を出せと言い続けて、出てきたのがこの辺の商品です
（図4）。
とにかく何とか、外から、内から風を起こして、「面
白い会社」と世間から言わせたい。これを一つのキー
ワードにしました。社員を活き活きさせることが一番
大切なことだということは、私はずっと前からそうい
う思いがありまして、話上手より聞き上手が本当の経
営者ではないかと思っております。もう一つは、大き
な仕事に当たらせることが人を育てますし、活き活き
とさせます。これが当たったら、どえらいことになる
ではないかというのを一つ、二つ持ってやらせている
と、その仕事を与えられた社員はものすごく意気が燃
え上がるのです。人を動かすもとになる期待感はすご
く大事です。
匠をしっかり残し、守っていく
確かに、匠の世界が消えてしまった。匠の世界がま
だ残っているのは材料メーカーではないでしょうか。
匠をしっかり残して守っている。鉄鋼業界は1度駄目に
なりましたけれども、今、車産業に供給する日本の鉄
鋼はずば抜けていいそうです。塗装がすごくきれいに
乗るそうです。これも匠を復活させたのではないでし
ょうか。要するに匠の世界を持たないと絶対に駄目。
今もLSIの働きでの演算とか、情報処理などは大雑把な
計算でアナログ感覚で処理して、精度の高いところは
デジタルで末端の所の処理、計算をやる。このアナ・
デジというのは匠が絶対に入ってくる世界だと思うの
です。多値メモリーはアナログの領域に入っていくの
だと思うのですが、ああいうシステム設計みたいなの
と、もちろんソフトが絡んだものですけれど、それと
プロセスとうまく複合した技術の中で、匠が作れてい
ったら、もう一度、半導体も復活する何か糸口がつか
められるのではないでしょうか（図5）。
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1．はじめに
GaNを中心としたナイトラ

イド半導体の材料・デバイス
開発フィーバー勃発の端緒と
なったのは、1993年11月30日
付の業界紙に掲載された、日
亜化学工業からの、明るさ100

倍のGaN高輝度青色発光ダイ
オード開発であった。それか
ら10年が経過した。当時同社
の研究員であった中村氏（現・米国カリフォルニア大
学教授）を先頭に、世界中の研究機関が、青色発光ダ
イオード、レーザの高性能化、実用化を急速に展開し
ていったのは衆知の通りである。今では紫外光、白色
光のデバイス開発が展開されているのに加えて、数
GHzから数10GHz帯の次世代無線通信用ハイパワー高
周波デバイスの研究開発も、日米で活発化している。
当時シャープ株式会社の研究所でSiCやZnSe系のワ

イドギャップ半導体の研究開発に取り組んでいた私に
とって、1993年の業界紙ニュースに記載された青色発
光ダイオードとしての完璧なまでのデバイス構造、特
性に驚愕するとともに、ナイトライド半導体開発への
急展開を余儀なくされた。以後、ナイトライド半導体
の光デバイスの研究開発に取り組むとともに、昨年立
命館大学へ移る3年ほど前から、ナイトライド半導体の
高周波パワーデバイスに関する国家プロジェクト研究
に取り組んでいる。

2．ナイトライド半導体ウェハ開発の経緯
ナイトライド半導体の急速な実用化は、材料面での
技術開発に負うところが大きく、材料開発なくして、
デバイスのブレークスルーはないという格言を顕著に
示した例である。1993年の高輝度青色発光ダイオード
実現は、当時名古屋大学の赤崎教授（現・名城大学）
グループの長年にわたる結晶成長に関する研究の成果
があってはじめて実現したことは、良く知られている。
GaN半導体は、Siや他の化合物半導体のように、Ga融
液から大型単結晶を得ることは困難で、唯一、古くか
らポーランドの研究所で、1万気圧以上、1,000℃以上

の超高圧・高温でGa融液からバルク単結晶が作製され
ていたが、微小な結晶しかできず、未だ実用的な方法
にはなっていない。デバイス構造を作製するには、そ
れを作り込むための単結晶エピタキシャル膜を基板結
晶上に成長する必要があり、結晶欠陥無く成長できる
格子定数のあった単結晶基板が不可欠である。ところ
が上記のようにGaNの単結晶基板が入手できないため、
異種材料の単結晶基板を用いざるを得ないが、GaNと
格子定数のあった適当な基板がなかった。
そこで赤崎教授らは、GaNとは大きな格子定数差

（約16％）があるが、大型良質単結晶ウェハが市販され、
高温でも安定なサファイア基板を用いて、低温初期成
長層を導入することにより、MOCVD法で表面平坦で
良質なエピタキシャル膜の成長に成功し、上記の青色
発光ダイオードの展開につながっていった。ついで、
高価で比較的小型のウェハしか市販されていないが、
やはり高温でも安定でGaNとの格子定数差が比較的小
さい（約5％）SiC基板を用いてもエピタキシャル成長膜
が得られ、発光ダイオードが実用化されていった。こ
れらの基板では、GaNとの格子定数差のため、エピタ
キシャル膜には109 cm－2台の転位欠陥が導入されたが、
GaN系発光ダイオードは多数の欠陥にもかかわらず、
発光効率が高く長寿命だったため、一挙に実用化が進
んだ。しかしながら、半導体チップ内で電流と光束が
はるかに集中する青色レーザの実用化のためには、転
位欠陥の大幅な低減が不可欠であったが、日本電気の
碓井氏（現・古河機械金属）らが、1997年に発表した選
択横方向成長（ELO）法の開発およびその後の展開で
106 cm－2台にまで低減し、レーザの長寿命化がなされ
てきた。この方法は、サファイアやSiCの基板上に選択
的に10 µm程度の線幅で絶縁膜マスクを形成したり、
基板表面を選択的にエッチング加工した後にエピタキ
シャル成長を行い、基板の選択された場所が低欠陥に
なる手法である。
その他、最近では、格子定数差は大きいがSiや、高

品質大型基板の市販にまでは至っていないが極めて格
子定数の近いZrB2を基板にした研究開発も進められて
いる。

3．最近の話題の技術開発
近年においては、青色レーザの高性能・長寿命化、
高周波電子デバイスの開発に、エピタキシャル膜と格
子定数も熱膨張係数も一致して、ウェハ全面に渡って
欠陥の発生が少なく、ウェハの反りの問題も生じない、
GaNやAlNのバルク単結晶基板の必要性が唱えられ、
様々な方法が試みられている。ここでバルク成長の3種
の取り組み（AlNの昇華成長、GaNの厚膜HVPE成長、
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GaNの液相成長）を紹介する。
AlNの昇華法によるバルク結晶成長は、黒鉛坩堝の
中に、原料のAlN粉末等と適当な基板結晶を配置し、
減圧雰囲気で約2,000℃の高温でAlN粉末を昇華させ、
基板上に単結晶として析出させる方法である。この方
法は、現在市販されているSiC単結晶ウェハと基本的に
同じ方法であり、米国のベンチャー企業ではインチ大
の単結晶ウェハ開発の報告もある。結晶品質等の改善
はこれからであるが、AlNは熱伝導率が高く、絶縁性
であるため、高周波パワーデバイス用基板として将来
が期待されている。

HVPE法によるGaNのバルク成長については、最近、
住友電工の元木氏らがユニークな方法を開発し注目さ
れている。基板としてGaAsを用い、基板上にあらかじ
め形成したSiO2膜に2 µm径程度の円形開口部を規則正
しく多数あけGaAs基板表面を露出する。この基板上に

HVPE法でGaN単結晶膜を成長すると、各開口部から横
方向に成長した結晶の合体部に転位欠陥が集束し、広
い領域で105 cm－2台に低減される。数100 µmの厚さに
成長した後、GaAs基板を化学エッチングで除去し、
GaNのバルク単結晶ウェハが得られる。既に 2インチ径
ウェハが製作され、青色レーザ製作用に試験供給され、
長寿命特性を含めて良好なデバイス特性が得られている
（図1）。
液相からのGaNバルク単結晶の成長は、冒頭に記し
たように、Ga融液だけを用いては困難であるが、最近、
大阪大学の佐々木教授・森助教授のグループでは、溶
媒としてNa及びCaを加えることでGaNの溶解度を飛躍
的に向上させ、50気圧程度の窒素中で約800℃の成長温
度で、GaN単結晶膜のエピタキシャル成長に成功して
いる。基板はMOCVD成長でサファイア上に成長した
GaN膜を用いた。実験は1 cm角程度の基板を用いたが
基板全面上に数100 µmの厚さの良好なエピタキシャル
膜が得られており、装置の大型化で大口径化が十分に
期待できる成果である。エピタキシャル膜は高品質で、
転位欠陥は105 cm－2以下であり、フォトルミネセンス
でも、極めて明るい発光が報告されている。これから
の技術開発が期待される（図2）。

4．おわりに
ナイトライド半導体ウェハの開発状況、最近の話題
の技術開発を駆け足で述べてきた。ナイトライド半導
体は、短波長発光デバイス、高周波パワーデバイス用
として新世紀の半導体材料として脚光を浴びているが、
ナイトライド基板ウェハは、サファイアやSiC基板上の
エピタキシャルウェハを販売するメーカーが、ようや
く国内にも現れてきたところである。しかし価格は未
だ高価で供給体制も十分でない。ましてや、後半で紹
介したような、低欠陥の大型ウェハの供給はようやく
新技術の開発が進められているところである。ナイト
ライド半導体の将来性を考えると、安価な低欠陥大型
基板ウェハの技術開発・製品化が急がれる。
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図1 HVPE成長法によるGaNバルク単結晶ウェハ（文献1より）

図2 液相成長によるGaNバルク単結晶の成長（文献2より）



CCD開発のはじまり
いまでこそSONYのCCD技
術は、国際的にも競争力をも
つに至っていますが、その
CCDを開発し、商品化してい
くまでには、'70年代から80年
代にかけて、およそ15年の歳
月を費やしています。困難の
連続であったといって間違い
ないでしょう。
ソニーでは、CCD開発の以前、井深会長の時代から
ビデオをしっかりやっていこうと力を注いできた歴史
があります。着手したのは1953年。58年には国産VTR

の第1号機を発表しています。それから61年にはトラン
ジスタVTRを、62年には放送用VTRの分野に進出。家
庭用VTRを発売したのは65年からになります。
そうした歴史の上に、1973年11月、ソニー中央研究
所を拠点に、当時、副社長と中央研究所所長を兼務し
ていた岩間和夫が発起人となって、CCDプロジェクト
が発足しました。73年頃というと、ソニーのビデオ開
発の最盛期で、総力をビデオに賭けるという時期でし
たが、当時の主流であった撮像管の特性に対しては問
題意識をもっていました。そこで、岩間が半導体に賭
けてきた歴史なども背景としながら、ソニーのLSI技術
の強化、その後のビデオ戦略の重要な技術として、
CCDカメラの開発がスタートしたわけです。

プロジェクトの危機と決意
プロジェクトが発足したといってもなかなか開発は
スムーズにいきませんでした。開発環境は、クリーン
ルームといっても精度は低く、ちょっと残業をすると
翌朝、純水が使えないといった貧弱なものでしたし、

半導体プロセス技術も追いついていないという状況が
ありました。試行錯誤の末、ようやくつくった画像は、
傷だらけで、その原因も分からない。75年に設備を増
強しましたが、それでもすぐには結果が得られないで
いました。やればやるだけ金もかかります。そうする
うちに社内で、こんなに金を注ぎ込んで、ものになっ
ても利益が出るのかという声が上がるようになり、77

年を迎える頃には、開発中止を訴える意見も強くなっ
てきました。存続の危機です。既に社長に就任してい
た岩間もずいぶん悩んだのだと思います。このとき、
他社との共同開発という道も探りましたが、他社には
違う戦略があってうまくはいきません。日立さんは当
時、CMOSの開発を進めていましたし、CCDの開発や
将来性について疑問視する声も多かったわけです。そ
こで、やるなら独自でやるしかないということになっ
たとき、岩間は私たちに意見を求めましたが、やめろ
とは言いませんでした。そこで私たちも気持ちを新た
に続行を固く決意することができたわけです。

正しかった目標
そうした執着が効を奏したというべきでしょうか、

77年の終わり頃、かなりいい画像が得られるようにな
り、学会発表をするまでにいたりました。そして、翌
78年に新聞発表し、これがセンセーションを呼びます。
海外を含めて、他社にも火を着けたかっこうになりま
したし、社内的にも改めて期待を膨らませる結果とな
りました。振り返れば、難航したプロジェクトも岩間
がめざし、私たちがめざしてきた目標が間違っていな
かったこと、見通しの正しさが成功のための大きな要
素であったと強く感じます。

CCD開発用の専用ラインが設けられたのは78年の終
わり頃。初受注は80年です。全日空に航空機に搭載し、
ランディングの様子を機内に放映するためのカメラを
納入しました。航空機のコクピットにカメラを備えよ
うとする場合、小型化は必須条件であったわけです。
わずかな数の納入でしたが、まだ歩留りは低く、約1年
を費やしました。初の商品化ということになりますが、
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8月度研修会

ソニーCCDの強い競争力獲得の背景
諦めずに目標を追った15年

川名善之氏（サクセスインターナショナル㈱）

川名善之氏



開発と生産では、ウエハの大きさや設備、オペレータ
ーと少しずつ様子が違うんですね。依然、難しい状況
は続いていました。生産体制を整えるとともに、画素
数ほかCCDの高度化についての開発も並行して進めま
した。そして、国分に生産ラインを立ち上げたのが82

年。残念ながら岩間はそのとき既に病気のため亡くな
り、量産を見ることはありませんでした。国分のライ
ンでもその後 3年間は歩留が上がらず、苦労が続きま
した。以後、放送向け、一般向けの商品を並行して手
掛けながら、CCDカメラはソニーの戦略商品として成
長を続けています（図1、図2）。

成功の理由と日本のこれから
なぜソニーのCCDが国際競争力をつけることができ
たかを考えてみますと、先にも述べましたように、見
通しが正しかったこと、リーダーの意思がプロジェク
トに浸透し団結できたこと、βの規格戦争の敗退などを
背景にCCDがビデオ戦略になくてはならないものであ
ったこと、LSI技術の進展が追い風になったことなどが
あげられると思います（図3）。
また、プロジェクトの体制としては、半導体の部門

だけでなく、カメラ開発やCCDの設計評価部門の協力
体制がしっかりできていたことが要因であったと思い
ます。お互いがそばにいて、顔を見合わせながら、そ
れぞれが問題解決の手伝いをし合うということができ
ていたと思います。
少し視点を変えてみますと、ベル研究所ほか、海外
にもCCD開発に取り組んでいた会社は複数あったと思
いますが、成就することができなかった。それがなぜ
日本で実現したかというふうに考えてみますと、半導
体技術とビデオカメラの技術、VTRの技術を融合する
ことができたからではないかと思います。また、アナ
ログデバイスに強みをもつ日本の伝統、高性能を求め
る市場、最先端の半導体技術を有したことなども上げ
られるでしょう（図4）。
こうした経験から、これからの半導体業界の発展の
手掛かりとして、期待も含めて思うことは、半導体技
術、応用技術、商品技術の高度な融合こそ、日本で実
現できることではないかということ。そして、企業を
越えた協力体制の中で、耐えざる技術革新を行い、商
品を進化させていくことで、先端的半導体技術も育ま
れていくのではないかと考えています。
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ネット社会の礎作りに奔走
インターネットを核に据え
た、マルチメディア時代が幕
を開けた。これをグーテンベ
ルクの印刷技術以来の情報革
命と称する人がいる。その通
りだと思う。おそらくは、数
百年の歳月を掛けてここまで
来た現代人には想像もできな
いような情報通信社会を、未
来人はわずか数十年で構築するのであろう。新時代の
幕開けに生きる我々は、変化の急激さに戸惑うのでは
なく、次なる発展のための礎作りに着手し、それを次
世代人に引き継ぐ義務がある。
その礎作りにエネルギッシュに取り組む日本人がい
る。鳴戸道郎である。東京大学法学部卒業後、1962年
に富士通信機製造（現富士通）に入社。現在、同社特別
顧問を務める。40年間、IT業界に籍を置き、富士通の
他、富士通総研代表取締役会長、セレスティカ取締役
およびセレスティカ・ジャパン取締役会長、トヨタア
イティ開発センター代表取締役会長を兼任するととも
に各種政府審議会などの委員を兼務。2001年6月には英
国女王より、名誉大英勲章第三位を受勲した。その鳴
戸が、ブロードバンド拡大に伴う課題と、社会構造の
変化を示唆した。
NPO/NGOも加えルール作りを
インターネット社会の進展に伴い、これまでに類を
見ない新たな犯罪が起こる可能性がある。すでにサー
バや他人のパソコンに不正侵入するハッキング行為、
あるいはコンピュータ・ウイルスの人為的な伝染が日
常茶飯事のごとく発生している。やがて始まろうとす
る電子商取引などを見据えた時、ネット社会ならでは
の法整備と刑罰を国際的に統一する必要がある。この
意図のもと、1994年のG7サミットで決定、翌95年に発
足したのがGlobal Information Infrastructure Committee

（GIIC）である。当初、欧米諸国のみで動き出したGIICで

あるが、ネット社会は地球規模で構築されるもの。諸国
間の温度差を緩和するために、やがて中国、インドも
同会議に参加するようになった。また、電子商取引に
関する課題を検討するために、Global Business Dialogue

on e-commerce（GBDe）も99年から活動を開始。さらに
は、今年は消費者団体など第四の勢力も参加するWorld

Summit on the Information Society（WSIS）も動き出した。
この世界会議の流れからも分かるように、インター
ネット社会のルール作りは、政府と民間組織、そして
国際機関に加え、NPO/NGOも巻き込んだ枠組みで構築
していかなければならないと鳴戸は訴える。
ビジネスは内向きから外向きへ
一方、ブロードバンドの普及に伴い、現在の社会構
造が大きく変化する可能性がある。
ネットワーク空間は確実に広がりつつある。パソコ
ン・サーバーの世界、携帯電話の世界、移動空間（自
動車）の世界、そしてゲーム機器の世界が構築されつ
つある。ここでのポイントは、アドレス。現状、アド
レスは人が所持し、情報の双方向通信が行われている。
このアドレスを人のみでなく、自動車や白モノ家電な
ど物にも所持させればどうなるか。自動車に所持させ
れば、道路の交通管制にも利用できるようになる。白
モノ家電に所持させれば、ユーザーの囲い込みと新た
なサービス提供が可能になる。ハード機能に商品の差
異化が見出せなくなった昨今、独自のサービス提供で
企業はユーザーの拡大を狙うことができる。いわゆる
ユビキタス社会とは、人だけでなく物にもアドレスを
解放することにより、構築される社会を示唆している
のかも知れない。そうなると、当然のことながら、流
通する情報量は急激に膨大なものとなろう。流通のみ
ならず、ストレージ系においては、情報蓄積量も膨大な
ものになる。ビジネスモデルはコンテンツプロバイダの
評価付けが下がり、端末メーカーが浮上してきそうだ。
そして社内的には、内向きから外向きのビジネスへ
と変化していく。かつての会社構造は内向きのビジネ
ス。つまり、事務処理の合理化・効率化を優先するト
ップ集中型、ピラミッド構造で成り立っていた。とこ
ろが、ブロードバンドの拡大で、このピラミッド構造
が崩壊しつつある。例えば、宅配便に見る配送時間の
個人別指定サービス、化粧品や保険に見る個人別商品
の提供など、すべての商品が定番から特注に移行して
きている。こんな中にあって、もはやトップ集中型の
ピラミッド構造は通用しない。裁量権を各現場に与え
る、現場権限付与型の構造に会社というものが動きつ
つある。内向きから、外向きへのビジネス形態である。
この外向きのビジネスはより加速していくであろう。
顧客満足度の向上が、ビジネスの競争原理になる。
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半導体の世界から足を洗っ
て数年、「サンデー毎日」、「主
婦の友」の身になり67歳にな
りました。
私の趣味は、とにかく高い
所に上がって色々な景色を上
から見たい、そのためには飛
行機を自分で操縦し、自由に
大空を飛ぶ事でありました。
1980年代、幸い日本の半導体
業界は破竹の勢いで発展、お陰様で操縦免許と小型飛
行機を手にする事が出来ました。また、滑走路と格納
庫は家から5分ほどの所にある小さい飛行場に確保する
事が出来ました。
飛行機といえば世の中は大型ジェットの時代ですが
小型飛行機の世界はこれとは全く違います。100年前、
ライト兄弟が初めて空を飛んだ時と殆ど同じ状態で、
天気が悪いと駄目、風が強いと駄目、雲に入ってはい
けない、などなど多くの制約だらけです。その上仕事
をする身である以上、使えるのは土日と休日に限りま
す。しかしある程度操縦に上達してきますと、操縦桿1

本の操作で上下左右は自由自在、広い大空を思いっき
り飛び回る爽快さは何物にも替え難い気分です。アメ
リカやヨーロッパに比較して極端に小型飛行機が少な
い日本では、東京上空を飛んでいても山手線内に自分
以外誰も居ない、という状況があったりします。
日本には約100ヶ所の空港がありますが、そのうちの
半数近くは離島にあります。南西諸島から始まり沖縄
県や九州周辺の全ての島、伊豆諸島の全ての島、北海
道周辺に点在する全ての島には皆立派な空港がありま
す。しかし、これらの空港は極めて低い利用状況で、
日に1便のフライトがやっと、中には定期便が全く来な
い空港もありますが、それでも空港がある以上最低10

人の人員が維持管理に当たっている状況です。
この様な状況の空港に小型機で行きますと大変歓迎
され、空港から町まで自分の車で送って下さったり、

「公用車をお貸ししましょう。」と言って自転車を貸し
て下さったりします。
一通り操縦にも慣れ、遠く北海道や九州に一気に飛
んで行く様になりますと矢張り途中で退屈になり時に
は眠気を催す様になりました。また副操縦士の席は殆
ど空いていたので、操縦ロボットを作ることにしまし
た。この頃、半導体の世界からは半分足を洗っていた
ので、久し振りにマイクロチップを紐解いたのですが
十数年前とは雲泥の差があるのに改めて驚いた次第で
す。私が以前マイクロチップを触っていた時の主力は
Z80というマイコンだったのですが、今やこれを遥か
に凌駕するEEPROM付きの高性能1チップマイコンが数
百円で手に入ります。久し振りに半導体を使う方の立
場に立って、この業界の進歩の速さとユーザーが得る
利益の大きさに驚きました。また、飛行機を操縦する
ロボットを作るには高性能な高度計とジャイロが必要
ですが、これらも全て半導体をベースにしたMEMS技
術で作られており、技術の進歩に対する半導体業界の
計り知れない貢献を再認識した次第です。
こうして約1年かけて作った操縦ロボットは実に忠実に
プログラム通り目的地まで飛行機を操縦してくれました。
さて、半導体の世界から完全に足を洗ったら思う存
分飛行機の世界を楽しもう、と楽しみにし準備もして
いたのですが、世の中には年齢という大敵がありまし
た。2002年3月、離陸する時の一瞬の油断から墜落、危
うく一命は取りとめましたが飛行機は大破、改めて、
高い所に居る物は必ず落ちるという万有引力の法則を
思い知らされました。その後色々調べてみると飛行機
を趣味にしている人達は65歳前後に事故が集中してい
る事が判りました。この年齢では未だ若い時の記憶が
充分残っていますが頭と体はそれなりに衰えているの
でしょう。この記憶と現実の乖離が事故に繋がるので
はないかと最近思っている次第です。こうして一瞬の
油断から全てを失ってしまい、また家族からも止めら
れて私の飛行機の趣味は終わりました。
今、クルーザーを買い船酔いに悩まされながら魚釣
りの日々を過ごしております。
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今橋一成元会員



1970年は大阪万博、赤軍よ
ど号乗っ取り事件、三島由紀
夫の市谷駐屯地での自殺、米
軍と南ベトナム軍のカンボジ
ア侵攻があった年である。同
年、東芝は大分工場の建設に
入った。
当時、MOS型ICは最先端の
開発品であり「未だ夜明け前」
状況であった。
この年、私はCMOSの先駆者RCAに技術調査員とし

て派遣されることになり、RCA Somerville N.J.に4月か
ら11月までの6ヶ月間駐在した。

［第1部］
出発から生活と仕事をスタートさせるまで
出発　羽田国際線ロビーにて
当時の海外出張はまだまだ特異な出来事で、大勢が
飛行場まで見送りに参列し、激励したものであった。
私も例外ではなかった。

SomervilleのDowntown
アンカレッジ経由JFケネディ空港着。（当時は米国へ
の直行便は無かった。）バスにて西へ2時間。小さな田
舎町のSomerville に到着。

Residence
新聞広告で貸し部屋
を見つけるのに成功。
棟割長屋の2階の6畳
一室に住みついた。
ここからルート202沿

いのRCA工場に車で通
勤したのである。

家の玄関にて
環境はかなりの低層
階級だったと思う。
庶民生活の中にドッ
プリと浸かった。風
呂・便所は共用。洗濯
は中国人の下着専門洗
濯屋に持参した。近く
のランドリーに下着を
持っていったら断られ
た。ランドリーはラン
クが上とわかった。
調査旅行に出かける

と、わが懐具合は赤字、ここに住んで節約し、赤字財政
にならぬよう財務管理をしたのである。
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私のプロジェクトX「CMOSを探れ」
米国駐在ばなし
東芝半導体OB

NPO法人　技術サポートネットワーク大分
副理事長　田中満洲光氏

田中満洲光氏

職場上司、同僚、親類、家族の見送りをうけて「イザ出陣」

30年前のSomerville Downtown風景、現在と大きな変化はない。

間借りしたTed Piralides家。手前の草

むらが私の駐車場であり、さらにそ

の手前に拘置所の建物があった。

間借りしたPiralides家の玄関にて。



近所の食堂
食事は外食で近くの食堂に出かける。メニューはホ
ットドッグ、サンドウィッチ、目玉焼きなどであり淋
しい食事。
外出時には便利な風呂敷包みにて徘徊した。
後日Tedに話をつけて、Familyと一緒に食べるように

なり質素な食事だが家庭の団欒を味わった。

TedのFamilyと散歩
Ted Pilarides家はギリシャからの移民で、週末は戸外

にてギリシャ音楽を流しながら夕食をした。時おり奥
さんのMaryが腰を振ってダンスをして見せた。心が和
む楽しいひと刻であった。
夏の夕方は路上スレスレに飛ぶ蛍が、夜10時ごろに
は電柱の上で乱舞し、夜空の星の様に多数で見事であ
った。

裏庭の友達
裏庭に出ると、近所のKidsが遊びに来て「空手を教
えろ」という。こちらにとってはDown ThereとUp There

の違いなどを習うのにまことに都合の良い相棒たちで
ある。
原色のシャツを着ると、不思議に違和感なく皆が受
け入れてくれる。気のせいではなく、効果絶大。

近所の床屋
10分で終わる散

髪。こちらの眉剃
りや裾刈りはおお
ざっぱで私の好み
に合わない。しか
し、一軒しかない
ので選り好みは出
来ない。

身の回りの品
ゴミ屑の山に見
えるが、私の全財
産。自前のものは

黒のスーツ、原色シャツ、訪問アポ作成用タイプライ
ター、カメラ、扇風機、ゴルフクラブである。2～3週
間の米国内出張にはアッタシュケース一つで身軽に出
かけて行った。日本に帰国の時は、カメラを食費代金
として引き取ってもらったり、身の回り品のほとんど
を処分して身一つで帰ってきた。なお、借り物は滞在
期間中専用したレンタカー、電話、部屋に備え付けら
れているTV、ベッド、小机であった。
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ママ一人の簡易食堂（カウンター上の風呂敷包みは注目の的）

近所のRaritan Riverを散歩したとき。

若者はTedを頼って来た同邦者。

近所のチビ友達に柔道の手ほどきを･･･

記念に自動シャッターで一枚。パチリ！！

部屋にて広げた身の回りの全財産。フリーマーケットでも売れそうに

ないクズ



ゴルフといえば、三洋電機から駐在していた土田さ
んとワシントンの学会に行ったとき、ポトマック川横
のゴルフコースで打ち進んでいくうちに、反対からメ
ンバープレイヤーが現れて、逆方向に打ち進んでいた
ことにはじめて気付き、大慌てで退散したことがあっ
た。これが私のコースデビユーである。

RCA International licensing
ハンチンガー部長が率いるRCA半導体事業部ライセ
ンス・リエゾンの面々には公私共にお世話になった。
バーク氏、メルデス氏、マキータ氏、サンデイ嬢たち
である。（14年後の1984年、第二回目米国駐在時に立ち
寄った時、この方々は地位も、何も変っていないのに
は驚かされた。化石か？）
ここでの私の主な仕事は、日本の業界が求めていた

CMOS技術の調査をすることであり、リエゾンの皆さ
んがそれによく応えてくれた。
休日には、よくメルデス家に遊びに行った。パーテ

ィでカレーライスを作ってご馳走したのが評判となり、
部内ではA MAN OF TALENTの称号をもらったりした。

以降、第2部「技術調査アラカルト」については次号
に掲載するのでご期待下さい。

（次号につづく）
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写真はマキータ氏とオハヨオ州のRCA Findley工場を訪問

㈱東芝セミコンダクター社北九州工場　谷　敬造会員
デジタル化・SoC時代到来ですが、歴然と存在する
匠の世界（アナログICとディスクリート）で開発～製
造を担当しております。

協栄産業㈱デバイス技術統括部顧問 浜田　勝会員
半導体商社の応用技術部門にいます。半導体の先輩
の方々のご苦労談を聞かせて頂くと共に今後の日本の
半導体復活について語りたい。
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SSISでは会員を募集中です。協会は求人・求職
サポートや研修会等、活動内容の充実を図ってい
ます。
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11日現在）
個人258名、賛助38団体

個人会員�

田島 洌 メメック ジャパン㈱�

水野 俊二 メメック ジャパン㈱�

谷 敬造 ㈱東芝�

名野 隆夫 三洋電機㈱�

佐藤 敬司 丸文㈱�

牛尾 真太郎 沖電気工業㈱�

櫻井 俊二 コグネックス㈱�

趙 成沫 凸版印刷㈱�

浜田 勝 協栄産業㈱�

谷嶋 寿雄 アクセンチュア㈱�

賛助会員�

阪和電子工業㈱�

㈱ヒューマン�

 （入会順）�

新入会員（2003.7～2003.9）�
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