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アテネ・オリンピック
では日本の選手が大活躍
をしました。柔道、体操、
陸上、水泳、シンクロナ
イズドスイミング、マラ
ソン・・・。
どの競技も見ている者
を興奮させてくれ、愉し
ませてくれました。4年

後の北京オリンピックでは更に大きな成果を
あげてくれるでしょう。今から期待です。
アテネでの大いなる成果に結びつけるまで
には選手個人の強い意志の下、絶え間のない
鍛錬があってのことでしょう。
しかし、偉大な勝利には選手個人の努力の
みならず、諸先端科学の向上とその結合力が
あったからなのです。種目によって適用の種
類と程度は異なりましょうが、運動機能論、
運動生理学、栄養学、心理学、はたまた地理
学、気象学、事前の情報入手、更には美学、
芸術、等々の総合されたものが選手に埋め込
まれたのです。これらの諸科学・技術は「周
辺技術」、「支援技術」ではなく、偉大な選手
との「共同技術」と言うべきものでしょう。
日本選手の活躍はこの「共同技術」力が上
手に発揮された結果でもあるのです。
半導体産業力の高揚も全く同じアナロジー
に思えるのです。
半導体業界の強化・発展には得意領域の選

択をはじめ、必要技術の革新と総合化の絶え
間のない継続に裏付けられて始めて成るので
しょう。
半導体業界から外に出て、情報通信業界
の縁で四苦八苦している者ですが、元居た半
導体業界のことが気になってしかたがありま
せん。
官は半導体業界強化の重要性を再認識し、
結合のための手を差し伸べ、コーディネイシ
ョンを進め、学は研究成果の産における活用
のために積極的に働きかけ、産は業界内連携
を進めつつ、学の成果を積極的に取り込み、
自らの継続的技術開発と総合化をすることに
よって産業力は強固になってゆくでしょう。
結果、裾野が拡がり、他産業の発展にも繋が
ってゆくのです。その強化のための業界諸氏
の不断の努力に敬意を表しております。大い
にがんばって戴きたいのです。しかし、まだ
まだ選手の頑張りが突出していて、動きの位
相が合っていない、遅いように思えるのです
が・・・。外野観戦席に居る者の思い違いだ
とよいのですが。
この度、外野観戦席に居るにも拘わらず、
半導体シニア協会に入れて戴くことが出来ま
した。「選手」との共同強化のために、協会
を通して、微力であり、ユーザの立場・応援
席からではありますが、少しでもお役に立ち
たいと願っております。入会のご挨拶をさせ
て戴きました。

業界の外からですが、お役にたてれば 牛尾 眞太郎 諮問委員

牛尾眞太郎諮問委員

巻 頭 言
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長く、ベンチャーキャピタルをやってきた経験か
ら、ベンチャー企業の成功を考えると、いくつかの
のキーをあげることができる。
起業を成功させるためには、まずは人物。次は、
お金。そして、マーケットをどう判断するか。集め
た人材で、集めたお金をどう使って、長く生き長ら
えながら事業を成功させるかが重要である。また、
企業が成功するには5年、10年かかるので、その間
には確かなヴィジョンをもって進んでいく必要があ
る。さらには最後までやっていくチームワークづく
り。ビジネスを大きく拡げていったり、これまでに
ないものをつくっていこうという時には、さまざま
な協力体制が必要で、ネットワークをどう活用して
いくかといったことも重要になってくる。以上のよ
うな成功のために必要な要素について、かいつまん
で話していきたい。

ベンチャービジネスに取り組む人物像
まずは人物ということについて。新しいものを開
発し、それを進めていくには、自分の掲げたテーマ
を深く検討し、それを信じている必要がある。
三洋半導体としてはじめ組んだ、ロバート・リー
という人物を例にしてみたい。彼は、486というIC

の熱対策に注目して、パワーマネジメントするICを
開発した。いくつかのパテントを取得し、ピーク時
にはノートパソコンの60％のシェアを獲得するとい

う大成功を納めることができた。
どう人物を見極めるかという点で、私がいつも行
っているユニークな方法がある。私は彼と一緒にシ
ーフードレストランへ食事に行き、鮫のステーキを
注文した。私は鮫のステーキはいかがですかという
問いかけに対する反応を見る。反応のパターンは3

つ。拒絶か、興味をもつか、どちらでもないかであ
る。彼は喜んで食べた。経験的にいうと、自分から
喜んで食べる人はよくやってくれる。ベンチャーに
取り組む人物は、テーマにひたむきで、チャレンジ
ングな人物でなくてはならないというわけである。

投資に関する日米格差
資金の話をする前に、アメリカのベンチャービジ
ネスの状況について触れておきたい。アメリカのベ
ンチャーキャピタルたちは、1999年頃から膨大な資
金を投入して、大きな利益を得た。投資総額は120

ビリオンともいわれた。いわゆるバブルの時期であ
る。しかし、2000年の後半から株価の下落がはじま
り、投資も落ちはじめて、現在では20ビリオンくら
いに落ち着いている。それでも2ビリオン程度の日
本のおよそ10倍の規模だ。
アメリカのベンチャー企業のスタートアップは、
そのほとんどをベンチャーキャピタルがバックアッ
プしており、アントレプレナーにとっては、日本に
比べ、恵まれた状況にある。担保もとらない。はじ

ベンチャー企業を成功させるには
～ベンチャーの本場・激戦地シリコンバレー
での過去の失敗の経験から語る
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めからなくなってもいいんだという投資を受けて、
リスクのない資金をもって起業する。仮に失敗して
も“That's ok, good luck next time.”といって、失敗し
た者はその経験を活かして、また次のチャレンジへ
と向かうことができるわけである。日本では出資に
担保が必要であることなど、ベンチャーキャピタル
も銀行の延長のようなところが否めない。
いま、投資先として注目される分野としては、ソ
フトウエア、テレコミュニケーション、バイオテク
ノロジー、メディカルイクイップメントなどが上げ
られるが、いまもソフトウエアが先を行っている。
バイオテクノロジーは、今後の注目株である。エリ
アで見ると、シリコンバレーが38％、ボストンが
18％、ニューヨークが5％、あとはテキサス他とい
う分布になり、まだまだ新しいテクノロジーはシリ
コンバレーから出ていくという状況がある。
もう少しベンチャー企業の立ち上げ資金を詳しく
見ていくと、例えば、シードマネーとして100万ド
ルくらい集めるとすると、50セントの株を200万株
発行して資金を調達するが、だいたい外部の持ち株
16％、社員の持ち株が84％位の比率からスタートす
る。そして、成長していく度に社員の持ち株比率が、
40％程度まで下がっていくというのがパターンであ
る。そして、外部の投資家が、ベンチャー企業の成功
によって得た利益がまたインベスタになり、継続的
にベンチャービジネスを支えていくサイクルがある
のである。また、仮に事業が順調に進まなかった場合
にもベンチャーキャピタルが、状況に応じて最後ま
でサポートしていく体制がある。日本経済の長い停
滞の要因の一つには、アメリカのような仕組みがな
く、大きな会社に大きな波がこなくては経済が立ち
上がらないということがあるのではないだろうか。

長期的なヴィジョン
次にヴィジョンという点について。自分は何をや
るのだという強い意志が必要ということである。ド
クター・サディク、ファレスという人を例にとると、
20年以上前、IBMでスーパーコンダクターで、ギガ
ビトのスピードのオシロスコープをつくっていた人
だが、彼はサイエンティストとして世の中のいろい
ろな問題点をどのようにして解決するかをずっと考
えてきた人でもある。例えば、燃料電池の問題点を
徹底的に追求し、その中から新しい材料を研究し、
それをチームにチャレンジさせるということを続け
ている。そして、現在はマレーシアの首相ドクタ

ー・マハテルから100ミリオンドルの投資を得て、
マレーシアにR&Dセンターで燃料電池やLCDの研究
を行っている。このドクター・マハテル首相もまた
チャレンジ精神の旺盛な一人といえるだろう。彼も
また、長期的なヴィジョンに立ちながら、マレーシ
アの国をハイテクの国家にしようとしている。

チームワークとネットワーク
チームワークは、技術、マネジメントのバランス
を保ちながら築いていかなくてはならない。有望な
技術であっても状況の動きを見極めながら、先手を
打っていくことができなければ、結実することはで
きないからだ。10年の時間を要して、新陳代謝しな
がら強いチームをつくっていく企業も少なくない。
ネットワークについては、外部取締役の活躍が注
目を集めるが、他にも様々なかたちのカンファレン
スが活用されている。ネットワークは、いろいろな
分野の人たちと関係をもつことによって仕事を有利
な状態で進めていくためのものだ。例えば、私も参
画しているものには、ザ・インター・プリニューバー・
オーガニゼーションは、インド・パキスタン系の次
世代、若いアントレプレニュアーを育てるための集
まりである。毎月のカンファレンスで、成功者から
これからの人へのガイダンスを行っている。アメリ
カン・エイジアン・マルティテクノロジー・アソシエ
イションは、アジア系のベンチャーが集まる。半導
体シニア協会もそうした機能を担うものであるが、
日本にももっとそういうものがあっていいと考える。

成功の根幹には、チャレンジ精神
多くの失敗も経験してきた、100ミリオンの資金
を得ながら、製造の困難に直面し商機を逸したもの
もあれば、テクノロジーとマーケティングの歯車が
噛み合わなかったり、大口取引先の経営悪化により、
あと一歩で撤退を余儀なくされた例もある。しかし、
ベンチャー企業のチャレンジは、ベンチャーキャピ
タルともども最後の最後まで歯を食いしばってやっ
たものに勝機が訪れるというのも事実である。来週
はもうもたないという企業を買いたいという企業が
現れ、共栄のもとに100ミリオンの富みをもたらし
たというようなケースも少なくない。そして、ミリ
オネアになったベンチャーたちが、また次のベンチ
ャー企業に投資を行っていく。確かにいえるのは、
ベンチャー・ビジネスは、強いチャレンジ精神によ
って支えられているということである。



1．はじめに
今年度の半導体市場は、ここに来てやや軟化の兆
しが見えているとはいえ、依然として好況を持続し
ている。ロジック系デバイスでは、アプリケーショ
ンの中心は携帯電話、あるいはデジカメ、DVD等の
デジタル家電である。技術世代的に見れば、130～
180nm世代あたりが中心である。次の90nm世代は、
高性能ゲーム機やハイエンドMPU等のアプリケーシ
ョンを中心に、今年後半から来年にかけて、各社
300mm量産工場の立ち上げに伴い、数量が増えてく
る見込みである。ここでは、視点を2006年以降量産
が立ち上がってくる65nm世代へ向け、先端技術開発
の動向を、7月に開催された2004 Symposium on VLSI

Technology（IEEE、応用物理学会共催）におけるトラ
ンジスタ技術に関する発表に題材をとり、眺めてみ
たい。

2．MOSトランジスタのスケーリング
MOSトランジスタ開発の目的は言うまでもなく、
性能（スピード、パワー）の向上とコストの低減で
ある。トランジスタの各部寸法（ゲート長、幅、ゲ
ート酸化膜厚、接合深さ等）を縮小し、同じ割合で
電源電圧を下げることによりスピードを高め、パワ

ーおよび回路面積を低減できる。このいわゆる「ス
ケーリング則」により、これまで何世代にもわたり、
トランジスタの微細化が行われてきた。同一の世代
において、スピードとパワーのどちらに重点を置く
かはアプリケーションにより異なってくる。たとえ
ばハイエンドMPU等のアプリケーションではスピー
ドにより重点が置かれ、できるだけオン電流を確保
するよう閾値電圧は低めに設定される。一方、携帯
機器では電池寿命を維持するために低消費電力化が
重要であり、相対的に高めの閾値電圧が設定される
（図1）。

3．スタンバイパワーの低減
もう一つの重要な要素として、スタンバイパワー
の低減がある。図1でゲート電圧がゼロのときにも
ソース・ドレイン間にはリーク電流（オフ電流）が
流れる。携帯機器の電源がオンのままのスタンバイ
モードではオフ電流により電力が消費される。これ
を所定の値以下にするためにも、省電力仕様では上
述のように閾値電圧の値が相対的に高めに設定され
る。ところで上記学会では、スタンバイ時にはトラ
ンジスタを構成している基板の電位を動作時よりも
高くして閾値電圧を高め、オフ電流を下げることに
より省電力化を行う方式の検討結果が報告されてい
る1）。今後、省電力化を効率的に行う技術として広
範に使われてゆくものと思われる。

4．ゲートリーク電流
これまではゲート酸化膜を通して流れるリーク電
流は上述のオフ電流に比べて十分低く、スタンバイ
電流の構成要素としては無視することができた。と
ころが、90nm世代になると、ゲート酸化膜厚は
1.5nm近くまで薄膜化され、省電力仕様のトランジ
スタでは、オフ電流に匹敵する値となってきた。た
とえば図2に示したインバータチェーンでは、スタ
ンバイ時に矢印の経路でゲートリーク電流が流れ、
スタンバイパワーを増加させてしまう。
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図1 電流－電圧特性（高速／省電力仕様）
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5．高誘電率ゲート絶縁膜
薄膜化に伴い増加してゆくゲートリーク電流を低
減するため、従来の酸化膜よりもリーク電流が少な
く、誘電率の高い材料の探索が行われてきた。現状、
高誘電率膜には、移動度が酸化膜の場合よりも劣る
こと。また、特にpチャネル型MOSトランジスタで
閾値電圧が高めになってしまう、等の課題がある。
要因として、膜中／界面での物理・化学的相互作用
が考えられている。現時点でこれらの課題を克服し
うる最も有力な材料候補はHfシリケート膜である。
本学会でも上記材料を使用し、ゲートリーク電流と
しては酸化膜より3桁程度低く、トランジスタ諸特
性も低スタンバイパワー仕様として実用上遜色無い
レベルまで達しているという報告があった2）。携帯
電話では数週間の待ちうけ時間を確保するために
は、待ち受け電流の上限は1mA程度となり、この技
術が必須のものとなる。

6．歪シリコン技術
上述のようにゲート酸化膜の薄膜化もリーク電流
による制限から限界が見え、また、閾値電圧もオフ
電流とのトレードオフによりあまり下げられなくな
り、微細化を行っても結果的に十分なオン電流を確
保することが困難になってきた。これを打開するた
めに、チャネル部のシリコンに応力を加え、移動度
を増加させる技術（歪シリコン技術）が開発され、
上記学会でも報告された。（100）面のシリコンでは、
引っ張ると電子移動度が増加し、逆に一軸方向に圧
縮すると正孔移動度が増加する。図3に示すようにN

チャネルトランジスタの上部には厚い窒化膜を成長
して引っ張り応力を与え、Pチャネルトランジスタ
のソース・ドレイン領域の上部にはSiGe層を選択成
長して圧縮応力を与えることにより、オン電流をそ
れぞれ10％、25％向上させた。プロセスコストの増
加は2％程度で済むという3）。65nm世代以降の必須技

術の一つとなるものと考えられる。

7．まとめ
過去四半世紀以上にわたりトランジスタ性能向上
の指導原理であった「スケーリング」にもようやく
かげりが見え、それを補完するものとして、高誘電
率ゲート絶縁膜、歪シリコン技術を紹介した。後者
はすでにハイエンドMPUへの適用により実用化の段
階に入っている。今日までゲート絶縁膜として使わ
れ続けたシリコン酸化膜も高誘電率膜と置き換わり
始める時期が近づいているものと考えられる。

文　献

1）M. Togo, et. al.:標記学会予稿集 p.88.

2）Y. Yasuda, et. al.:標記学会予稿集 p.40.

3）K. Mistry, et. al.:標記学会予稿集 p.50.

5

図2 オフ電流、ゲートリーク電流の流れる経路 図3 歪シリコン技術
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1．はじめに
ISSCC（International Solid-State Circuit Conference）
は今回で51回目を迎える半導体集積回路関連のもっ
とも権威ある学会（IEEE Solid-State Circuit Societyの
主催）で、今年は2月16日から18日まで米国サンフラ
ンシスコ市で開催された。景気回復を反映してか参
加者人数も昨年より増加し3000人を超える盛況であ
った。本稿では、学会を通じての半導体技術動向に
ついて概観する。

2．主要技術分野の動向
今年の I S S C C全体のメインテーマとしては

“Embedded-Systems for a Connected World”が取り上
げられた。基調講演は米・亜・欧から各1件ずつあ
り、概ねメインテーマに沿った内容となっている。
①“Processors and Memory：the Drivers of Embedded

Systems Toward the Network World” by N.C.

Donofrio（IBM）（内容：材料技術の革新でCMOS

の性能向上は維持できる。結果としてユビキタス
時代の端末・サーバーの発展が期待できる）
②“Emerging Technology and Business Solutions for Sys-

tem Chips”by N.C. Lu（Etron）（内容：モバイル端
末の実現には、積層チップを複数個並べたSIPが
重要。その実現には仮想垂直統合型のビジネスモ
デルが必要）
③“Cellular-Phones as Embedded Systems”by Y. Neuvo

（Nokia）（内容：過去SOC/SIP化で携帯電話の小型
化を図ってきたが、多機能化の進展によりシステ
ムの複雑さが増すため、検証を含めた最適化設計
環境の構築が必要）
一方、一般の論文件数は、図1に示すようにこの

2～3年増加傾向にあったが、今年は204件という過
去最高を記録した。採択率はあまり変化していない
ので、純粋に投稿論文数が増えていると言うことで、
ここからも最近の研究開発の活発化が伺える。採択
論文数の増加はアジア、ヨーロッパの増加によって
おり、米国の論文数はそれほど変化していない。分

野別の論文数の変化は、今年は際だった特徴はない。
ただし最近の傾向として無線通信や（2001年にサブ
コミッティが設立）アナログ関係の論文が相対的に
多くなってきている。
次に主要分野での技術動向について紹介する。

デジタル分野

この分野は高速化あるいはオンチップ並列でマイ
クロプロセッサの高性能化を図ろうとする技術が数
多く出された。高速化はクロックの分配の仕方が、
また並列化はソフトウエアが課題であり、図2に示
すようにいくつかの新技術が示された。
有線通信分野

CMOSでも10Gbpsの通信ができるようになり、サ
ーバーなどハイエンド製品でのインタコネクション
応用として期待が大きい。トレンドとしてはプリエ
ンファシスやイコライザーなど波形整形技術の高度
化と多値技術の導入である。またシリアル接続を多

図1 発表論文数の地域別推移

図2 デジタル分野の動向

2004年ISSCCを通しての
最新技術の動向

福間 雅夫（日本電気㈱）
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並列にしてバンド幅を稼ぐ方法も盛んに研究されて
いる。いずれにせよ、チップ回路技術から、パッケ
ージやボードまで含めた、統合設計技術が重要にな
ってきている。
無線通信分野

画像データの無線通信あるいはGbpsクラスの無線
LAN市場と、パーソナルユビキタス市場の期待から、
比較的短距離の無線通信が注目されている。図3に
示すように前者向きには高速化、後者向きには低電
力化の動きが加速している。
アナログ分野

デバイスの微細化によって生じるばらつきや非線
形性の増大に対処するための補正技術と並列技術に
よる高速化が中心
メモリ分野

ユビキタス時代を反映して、不揮発メモリの研究
が盛んになってきている。特にフラッシュメモリの
限界（容量・速度）を超えるためのFeRAMやMRAM

さらにはOUMやRRAMなど新材料メモリの提案が多
かった。
テクノロジディレクション（新分野）

有機トランジスタ、ナノスケール金属スイッチ
（ナノブリッジ）、超高密度チップ間接続、無線チッ
プ間接続、バイオチップなど、現状のシリコンデバ
イスや実装技術の限界を超えるようなブレークスル
ー技術が数多く提案された。

3．大学からの論文の動向
従来よりLSIの分野では欧米に比べて日本の大学
の活動が、必ずしも活発でないことが指摘されてき
た。実際ISSCCにおいて大学が関係している発表
（大学単独＋企業との連名）の割合は、図4に示すよ
うに米国が40％前後なのに日本のそれはずっと10％
前後（件数で3件程度）で推移していた。ところが、

2003年頃から増え始め、2003年には9件、2004年に
は7件になり、割合としても20％ぐらいになってい
る。これにはVDECやSTARCなどの仕組みが機能し
始めたことも関連している。
今のLSIの研究は、技術的にも市場的にもリスク
が大きいテーマが多くなってきており、大学が活躍
できる場が広がってきている。学会で発表された論
文のうち、実用になる確率が比較的高いと言われる
ISSCCで、米欧韓の大学関係論文が相当な数に上っ
ているのはこのことを反映している。したがって、
日本の大学からの論文が、この2～3年増えてきたこ
とは大いに歓迎すべきである。
一方、その内容をみると、日本の大学の特殊性も
みることができる。プロセッサーやメモリなどメジ
ャー領域の論文が占める割合が米国の大学の場合
60％程度なのに対して、日本の大学のそれは30％
程度である。別の見方をすれば、日本の大学はユニ
ークな小規模回路の論文が多いと言うことになる。
メジャー領域の研究テーマをもう少し増やすための
誘導や仕組みが必要なことはもちろんであるが、
SOC時代にはむしろユニークな研究を研究で終わら
せないで実用化に結びつける企業側の努力が必要で
ある。

終わりに
過去、ISSCCは学会と言うよりも宣伝の場（製品
紹介の場）としての性格を強めていた時期があった。
しかし、テクノロジーディレクション分野を新たに
設置したり、技術の方向性を示すメインテーマを設
けるなど、最近は技術の発展をドライブする仕掛け
を作ってきている。50年の歴史を超えて、常に最高
の学会であり続けているのは、そういう不断の努力
があるからであろう。

図3 無線通信分野の動向 図4 各地域ごとの大学からの論文の比率



司会 鈴木さんは何回かNOSIDEの司会をなさいま
したが、本日はゲストとしてご足労願いました。
就職前後の様子からお話しください。

社長にほれてサンケン電気㈱に就職
鈴木 昭和34年（1959年）に早稲田大学の理工学部
を卒業し、サンケン電気㈱に就職しました。同社
は、旧 財団法人東邦産業研究所より創設したセレ
ン、亜酸化銅など半導体関係の研究所からスター
トした、中堅会社（現売上1200億円）でした。昭
和33年に教授に勧められて工場を見学したとき、
私を案内したオーナ社長で、工学博士の小谷銕治
様に非常な敬意を感じたのです。
司会 小谷さんの人間にですか、技術にですか？
鈴木 若輩の私に、実によく会社のこと、半導体の
現状と将来性をお話下さったからです。大企業か
らの声も掛りましたが、隅田川で泳いだ下町ッ子
でもあった私はそちらの方を外しました。

最新技術を米国から学ぶ
鈴木 社長は私をブレインに育てるお考えであった
のかもしれません。調査室へ配属されて、最初の
仕事は半導体デバイスの技術的調査でした。
司会 動向調査とか現地調査とか？
鈴木 純技術的調査です。たとえば不純物拡散、エ
ッチング、気密封止等。当時、半導体をはじめ技
術の最新知識の情報源は米国でしたから、社長が
指示された資料は、Phys. Rev.、Proc. IRE等の学術
誌、米国特許公報類でした。私は辞書を片手に
日々原文に取り組み、新情報や具体的製造技術を
社長に報告し、必要に応じて関係部門にも伝えま
した。
司会 開発から商品化までの手順は？
鈴木 新製品開発委員会がテーマの決定、開発の進
捗状況のチェック、試作開発の完了、生産の決定
等を行っていました。委員長は社長。その事務局
を私が務め、各段階での判断資料の作成、マーケ
ティングやアプリケーション情報のまとめ等を行
いました。

半導体文化の育成と推進
鈴木 前述の技術調査を通じ、社内に半導体文化を
育成するキーワードは技術情報とともに特許と教
育であると考えました。
社長の指示で米国特許も取り揃え、私自身は技
術部門のレポートにも目を通して新規・進歩性が
ありそうなものは特許化に努めました。また技術
発表会やサンケン技報編集時には、原稿を手にし
て「何が新しいのですか」と執筆者に質問したり、
戸惑いのある時は「きちっと表現しないと、折角
発表しても皆さんが評価しませんよ」と苦言を呈
したこともありました。教育も人事部と共に新入
社員から専門家迄、時には一般社員に「やさしい
半導体講座」を行うという富士山型の教育で「技
術のサンケン」を目標とした所存です。
技術援助契約も随分行いました。これには技術、
特許と契約を理解しなければいけません。契約は
法的解釈と厳密な英文や用語の読みが必要です。
慎重に準備した分厚い書類を大蔵、通産、日銀、
科学技術庁、特許庁等へ提出し、社長と一緒か私
一人で説明に回りました。ドル不足時代に政府認
可を頂戴するのは大変でした。
司会 鈴木さんは社内活動に留まらず、業界活動も
熱心になさったと聞いております。

業界活動を通じて半導体産業へ貢献
鈴木 社長の推薦で早い時期から電気学会のトラン
ジスタ委員会の委員に出ました。その後活躍の場
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を日本電子機械工業会へ移し、まずトランジスタ
委員会の委員長、昭和54年に半導体技術委員会の
委員長を務めました。
司会 工業会の委員長はかなりの荷でしたか？
鈴木 委員会は毎月半日ですが、必要なことは各委
員の意見を十分に聞いてまとめることです。それ
には自分が事柄を理解していることですし、資料
も必要です。準備に時間が掛りました。会社の仕
事は減りませんから、委員会を終えて夜中に会社
に戻ったり、帰宅して仕事を処理したりで、妻か
ら愚痴をこぼされたこともありました。
昭和56年に技術に限らず半導体全般に係わる
半導体業務委員会の監事になりました。副委員長
の推薦も頂きましたが、それは辞退した次第です。
そろそろ日米半導体問題が起こり始める時期で
した。
更に、半導体調査統計委員会の監事を10年間、
昭和62年より世界半導体統計予測会議（WSTS）日
本部会の会計監事を約10年間勤めました。
司会 WSTSの日本部会での仕事は？
鈴木 個別半導体分野の日本代表として片言の英語
で講演したことがあります。又世界会議の結果を
国内で半日かけての発表会では、必ず上記分野を
担当し、また会の司会を務めました。
ハイブリッド IC委員会の委員長、登録型名委員
会（EDEREC）の委員長も9年以上行いました。平成
10年、日本電子機械工業会から表彰されました。
司会 日本の半導体産業の発展に貢献されたことへ
の感謝の印ですね。

教育に、地域スポーツの振興に
鈴木 業界とは別の二つの社外活動もしました。一
つは安田商工業専門学校の教授9年間です。科目
は「半導体デバイスと整流器」。要請もあり、原理
的というよりも最新で具体的な内容を心掛けたの
で、半導体の目覚しい日進月歩を「人に教えて、
自ら教わる」とし、その実感を味わいました。
他に、地域のスポーツの振興です。会社に地元
の新座市から役員の要請があり、「お前やれ」と
言われ、ひょんなことから卓球連盟の創立を行い、
連盟の理事長、副会長を努め、又市体協の理事長
となり、市から何回も表彰状を頂戴しました。

司会 鈴木さん、卓球の腕前は？
鈴木 早大の卓球部でなんとか。ゴルフも大分やり
ました。運動神経は鈍いです。
新座、朝霞、志木、和光の四市体協の役員も務
め、昭和49年と51年に埼玉県知事から表彰されま
した。ただ学校もスポーツも業務多忙な40代半ば
より全て手を引きました。
現在も結構忙しいです。SSISの他に、早大工学
科との係わりが継続しています。最近、現在住ん
でいる地域の稲門会（とうもんかい）より役員の要
請もありました。近々仕事が飛び込むかもしれま
せん。
サンケン電気㈱との係わりとしてはSHK会とい
う親睦会の世話役、学卒クラス会の幹事、OBの東
上沿線散策会のメインメンバーおよび音楽会のメ
インメンバーです。読みたい本、読み直したい本
も沢山あります。あまりハッスルし過ぎず、少し
でも社会に貢献できればと考えております。
これまで、格好いいことを並べましたが、なん
と言っても私は若い頃から良き師に恵まれ、そし
て良き友、良き人達に支えられてきました。これ
からも暫くはお世話になります。
司会 好きな言葉をご披露ください。
鈴木 天才とは努力し得る才なり（ゲーテ）。学生時
代の私のノートに散見される言葉です。
智に働けば角が立つ。情に棹をさせば流される。
意地を通せば窮屈だ（漱石）。
心（しん）のある常識人でありたい。これは私の
座右の銘です。
司会 貴重なお話を有難うございました。
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「ライフプラン懇談会」最後の講演を担当したの
は、プロテック代表取締役社長の古賀康史である。
同社は8年前の1996年、同じ頃に定年を迎えた日立
製作所出身の技術者4人が集まり創業した。現在、
基本的に60歳以上のエンジニア90名の集団で構成し
ている。90名それぞれは半導体・LSI、コンピュー
タ、情報通信、計測機器、機械、有機材料、金属材
料などの広範囲の分野で40年近い経験がある。人材
の出身会社も当初は日立が中心だったが、その後は
沖電気工業、新日本製鉄、日本ビクターなど幅広さ
を増しつつある。集団90名の内、同社営業活動の中
で人材を派遣し、給料を支払っているのが50名。残
り40名は待機ということになる。売り上げは年間1

億4000万円規模にまで達した。
同社の起業ミッションは、今回の講演テーマでも
ある「豊富な技術体験を生かしてこそ恩返しだ」を
遂行すること。今まで身に付けた技術で、世の中に
恩返しすることを第一とする。起業に当たっては、
二つの約束事を設立時の4人が誓い合った。一つは
親（出身会社）に頼らないこと。もう一つは、設立
趣旨の繰り返しになるが、お金儲けを第一としない
こと。あくまでも恩返しに徹することを誓い合った。
恩返しに関し、もう少し説明を加えておく。定年後
の収入には年金がある。これを基本に、プロテック
は＋αの収入のお手伝いをするのみで、会社として
収益追求は二の次。それよりもまだ仕事ができるの
であれば、働く場を提供することが第一となる。
そのプロテックが担う業務は大きく五つ。まず、
定常的な業務が文献抄録。これは科学技術振興機構
が定期的に発行する科学技術文献（英文、和文）抄
録集の抄録文の作成である。主として半導体、通信、
情報、材料、機械、ライフサイエンスの最新論文か
ら500語内外の抄録を作成し、索引のためのキーワ
ードを付す業務である。
次がベンチャー技術案件の技術的評価である。最
近は大学までがベンチャーに走る世の中。これら数
あるベンチャー企業の技術的側面を診断し、その新
規性や競合力、将来性などについて総合的に判定。
投資判断の可否情報を提供する、いわゆる目利き業
務である。銀行、証券会社、商社系ベンチャーキャ

ピタルなど合計14社からの委託を受け、今年度中に
累計評価件数は300件にも達するという。担当者は
研究、生産、営業、事業部などを幅広く経験してき
た実戦経験豊富なエンジニア集団。しかも若者には
ない、シニアならではの目利きの第六感がある。簡
潔で明快な投資指標の提供で好評を得ている業務で
ある。
三つ目が同社売上高の60％を占めるメイン部門、
公的研究機関および大学への研究支援・協力であ
る。技術の進展はミクロンからナノオーダに向かい
つつある。半導体ですらミクロンルールに別れを告
げ、ナノノードの時代を迎えつつある。広義にはこ
の半導体分野まで取り込み、バイオ分野までも総称
して、ナノテクノロジーが台頭してきている。実用
化に向け、プロセス処理装置はもちろんのこと、電
子顕微鏡などの評価・測定装置もハイエンド品が大
学などの公的機関にも導入されている。ところがこ
れら最先端装置を使いこなすには、使い手にもまた
高度な能力が要求される。一方、企業においては、
同分野のエキスパート達が定年を迎え始めた。ここ
にプロテックの業務が成り立つ。ハイエンド機器の
スタンドアローンでの稼動から、クリーンルーム内
での連続プロセスとしての使用まで、同社エンジニ
ア集団のバックアップが生きている。それだけでは
ない。業務は幅を広げ、大学の先生方への特許の取
り方と事業化に向けた企業との橋渡しまでも範疇に
入ってきている。
そして四つ目に位置するのが、技術コンサルティ
ング業務。これは文字通り、企業における新製品の
研究・開発、生産工程の改善、新技術の導入などに
関するコンサルティングである。ここ数年は壊滅状
態だったが、市況回復とともに同業務の業績は従来
ベースに戻りつつある。最後が白からのアイデアに
よる新事業の創出である。90名規模の集団になると、
様々なアイデアが生まれても不思議ではない。シニ
アだからといって、発想もシニアというのはあまり
にも失礼。新鮮で瑞々しいアイデアがほとばしる。
その中から、有効なアイデアを事業化しようという
試みである。
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5．ウエスティングハウスにて
イーストPITに新築された半導体工場はこじんま
りと纏まっていたが、入り口にはシャンデリアがさ
がり、ピストルを持ったガードが立っていた。一階
がアセンブリ、二階がウエハ工場という構成であっ
たが、高さが3メートルもあろうかという中二階全
体がリターンダクトと配管の設置フロアになってい
た。今時当たり前のことであるがその風量の大きさ
と併せて大変勉強になり、その後の我われのクリン
ルーム建設に大きな影響をあたえた工場であった。
30年を経て写真を掲載出来ないのが残念である。
私の調査事項は「P層の封止拡散」の実体調査で

あった。厚めのN型シリコンの両面に60～70ミクロ
ンのP層を形成しPNP接合を形成する高温・長時間の
拡散工程が基本になっており、オープンチューブ方
式のガス拡散の手法を用いていた。W社はこの工程
に真空封止拡散という手法を導入し、我われもこれ
に習って導入し始めていた。人の二の腕くらいの石
英管にウエハとドーパントを入れ、真空に引いて口
を水素バーナーで封じ、この封じられたチューブを
拡散炉で長時間拡散を行なう。今でいう低圧CVDの
ような方法である。ところが耐圧のばらつきが大き
く、さらに石英管が高温時に凹んで歩留まりが悲惨
な状況にあった。

W社の実態を詳しく視察し、ありとあらゆるドキ
ュメントを集めて持ち帰ったが、低歩留まりの原因
はつかめず、間もなく従来の気相拡散にもどした。
この理由の分析は割愛するが、対流が無い為温度分

布が悪かったのでは思っている。
二階ではシリコンサイリスターをモリブデン基板
に接合するまで（これをベーシックエレメントと呼
んでいた）を見込み生産し、半製品を一階の倉庫に
いれる。これを「ワールド・バンク」と称して大々
的に展開していた。一階では受注に対応してベーシ
ックエレメントやパッケージ用部品セットを金属皿
に載せて払い出し、簡単なベーキングをしてベルト
コンベアで完成品とし出荷される。
製品在庫を持たないという経営的思想からは賞賛
できるが、品質確認上の不安が残り、事実W社のサ
イリスターは市場競争から脱落していった。日本で
はしばらくこの手法を採用しなかった。30年を経て
パシベーションが進歩した今日、この思想が後工程
生産の主流になっているのは皮肉である。

6．帰路の出来事
帰路に中原氏の物語に出てくるRCAや北ボストン
のウエスタンの交換機工場を視察した。ウエスタン
では現場で質問をしていると向こうから「お前達の
月給は幾らか」との質問が出た。たしか7～8万だっ
たので200ドルと答えたところ「可哀想」と言われ
て恥ずかしかった。今大卒35歳の月給が200ドルっ
ていう国を探すのは大変ですね！
ニューヨーク（NYC）で取引先の人からブロード
ウエー・ミュージカルに誘われ豪華な夕食にありつ
いて9時頃から劇場に入った。私にその教養がなく
大方眠っていた。立派なパンフレットももらったが、

ピッツバーグ周辺への膝栗毛（2）
山根正熙幹事

ウエスタンの交換機工場
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いまや題名も役者も全く覚えていない。誘ってくれ
た某氏にごめんなさい。ホテルに帰ったのは12時近
くで夕食をしないで待っていた某上司にこっぴどく
叱られた。

NYC－SFOはAAのラグジュアリー・ライナーに乗
った。米航空会社は儲かっていたらしく、Yクラス
の後部がスタンドバー付きの広い応接になってい
た。スタンドバーにはフォアグラとクラッカーが置
いてあり、何でも飲み放題であった。現在の寿司詰
めエアラインとはまさに今昔の感がある。

SFOでチャッカリと経路を変更し、ハワイで一泊
して帰ることを企んだ。常夏のハワイは快適であっ
たが、その間に大変なことが起こったのである。
（後述）
ワイキキ浜で初老のおじさんと出会い、話し込ん
でいたがおじさんはGEをハッピーリタイアーして長
期滞在中との事だった。米の一流企業は良いな～、
我われのリタイアーはまだまだ先だな～と思って
いたら、もう我われがこのおじさん状態、早いもの
です。

7．今昔物語二題
（1）為替の影響力

前述の経過でハワイの休日を楽しんでいると、新
聞やTVで円／ドルのことを騒ぎ立てていた。当時は
輸出入と為替の関係に殆ど関心を持っていなかった
が、1＄を360円から240円に切りさげるというニュ
ースであった。帰国して360円で買ったドルの旅費
の精算をしたが2万円前後の持ち出しであった。会
社がどのように計算したかは確かめなかった。
思えば日本の自動車用鋼板が米国に怒涛のごとく

流れ込み、PITの鉄鋼業も衰退し、呼応してGEやW

社の鉄鋼向け電機品の衰退も始まっていた。この度
のドル切り下げは以上の不均衡を是正する動きであ
ったのだろう。
日本は労働集約的生産を機械化で乗り切る方向に
転換し、競争力の維持に努めたが、輸入品が安くな
ることの反動として石油関連商品の品不足がおこり、
第一次石油ショックへと連鎖していったのである。
初心者から中級プレイアーとなった日本はその後
さらに上級プレイアーに格上げされたが、ハンディ
ーの切り上げ巾が大きかった為対策を模索する「10

年の空白」を経てやっと立ち上がろうとしている今
日この頃である。
（2）W社への恩返し

米国との国力差が縮じまった1980年代に入ってW

社との技術契約が「貰うだけ」から「相互供与」に
変更された。私はこの膝栗毛行脚で教えてもらった
拡散・合金型の先進技術に対する恩返しにと写真製
版を用いて全拡散型で達成していた2500V耐圧のサ
イリスター技術を率先して供与したが、鉄鋼用電機
品というマーケットを失った先生の経営資源にはな
り得なかった。
つづいて現在主力事業となっているインバーター
用トランジスタモジュールの量産を成功させ、これ
も恩返しにと率先して供与したが、W社もGEも半導
体分野に見切りをつけており、新事業の糧には貢献
しなかった。後者は米国でも必須の基幹産業という
見方もでき、特に太陽光エネルギーの利用分野で明
るい未来があると思うが30年後の今昔物語に如何に
書かれることでしょう。

AAラグジュリー・ライナーのYクラス 土日だというのに人の少ないワイキキビーチ



計画的に旅行をすることになりますと、現役の頃
教育された目標管理が頭をもたげてきます。目標は
「50回」。そして同じところばかり行っても面白くあ
りません。出来るだけ変わったところへ行くように
という意味をこめて、「50ヶ国以上」という付属目
標の達成も目指すことにしました。目標を決めた時
点で過去分が10回くらいありましたので、順調に行
けば10年ほどで達成するはずでした。

2003年1月、南極観光へ旅立ちました。50回目の
目標達成記念旅行でした。国の数は53になっていま
した。振り返ってみると、世界遺産訪問が多かった
ように思います。2004年5月現在、世界遺産は754ヶ
所あるのですが、そのうちの2割にあたる約150所を
訪れました。日本の世界遺産11は全部探訪しました。
美しい自然に触れ、人類の文化を偲ぶことが出来て、
とても感動しました。よく「何処がよかった？」と
聞かれるのですが、返事に窮します。「全部よかっ
た」と答えたいところです。
最近行った所でよかった所を一つだけ報告しまし
ょう。南米ベネズエラ南部のギアナ高地に、エンジ
ェルフォールと呼ばれる瀧があります。世界最高の
落差を誇る瀧です。標高2400mのテーブルマウンテ
ン、アウヤンテプイから真っ直ぐ979m落下して、滝
壷へ注ぎます。落差は日光華厳の瀧の7～8倍です。
水の少ないときは途中で霧になってしまって、下ま
で届かないこともあると聞きます。
この瀧の滝壷へ行き着くのがまた大変です。険し
い山のジャングルの真中です。道はありませんし、
ヘリポートも作られていません。約50km下流の部落
から、いつ転覆してもおかしくないカヌーにしがみ
ついて、急流をさかのぼります。カヌーにはヤマハ
のエンジンがついていて時速20kmくらい出ます。こ
のスピードで岩礁や浅瀬、流木をよけながら、みん
なで体でバランスを取るのですから体中の筋肉がヘ
トヘトになります。カヌーの行程は往復約5時間で
す。さらにジャングルの中の道なき山道を1時間登
ってやっと滝の300m対岸のビューポイントに到達し
ます。途中ぶよに悩まされ、激しいスコールに会う

こともしばしば。
73才のわが身にと
っては、まさに限
界の旅。しかし、
だからこそ最高の
眺め、そのすばら
しさは筆舌に尽く
しがたい。いい旅
をしたと思ってい
ます。
これまで大きな
病もせず、事故に
も遭わず、無事に
旅行を続けられた
ことを神に感謝し
ています。資金も
何とかなりまし
た。ここまできた
のですから、足腰
の立つ限り旅を続
け、何とかエイジ
トラベラーを狙い
たいと思っていま
す。すなわち、夫
婦海外旅行の回数
が年の数を上回る
ことです。私の願
望は、喜寿の年に77回目の旅に出て、エイジトラベ
ラーを達成することです。丁度この年は私の金婚式
とも重なるので、子や孫が祝福してくれるのを夢見
ています。（「甘い」と言う声がかかりそうですが…）
でもそのためには、これからの4年間、年6回のペー
スで出掛けねばならず、ちょっと無理です。達成は
傘寿かな、米寿かなと空想していますが、ある日バ
ッタリ倒れておしまいと言うのがオチでしょう。

SSISの皆さんと、インドのお寺か、ロシアの美術
館か、はたまたガラパゴスの自然の中でお会いして、
お互いの健康を祝うことを夢見ています。
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山中和正会員

望みはエイジ・トラベラー（2）

ベネズエラ、エンジェルフォール

写真1枚に入りきらず、この写真は合

成です。
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私ども熊本県は、裾野が大変広く今後も大きな伸
びが期待される半導体関連産業に特化した企業誘致
を行っています。企業誘致の仕事の大部分は、企業
を1件1件まわって昨今の業績や業界の動向をお聞き
したうえで、その企業に合った投資環境をご説明す
るというものです。ゆえに業界の方々との人脈づく
りが誘致活動に寄与する部分は大変大きく、昨年か
らシニア協会さんの御厚意により、特別会員という
形で入会させていただき、様々な会合にも参加して
会員の皆様と親交を築かせていただいています。
私自身、県の東京事務所にてこの仕事に従事する

7年前までは、熊本県庁にて民間の方々との接触も
あまりない所におりましたため、業界の方々のお話
は仕事を離れてみても大変スリリング？で、笑いあ
り、感動ありと興味深いものがあります。このほんの
7年間で、ITバブルあり、その後のバブル崩壊あり、
中国脅威論あり、そして昨今の国内回帰論・・・
と、めまぐるしく変化する激動の産業界を横から見
る立場に身を置き、役所では感じることの無かった
民間企業のコスト意識、スピード重視というもの
を身にしみて感じております。本当に皆様の御苦労
と、それをものともされずに陽気に明日へと疾走さ
れている姿勢には、頭が下がります・・・！　会合
のたびに、まさにこんにちの我々の便利な社会があ
るのはこの人の技術貢献にあり！というエピソード
をお持ちの偉大な方々が何人も、さりげなーく横で
お酒を飲んでいらっしゃり、「おっ内藤さん、今日
も来たね！」と気軽にお声をかけていただけるのは、
さわりだけでもこの業界を知ってよかったと有り難
く感じます。
ところでそんな日々の中、最近御訪問した企業の
中で、心温まる感動のストーリーがありましたので
御紹介させていただきます。
その会社は10数年前に熊本にご進出されています
が、最近えらく好調で自社の敷地内に工場を拡張さ
れるとの事。私どもは大喜びで感謝の言葉を述べま
したが、その時社長が静かにおっしゃいました。
「実は私が社長に就任したとき、まず熊本工場の
閉鎖に手を付けようと思ったのです。そんな中、あ
る日熊本工場の従業員一同の親交会に招かれて出席

しました。このような活動は、当社ではよそにある
他の工場でもやっているのですが、出席率はせいぜ
い50％から70％といったものです。しかし熊本工場
は何と100％。従業員の全員総出で会を盛り上げて
いることに私は驚き、皆が一丸となってやる姿勢が
ある熊本工場は、何かしら秘めた力があるのかもし
れないと閉鎖を一旦取りやめる決断をしました。そ
の後景気回復等の追い風はありましたが、やはり熊
本工場従業員の仕事にかける熱意は強く厳しいノル
マもこなし、今では当社に無くてはならない存在で
す。私が新年の挨拶で一言、本格的量産を整える体
制を、と言った途端に彼らの目は輝き、自主的に新
工場のレイアウトをした模型まで作って提出してき
ました。ここまでされてはもう経営者として後戻り
はできませんもんなぁ。はっはっは・・・」と、私
どもにその模型を披露されました。
それを見ながら私は目頭が熱くなる思いでした。
工場閉鎖＝大量解雇者の発生、地元に取っては一大
ピンチですが、それを避けられたという安堵感から
ばかりではありません。昨今特にコスト重視の経営
が必要と言われ、各地で問答無用の工場閉鎖が相次
ぐ中、従業員の熱心さに光を見いだしそれに賭けた
社長、そしてそれに見事に応えた従業員の方々。ま
さにプロジェクトXのようなストーリーを当事者の
方からライブで聞き感動もひとしおでした。勝手な
感想ですが「仕事に熱心な熊本の県民性」をほめら
れたような気がして嬉しくもありました。
外回りの日々は化粧もドロドロになって大変では
ありますが、こんな感動の瞬間があるとそれまでの
苦労なんて吹っ飛び、「あーこの仕事をやってて良
かった。」と充足感を感じます。
最後に、景気も絶好調で皆さんお忙しい日々をお
過ごしかと思いますが、「こんにちは熊本県です。
近々ご訪問させてください。」のメールをお受け取
りになりましたら、わずかな時間でも構いません。
我々の訪問をお許しいただければと思います。今般、
熊本進出に伴う優遇措置も大幅に改訂して利用しや
すくなりましたので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

内藤美恵 会員



65歳は第二の人生の新人
標題は、74歳になる歴史小説作家・半藤一利氏が、

今年9月号の文藝春秋で述べている言葉である。
「折角獲得した新しい第二の人生であるから、何
かモノにしようという意欲を持ちなさい」というシ
ニア世代への叱咤激励の言葉である。
私も半藤氏に同感で、62歳の時に三省堂／創英社

から「古き地に情念の形が見える」を、64歳には郁
朋社から「黄金比の世界」を自費で上梓した。
前者には2200円、後者には1200円の価格が付け
られ、大手書店の店頭で横積み販売された。後者は
現在でも販売されている。私は、40年以上も半導体
産業の世界で過ごして来たから、歴史や民俗学の世界
は、全くの素人である。出版不況の今日、自費出版で
あるとなかなか値段を付けて、流通ルートに載せて
販売してくれない。その点ではラッキーであった。
その切っ掛けは、自分のルーツ探しから始まった。
手がかりを探すには文献がたよりで、それを理解出
来るようにするために、歴史・民俗学関係の通信教
育を受講した。その後10年掛かって資料を集め、そ
の一部を使って処女出版にこぎつけた。それが「古
き地に情念の形が見える」である。原稿をまとめ数
社の編集者に見せたところところ、「内容がユニー
クで興味がある」とのコメントで、勇気が湧いて出
版に踏み切ったのである。
半藤氏も述べているが、10年も同じことをやって
いると、何とか纏まった結果が得られるものである。
処女作の内容は、徳川家康・天海・吉田松陰・福
沢諭吉らの生き様を、従来と違った視点で探ったも
のである。同時代の無名人も採り上げた。神道・道
教・民俗学的思考・仏教・儒教を背景にして生まれ
た「武士道精神」を私流に解釈し、彼等の情念を地
図の上から眺めてみようと試みたものである。
昨年春、この著作が早稲田大学資料館に展示され、
自分でも驚いたのである。関係事務長と研究者が拙
宅にこられ彼等から説明を受けた。
明治14年の政変以来、大隈重信と伊藤博文は犬猿

の仲というのが定説である。ところが、早稲田開校
にあたって、伊藤博文が多額の寄付をして、しかも
開校式典では祝辞まで述べているのである。その謎
を解く鍵が、拙著で述べた「冨田命保」にあったと
の説明であった。
今まで諸文献では、「冨田命保」の経歴は「不詳」

とされていた。彼は元幕臣で明治新政府の高官まで
勤め、しかも明治4年の「岩倉使節団」に参加して
いる人物である。
じつは、家内の曽祖父で、日頃「経歴不詳」とい
うのは腑に落ちないと思っていたので、今のうちに
書き残しておこうと思って書いたものである。また
早稲田の3代目総長で、元文部大臣の高田早苗は、
「冨田命保」の甥である。高田早苗の座像は、有名
な大隈重信像の横にある。
この一件で、伊藤博文のご子孫からも感謝された。
趣味が昂じて書いた著書であるが、少しは、歴史
の謎解明に役立ったと思っている。
第二作目・「黄金比の世界」は、処女作が縁で知
り合った、歴史上の人物のご子孫との宴席で、某県
の民俗学会の理事長さんに内容をお話したら、「面
白い。今まで聞いた事がない。」とのコメントを戴
き書いたものである。「日本神話の世界を初めて数
値化した本」というのがこの本に対する出版業界の
書評であった。エジプト・ギリシャ・シルクロード
そして九州・大和の聖地、三内丸山遺跡の位置を、
太陽神信仰をもとに「神の比例」と呼ばれる「黄金
比」を用いて説明したものである。
歴史学の学者から、「これからの考古学や歴史研
究に理系の考えが必要である」との意見が出されて
いたが、一石を投じたと思っている。

66歳になった現在、当初目的とした自分のルーツ
についてまだ書いていない。今構想を練っている段
階である。2冊の著書を出版してみると、多くの反
省点が見つかり、少し慎重になっている。これから
が、本格的な第二の人生のスタートであると思って
いる。
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堀江 洋之 会員
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新会員の一言

谷口勝吉会員（㈱トーメンエレクトロニクス）

私は35年間輸入半導体一筋で、“ENCORE”で懐か
しい方々の消息を知り自分の歳を痛感いたしまし
た。会員として恥じない活動する所存。
神山治貴会員（㈱マクニカ）

半導体商社を経営しております。業界の変化と共
に苦楽がありますが社員の成長が楽しみです。ご指
導の程宜しくお願い申し上げます。
栗木康幸会員（東京エレクトロンAT㈱）

星野様のお奨めにより入会いたしました。川西会
長始め錚々たる諸先輩方のお考えに触れ、勉強した
いと思っております。
金子和夫会員（日本エンジニアリング㈱）

私はテストバーンインメーカーのJELを創立し、
代表としてやって参りましたが、顧問となった機会
に当協会に入りました。宜しく。

会員訃報

以下に挙げる本会会員の訃報に接しました。会員
各位にお伝えするとともに謹んでご冥福をお祈り申
し上げます。
石川明会員　2004年3月　享年67歳
早川征男元会員（運営委員）

2004年8月15日　享年65歳
小川修平会員（運営委員）

2004年9月8日　享年75歳

個人会員�

谷口 勝吉 ㈱トーメンエレクトロニクス�

神山 治貴 ㈱マクニカ�

栗木 康幸 東京エレクトロンAT㈱�

金子 和夫 日本エンジニアリング㈱�

高畑 幸一郎 （入会順）�

新入会員（2004.7～2004.9）�

会員現況（9月6日現在）
個人258名、賛助40団体
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会長　川西剛
本号担当編集委員　岡田隆

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-14-3
有恒ビル4F
TEL：03-5366-2488，FAX：03-5366-2487
URL http://www.ssis.gr.jp
E-mail：ssis@blue.ocn.ne.jp

就任挨拶

片野弘之
7月1日付で事務局長を拝命
いたしました。半導体シニア
協会も設立7年目を迎え幅広
い会員ネットワークの定着と
伝統と呼ぶにふさわしい実績
を積み重ねてきております。
定期的に実施される研修会、
フォーラム、講演会、見学会
等への参加の盛況や、海外からの問い合わせが多々
あることをみてもその存在価値が重みを増している
ことがわかります。今回大任を仰せつかり責任の重
さを感じると同時に協会の更なる発展に少しでも寄
与してゆきたいと思っております。

7月中旬に事務所の移転があり、一時的に事務の
混乱と停滞が生じ会員の皆様にはご迷惑をおかけい
たしましたが、㈱クリーン・イー鎌田社長のご援助
を得て9月には正常に復すことができました。今後
とも宜しくお願い申し上げます。

片野弘之事務局長

新事務局のご案内

去る7月16日に事務局が移転しましたので改めて
所在地をご案内いたします。新事務局は
東京都新宿区新宿5-14-3 有

ゆう

恒
こう

ビル4階（〒160-0022）
電話：03-5366-2488，Fax：03-5366-2487

E-mail：ssis@blue.ocn.ne.jp（変更なし）
URL：http://www.ssis.gr.jp（変更なし）
です。最寄り駅は東京メトロ丸ノ内線または都営地
下鉄新宿線の「新宿三丁目」、都営地下鉄大江戸線の
「東新宿」、いずれからも徒歩約6分、JR「新宿」から
なら徒歩約12分です。どうぞお立ち寄り下さい。
賛助会員連絡会・特別講演会を開催

去る9月9日に、東京･神田の学士会館において賛
助会員連絡会が開催されました。当日は十数社・30

名近いご出席を得て、協会の活動報告をし、また協
会へのご要望を承りました。
同日引き続き同会場で「特別講演会」を開催しま
した。講師はエルピーダメモリ㈱社長　坂本 幸雄
氏。100名を超える聴講をいただき、大盛況でした。
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