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司会（白根）　今日お集まりいただいた議題は超 LSIの
問題ということになっております。実はこの超 LSI特
集号の企画の一部をわたくしもお手伝いしたんですけ
れども、その問題意識の第 1は、日本の技術開発には
基本的に 1つ抜けている点があるのではないかという
ことです。つまり超 LSIというものが仮に実現したば
あいに、どんなインパクトが起こるかといった研究が
どうも不十分じゃないのかということです。
これは超 LSIのみならず、一般に言えることですけ
れど、新しい技術の開発にあたって、その開発プロジェ
クトを進めると同時に、それが達成されたら既存のシ
ステムに一体どういうインパクトを与えるかというこ
とについて評価をしたり、また利用技術という格好で
専門に検討するグループが、強力に研究を進めなけれ
ばならないわけです。
どうもそういう点の力が 1つ抜けていて、依然とし
てなにか 2番手的な発想で、すでにある程度使用実績
のある技術を導入してきた長年の癖がついていて、エ
バリエーション（evaluation）とか技術のボトルネック
（bottleneck）の調査などが欠けていると思うのです。
今回取りあげる超 LSIの開発は、ご承知のとおり電
電公社の米沢総裁がベル研を訪れて、超 LSIというも
のが今後の通信技術にとっても、コンピュータ技術に
とっても、非常に重要だという認識をもたれて号令を
されたということが、開発推進の大きなきっかけだっ
たと思うんです。

それともう 1つ、通産省が前から電子技術総合研究
所を中心にして、コンピュータの将来システムという
ことをやっているわけですけれども、ご承知のように
IBMが FS（Future System）という格好で、非常に画
期的なものを出しそうだというニュースが流れた。こ
れにたいして国産のコンピュータがどう対抗するかと
いう問題が前々からあって、この超 LSIという問題と
非常に密接に結びついた。
したがって、通産省と電電公社と両方で期せずして

ナショナル・プロジェクト的な取りあげ方をして、い
まその開発が始まったということだと思うんですけれ
ども、この技術のポテンシャルは、コンピュータのみ
ならず既存の通信のネットワートにも、幅広く大きな
インパクトを予想される点が重要なところです。
そこで、それぞれ専門の違う先生方と言っていいと

思うんですが、菊池さんは電子技術総合研究所で半導
体のほうをずっとやっておられたし、いまソニーの研
究所長をしておられるということで、そういう角度か
らお話をしていただきたいし、それから平山さんは回
路網のご専門で、また伝送・交換両方ともご専門にし
ておられますので、コンピュータだけじゃなしに通信
のネットワークにどういう影響があるかを特に取りあ
げていただきたい。
それから猪瀬さんはデジタル通信やトラヒック理論

のご専門というよりは、いわば電子工学のオールラウ
ンド・プレーヤとしていろんな領域の研究をしておら
れますので、広い角度から超 LSIがもっている問題点
を取りあげていただければ、ややジャーナリスティッ
クになってしまったこの問題を見直して、専門家にも

超 LSI 開発の背景とその影響

超 LSI は何をもたらすか
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参考になる新しい面が開けるんじゃないかと期待され
るわけです。
わたくしはこの問題の専門でもなんでもないんです
けれども、データ通信という仕事をついこの間まで長
くやっておりまして、この超 LSIの問題については非
常に関心をもっておりますんで、今日は座まわしの役
を仰せつかったと、こういうことでございます。

司会　なんといってもこの問題の発生が、日本において
は IBMに対抗という意識が背景として強く流れておりま
すので、まず IBMの FSというものは一体どんなものか
というあたりからお話に入っていただいて、それからな
ぜ「超」LSIとわざわざ言っているか、最初に菊池さん
から皮切りにお話をいただければと思うんですが。
菊池　まず FSとは何かという概念は、いくらか数値的
にしないとわかりにくいと思いまして、わたくしが頭
に描いているものから言いますと、チップのサイズは
FSでは大体 5 ～ 10mm角ぐらい（現在はまだ 1 ～
1.5mm角）。
最初に FSの話が出たときに、直径 20cmぐらいの Si

ペレットだという噂がとびまして（笑）、びっくりした
んですが、そういうばかばかしいものはあんまりリア
リスティックな描像ではないわけです。
さて、そのチップの中に入れるエレメントの大きさ
がどのくらいの感じかというと、5ミクロン角ぐらいで、
現在のかなり高いレベルが 75平方μですから、面積
にしますとまだ 3倍ぐらいあるわけですね。それから
いちばん狭いライン幅はどのくらいの細さまで加工が
いくかというと、FSでは 1μから 1μ以下ですね。で
すからここでサブμという言葉が出てくるわけで、1
μを割った精度の加工がどうしてもはいってくる。現
在、これは相当進歩したところで、1 ～ 1.5μぐらいま
でいっているというチャンピオン・データがある程度
で、3 ～ 4μあたりを低迷しているわけです。
そんなわけで一体エレメントがいくつぐらい入るか
というと、FSではだいたい数万個ぐらいがチップの中

に入る。現在かなり入ったものでも 8,000、よくて 1
万程度のようです。つまりハードウェア的に言うと、
まだかなり研究的というか、試しに使われている技術
の最高のレベルのものに比べても、まだはるかに先に
いく。じゃ、ずるずるとそこへ入り込んでいけるかと
いうと、そうじゃなくて、たとえば電子線を使った加
工のように、これまでと異なった技術が出てこなけれ
ばならないわけです。
さっきおっしゃったように、そうなるといろいろな

問題がそれに関係して、材料・使う機械・それの周辺
技術とか加工精度などに生じてきて、かなりの大きな
ステップを踏まないことには、とてもそこまではいか
ない。ですからここで、技術のシステムがひとつの飛
躍をしなければならない。もう 1つ大切なことは、ア
メリカにはすでにかなりの技術の堆積があるというこ
とです。
ですからハードウェアを主にして申し上げると、まず

FSというのはそんなものである。あとはそれがシステム
とかユーザ側にどういうインパクトをもつかという点
は、また別の角度からの問題になるだろうと思います。
司会　IBMの FSとはどんなものかということにはいろ
んな説がありまして、いま言った超 LSIを使って、非
常に高度な、これまでの延長線から 1桁以上能力の高
いものを出すだろうというような説もありますし、そ
れからもう 1つ、これも極端な説ですけれども、スピー
ドは遅くても記憶容量の格段に大きいものということ
で、むしろマグネティック・テープのメモリを使って、
いわゆるデータ・ベース・マネジメントをユニファイ
ド（unified）された格好でやるんだという説もあります。
これは FSということで、あまりジャンプしたものを

出すと、IBM自身が世界に巨大な既存のマーケットを
もっているものですから、一斉にレンタル・バックが
おこって大変なことになりかねない。そういう意味で
いけば、今までよりとびぬけて性能が高いというより
は、むしろ漸進策をとるだろうということにも一理あ
るわけです。
いずれにしても、FSというものがまだ覆面の格好に

なっていて、それにたいして日本がどう対抗するかと

IBM の Future System の実体

http://www.bcm.co.jp/


56 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.7

アーカイブアーカイブ

いう、コンピュータを中心とした超 LSIの論議がさか
んに取沙汰されている。その流れのなかで、いまおっ
しゃったように、超 LSIというのはいままでの ICとか
LSIの延長線上だけではなしに、1つの技術システムと
してジャンプしているという点は、非常に貴重なお話
だと思います。

司会　そこで、コンピュータのみならず通信の分野で
も伝送の技術とか交換の技術に、大変大きなインパク
トがあるような気がするわけです。そこらへんの問題
について、平山さんと猪瀬さんから少しお話いただけ
ればと思いますが。
平山　交換とか伝送とかに超 LSIをいかに使うかとい
う話は、あとにいたしまして、菊池さんのお話は半導
体屋の側からみたものですけれども、わたくしは回路
屋の立場から超 LSIを考えてみますと、いかに分割して、
配置を決めて、布線をおこなうかという最適化の問題
があります。
いままでの LSIでも、分割・配置・布線をいかにう
まくやるかということが、回路技術者に残された問題
なんです。集積回路になって、回路理論で設計する範
囲が少なくなってしまったと言えると思うんです。そ
ういう分割・配置・布線の最適化問題に、コンピュー
タを使って設計するという CAD（Computer Assisted 

Design）の問題があると思うんです。ところがこうい
う問題は、いわゆる大規模回路網と言われている分野
で、分割と配置とを決めて布線だけを最適にするとい
う問題すら、このくらいスケールが大きくなってきま
すと、しらみつぶし法で最適を求めると nの階乗のオー
ダの問題と言われて大変なことです。だいたい nが 20
～ 30ぐらいの問題については、nの階乗のオーダのも
のを、現在の計算機のスピードで、やる気になる時間
で工夫すればできる。ところが 100の階乗のオーダの
ものでは、現在の計算機のもっとも速いスピードでも
何年もかかるということで、やる気にならない。
こういう問題は、計算機を用いた組合わせ問題の最

適化の算法として、最近一部の研究者の中で非常に問
題になっております。それは nの多項式のオーダの問
題ならば、すなわち n3のオーダとか n2のオーダならば
やる気がする。そこで nの多項式のオーダの問題を P

型問題と言い、nの階乗のオーダの問題は NP型問題と
してやる気がしない。そこで nが非常に大きいとき、
NP問題にたいしてヒューリスティック（heuristic）算
法ということを研究する人が最近多くなっています。
ところが、ヒューリスティックなやり方というものは
どれが一番いいかというような評価にたいする論理的
説得力がないのです。で、これから超 LSIになりますと、
nが非常に大きくなって、回路技術者としてはもう設計
の完全な最適化ということに手をあげざるを得ないと
いうことになるわけです。超 LSIの回路設計の最適化
に手をあげたということになると、回路技術者にとっ
て、1桁も 2桁も違う問題点を提供されてしまったと
いうことなんです。
そういう超 LSIの配置・布線をいかにやるべきかに

たいして、どれがよかったということを客観的に言え
なくなってしまう。そうすると、とにかく誰かのデザ
インによると………。
司会　あとはヒューリスティックですか。（笑）

平山　たとえば菊池さんのデザインによって、こうい
う配置と布線をやってしまったということになる。超
LSIの設計にたいして、回路技術者としては理論的背景

伝送・交換の技術への影響

回路設計にも新しい技術展開

平山 博氏
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がなくなってくるということが考えられます。そうい
う意味では、将来回路技術者が何かそういうものにた
いして、主観的な優れた設計を認め合うという時代に
なってくると思われます。今までは回路の設計屋は客
観的な理論で、非常にうまくいくということを誇りに
してたわけですが………。
それから超 LSIになると、素子なりエレメントがだ
めになるものがそのなかに何％か出ることを見込んで、
回路を設計しなければいけないということがあります。
そのときにその冗長設計を、情報経路として並列に使
うというようなことではなくて、なにかうまく情報経
路を外から制御して、だめな素子を迂回してやるとい
うようなことになるのではなかろうかと思います。
そうなると、通信網の網制御に似通った形で、超 LSI

技術のなかで問題になるでしょう。そういう意味では、
いままでの回路技術者の使わなかった技術が出てくる
ことが考えられます。情報経路を外側からコントロー
ルすることができるように、なにかもともとの機能を
どこかに挿入しなきゃならんだろうという気がいたし
ます。超 LSIにおいて、何個かエレメントがだめだか
らといって、全部捨てるなんていうことは考えられな
いという気がするんです。
そのためには何％か、わたくしの感覚では 20％ぐら
いはと思いますが、中のエレメントがランダムにある
程度だめになっても救えるような形に設計されなくて
はならないだろうということです。その個数が大量に
出るものについては、相当な手数をかけて設計をして、
苦労するかいがあるわけですね。ところが超 LSIが将
来日本のなかでそう多数に、月産何万個と出るはずが
ないという気がするんです。そういうものを非常に苦
心して最適化をやる、という気がしないでもなかろう
かという感じがする。
そこで、さきほど白根さんが言われた交換・伝送の
なかで、将来どういう格好で使われるだろうかという
予想が問題となります。まず現在の電子交換の延長線
上で、超までいくような LSI化の方向にはいきにくい
だろう。さきほどの菊池さんのお話で、「超」とはこの
オーダを言うんだというお話を聞いたので、そのスケー

ルまではいらないだろう。しかし、LSI化の方向にはい
くと思われます。LSI化の方向のときにそういう小形に
なって、問題としてはそれだけの何かメリットが出て
こなければいけない。
いま現在、電子交換というのは2万端子を標準として、

電子交換のスケールというものがそれに見合ったよう
な形で設計されている。そのときに少なくとも能力を
20 ～ 30％、いろんな意味で増やせることが容易にで
きるでしょう。そうすると、電子交換のなかにトラヒッ
ク・コントロールの能力を付加することができます。
通信網も将来、市外回線についてトラヒックの需要が
それほど伸びないとすると、市外回線網というものが
ある程度成長の限界がきてしまうだろう。その次にや
るベきことは、障害にたいしてどこかのリンクが切れ
たならば、迂回してつなぎなさいよという、通信網と
しての信頼性向上の問題がある。そのときにトラヒッ
ク・コントロールをやるためのセンタのコンピュータ
なるものが、この超 LSIで全国通信網にたいしてやれ
るのではないかという気がします。
伝送屋の仕事として非常に日本的なものとされている

MGスイッチャという、300チャネルごとに切り替える
ものがあるわけですけれども、それのやり方がいま非常
に前時代的だと思われます。それを将来リアルタイム・
コンピュータでおこなうことが必要でしょう。今、こう
いうところに障害があったならば、あらかじめ用意され
た予備回線につなぎなさいという、辞書を引きながらそ
れをやるということをやっていますが、将来MGスイッ
チャの交換的な機能を増やして、センタでリンクの情報
を集めてリアルタイム・トラヒック・コントロールをお
こなう大形コンピュータに超 LSIが向いてるのではない
かという、わたくしの主観ですがね。
司会　いまのお話で菊池さん、何かコメントございま
すか。
菊池　コメントとして 1つだけ付け加えると、いった
い何が実質的なメリットかというと、コスト・ダウン
とリライアビリティだろうと思うんですね。それははっ
きりしているだろうと思うんです。
司会　超 LSIのたとえば製造工程にもたくさんの技術
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的なジャンプがどうしても出てきますね。その場合に、
今までの LSIが量産しやすくなるとか、そういうフィー
ドバックはあるでしょうか。
菊池　ええ、もちろんありますね。そればかりでなくて、
コンシューマ・エレクトロニクスでも、必ず波をかぶ
ると思うんです。それは全部が FSになったときにかぶ
るんじゃなくて、そのための技術開発をみんながやっ
ている間に、これも使える、これも使えると出てくる。
いま、うちの息子は高校生ですが、sin、cosのつい
た手乗りのコンピュータを使うわけです。あんなこと
は 1年か 2年前は考えられなかった。あれは小さな IC

チップでいろんなことができるようになった。そして
ついには安いのは数千円まで下がった。あれに類する
ことが、FS技術のおこぼれでもいろんなところに出て
くる。非常に大きなインパクトがあるだろうとわたく
しは思っています。
平山　超 LSIだけが目標で、技術開発をやることによっ
てほうぼうにおこぼれのあるものが、波及的に出ると
思われます。だから超LSIそれ自身を使うという分野は、
少ないかもしれないけれども、能力を上げていくとい
う副産物のほうが大きいと思うんですね。

司会　いままでのお話で、いくつかの重要な視点が出
ていますが、猪瀬さんのお立場ではどうでしょうか。
猪瀬　わたくしはシステム屋なものですから、この LSI・
超 LSIの問題にはある種のミックス卜・フィーリングを
もっているんです。1つは、わたくし自身がシステム屋
としてデバイスの進歩というものに非常に大きなインパ
クトを受けた経験があるわけです。それは 1950年代の
終りですけど、PCM交換をやっておりまして、今では基
本的な概念になっていますけれども、タイム・スロット
入替えというのを考えついたわけです。
それはどういう考え方かと言いますと、内部呼損を
減らす目的で時間軸上の位置を入れ替える、そのため
にバッファ・メモリを使うわけです。最近、PCM交換
がやっと実用段階になりましたから、今では当然の技

術だと思われているかしれませんけれども、その当時
は「おまえは面白いものを考えたようだが、おまえの
変換機はメモリのお化けだ、そんなもの高くてとても
実現できないんだ」と言われたんです。
その頃たしかバッファ・メモリ 1ビットの値段とい

うのは、ゲート 1個の値段の数倍、場合によって 10倍
したと思います。ところが現在になってみますと、こ
の関係は完全に逆転しているんですね。現状ではゲー
ト 1個のコストにたいして、バッファ・メモリ 1ビッ
トのコストは大体 1/5から 1/10ということで、設計
をしているように思います。
そういうことを考えますと、デバイス・テクノロジー

の進歩というものに、システムそのものの構成が非常
に依存している。これは、わたくし自身 25年間の乏し
い体験ですが、切実に感じています。ということは、
今後デバイスの進歩というものが、またシステムにド
ラスティック（drastic）な変化をもたらすんじゃないか、
という期待が一方にあるわけです。
もう一方では、この超 LSIというものがその期待に

十分応えるものなのかということについては、必ずし
も確信をもてないのです。それはなぜかと言いますと、
システム的立場からみると、“より早いか”“より安いか”
“より小形か”“より信頼性が高いか”のいずれかでな
ければならないわけですね。
ところがコンピュータあるいはデータ通信、電子交

換機というものに例をとってみますと、一般に早いも
のは電力を喰うわけです。動作速度の早い素子が高い
パッケージ・デンシティ（package density）をもって
くると、熱消費が非常に大きくなる。その結果、CPU

そのものは小さくなっても、べらぼうに大きな電源が
いる、べらぼうに大きな空調がいるというのが、現在
の姿です。
これは笑い話ですけど、ある銀行でコンピュータ・

センタの新築計画を提出したところが、偉い人がなか
なか理解してくれないというわけです。「なぜ次の計算
機はそんな大きなスペースがいるのか、現在の計算機
のスペース以下で十分なはずである。なんとなれば、
新聞その他でみると、超 LSIができれば計算機はいず

システムもドラスティックに変化
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るんじゃないかという気がしているわけです。
信頼性を高めるためには、MTBF（Mean Time 

Between Failures）を大きくするかMTTR（Mean Time 

To Repair）を小さくする必要があるわけです。MTBF

を大きくするほうはデバイス屋の領域なんですけれど
も、MTTRを小さくするほうはシステム屋の領域なん
ですね。MTTRを小さくするには、一体何をしたらい
いかと言うと、故障の診断性を上げる、つまり診断を
しやすくするということになります。ところが、いま
のようなソフトウェア・オリエンテッドな方法で診断
性を向上させようとしても、明らかに限界がある。
というのは、もともと診断容易性ということをまっ

たく考えずに回路の簡単化といった立場からシステム
を作ってあるわけですから、これを診断しようとする
と、ソフトウェアの面で全部カバーしなければならな
いので、非常にカネがかかってしまう。現在、自動故
障診断技術はかなり発達しておりますけれども、診断
のためのソフトウェアが本来のソフトウェアの半分ぐ
らいになってしまうんですね。それでも、診断の成功
率は 70 ～ 80％、分解能はプリント板 4 ～ 5枚になっ
てしまうという状態です。
これを解決するためにはハードウェアの構成そのも

のをより診断容易な形にする必要があるわけですが、
そのためにはかなりのリダンダンシー（redundancy）
を入れなきゃいかん。これは診断のレベルによりまし
て、本来のものの 3倍ぐらい入れなきゃならないばあ
いもありますけれども、実用上は 20 ～ 30％ぐらいつ
けたせばすむことがわたくしどもの研究でわかってお
ります。
いままでの LSIのレベルでは、これでもまだハードが

多すぎるということになりましょうが、超 LSIまでいき
ますと、20～ 30％のハードウェアの追加は、かなりリー
ゾナブル（reasonable）なものだと考えられるんじゃな
いかと思います。診断のためのリダンダンシーを追加し
ても、端子の数はほとんど増えませんから………。
超 LSI自身が信頼性が高いということも、多分事実

だと思いますし、たとえそれが現在と同レベルであっ
ても、それ自身がシステムとしての診断容易性を向上

れ掌の上に乗るくらいに小さくなると書いてあるでは
ないか」と言うわけです。
そこで、本体は小さくなっても電源は大きくなる。
空調も大きくしなければならないから、トータルから
いうとやっぱりスペースは大きくなる。また外部記憶
装置とか、入出力関係を拡充しなければならないから、
トータルとしては大きくなるんですという説明をして
切り抜けたわけですけれども、わたくし自身その説明
をして、非常に虚しいと思ったんですね。
システム・エンジエアというのはそういう説明をし
ていいのか。東京のような土地の高いところにとって
は、特に全体の床面積が小さくなるようなものをプロ
ポーズすべきじゃないかと思うんですが、それは現在
はできないわけです。

LSI・超 LSIの技術が小形にすることができるのは、
CPU本体だけなんですね。おそらく電源はもっと大き
くなるでしょうし、空調はもっと大きくなるでしょう。
そしてペリフェラルの寸法はあまり変わらないという
ことにこのままではなってしまうわけです。
司会　なるほど………。

猪瀬　そうしますと、残されておりますのは、値段と
信頼性です。値段のほうは、量産規模がどのくらいか
ということによって変わるので、まだはっきりしたこ
とは言えないように思います。しかし超 LSIによる信
頼性の向上については、わたくしはある程度期待でき

信頼性の向上に一役

猪瀬 博氏
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りもむしろスライドに音をつけたという格好でやった
ほうが、うまくいくというのがありますね。つまり、
静止画の適した領域が多くあるということです。
それからもう 1つ、画像記録のほうでは、電話シス

テムに本質的に欠けている、記録性を保持できるとい
うメリットが 1つと、それから日本は漢字を使います
から、どうしてもタイプという形にはなかなかなりに
くい。したがって、ファクシミリとかテレメールとか、
日本のばあいにはヨーロッパとかアメリカに比べても、
はるかに有望ではなかろうかと、こういう感じをもっ
ているわけです。そのなかに、たとえば LSIという問
題を持ち込みますと、動画についてはメモリが安くな
れば、帯域圧縮によっておそらく現在の 20倍ぐらいの
チャネルがとれるなんていうことも、理論的には言え
るわけでしょうし、それから静止画については、送信
部と受信部でいっぺんメモってやれば、安い伝送路で
も静止画は相当送れるということは大変な新しい可能
性じゃなかろうか。
それからファクシミリについては、今いろんな端末

が出てきていますけれども、スピードが違ったり規格
の違うもの同士の、つまり異種規格端末を結ぶという
ことを考えますと、いっぺんメモってやるという機能
は、えらい大きな革命なんですね。
コンピュータもさりながら、人間というのは視覚情

報が 60 ～ 80％というわけですから、いわゆる画像通
信というものが爆発的に普及する芽を超 LSI技術のな
かに含まれているんじゃないかと思うわけです。
猪瀬　フレーム相関なども昔からできることはわかっ
ていましたけれども、テレビジョン信号のワン・フレー
ム分をデジタライズしたメモリを使う帯域圧縮なんて、
頭のなかで考えつくかもしれないが、経済的にペイし
ないと思われていました。それが LSIを使えば十分ペ
イするようになっていますからね。
司会　CCD（Charge Coupled Device）といった競争技
術も、静止画についてはあると思うんですけれども、
しかし仮にメモリがほんとうに安くなれば、単にコン
ピュータだけじゃなくて、そういう通信の本質的な問
題にも、非常に大きな影響がありそうです。したがって、

するためのハードウェアをなかに含み得るということ
になれば、総合的にみると信頼性はかなり上がるんじゃ
ないか。そのへんにむしろわたくしは期待をしている
というのが、現状です。

司会　どうもありがとうございました。ワン・ラウンド
お話いただいたわけですけれども、わたくしはずっと電
気通信事業に 27年間携わってきましたが、これまでと
違った意味で最近しきりに、このあと電気通信の技術に
は、一体どういう夢があるんだろうかという話が出るわ
けです。電話も昭和 50年の 8月 29日に 3,000万加入
を超えたということは、大変なエポック・メイキングな
ことでございまして、ほんとうに市民大衆レベルのユー
ティリティになったことで、あらためて次のステージを
考える時代に入ったことを示しております。
電話事業が明らかに成熟期をむかえた今日、実はい
くつかの新しい展開をわたくしは予想するんですが、
その 1つとしてデジタル・データ交換網があります。
いよいよ東京・東銀座局で実験に入りまして、近い将
来デジタル・データ・ネットワークというものが、日
本列島に展開されることになります。そうしますと、
コンピュータ・ネットワークの成立をはじめ、符号通
信の分野がまた 1つの新しいジャンプをするんじゃな
いかということが、1つですね。
それから 2番目に、わたくしは画像通信というもの
に非常に着目しているわけです。画像通信の話題が、
テレビ電話という形から始まったために、顔を見て話
したってしょうがないじゃないか、というような話に
なっちゃったんですけれども（笑）、実は、画像通信に
はいろんな種類があるわけでして、大きく分けると映
像通信と画像記録通信という 2つに分けることができ
ます。まず映像通信のほうで言いますと、一般にいう
テレビジョン放送、つまり動画用のテレビジョン方式
のほかに、静止画テレビジョン方式というのが、これ
から非常に注目すべき分野だと思います。
たとえば解説なんかするばあい、ムービーでやるよ

符号通信、画像通信の普及に好果
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間たつと 0.01円ぐらいまでは下がる。
司会　3桁ですね。
菊池　そうです。いまちょうど真ん中へんにいるわけ
ですね。こんどはチップあたりのビット数で言います
と、1965年あたりに 100のオーダだったのが 20年間
に逆にちょうど 3桁ぐらい上がりまして、数十万とか、
そのへんまで上がっていく。
ですからさっきお話がありましたように、とんでも

ないものが身近になって、新しい可能性がひらけると
いうのがずいぶんあると思います。いまは特別な技術
のように思いやすいけれども、そしてコンピュータ屋
さんにはそういうダイレクトなインパクトがあると思
いますけれども、もっと広い意味でのインパクトとい
うのを、非常に感ずるんですね。

FSの技術には、二面性があります。まず基本思想は集
積回路と変わっていないわけです。要するに Siのペレッ
トの上に酸化膜つけて、いろんなものを図形を入れて作
るということにおいては、ちっとも変わりません。とこ
ろが一方、いままで使っていた道具じゃだめだというわ
けです。光じゃだめで、電子線になる。電子線でも足り
なくて X線になるんだというように、いままで使ってた
道具がオブソリート（obsolete）になるという意味では、
たしかに飛躍ではあるわけですね。そういうハード技術
の進展がもつインパクトのほうがだいじで、気をつけて
みなければいかん問題だという気がします。
平山　わたくしはいまその話を聞いて思うんですが、
歴史なんかをみていますと、集中政治というのが、ある
ところまでやるとだめになって、次に分散して地方分権
になって、地方分権をある程度やると、また中央集権の
時代に移る。そういう人間の歴史のなかで、ものすごく
集中のなかで能力を上げる方向と、それがあるところま
でいっちゃうと分散のほうに能力を上げるという、二面
性が同期的にくるんじゃないかと思います。超 LSIとい
うのは集中化の最終目標のような気がするんですよね。
もうそこまでいってしまうと、いま菊池さんが言われた
ように、その技術をやりながら分散する方向が次にやっ
てくる気がします。多様化されたターミナルのなかに、
チップの能力を利用する方向が、いわゆる分散化の方向

有線都市構想においてもわざわざ新しい端末と同軸
ケーブルを組み合わせるという発想よりも、現在の電
話線がせっかく家庭にいっているわけですから、これ
をそのまま利用した情報革命だってあり得るんじゃな
かろうかというのが、わたくしの1つの期待なんですね。
それからもう 1つ、わたくしがデータ通信の仕事を
していていつも思っていたことは、ソフトウェア作り
に高度なインテリジェンスを要する人間が、マスでい
なきゃならんという問題です。さらにコンピュータを
使うにも、専門家が介在しないとうまくいかないとい
う問題ですね。そこでソフトウェアのハードウェア化、
つまりファームウェアを超 LSIによって、どれだけ実
現性があるかということが重要な点だろうと思います。
ところで、この問題をめぐってさきほどから 2つの
論が出ているわけです。1つは専門的な意味でインパク
トがあるという問題と、それから菊池さんがご子息の
話でさっきされてたような、誰でもコンピュータにア
クセスしやすくなるという方向ですね。
これに関連していま30代とか40代の人間というのは、
ラジオ少年という格好で育ってきたわけです。やがてマ
ニアになるわけですが、これからはどうもラジオ少年
じゃなくて、コンピュータ少年というのが近い将来出て
くるんじゃないかということです。ワンチップ・コン
ピュータとかマイクロ・プロセサとかいうんですけれど
も、アメリカはすでにコンピュータ・キットがだいぶ出
てきているようです。まもなく、40代以上の人間がもっ
ているようなコンピュータ・アレルギーなんていうのは、
ちょっとお笑い草になってしまうということだって考え
られる。そこまでいくと、技術の問題としてよりは、む
しろ社会的な意識の問題とか価値体系の問題まで入って
くるというようなことが着目されると思うんです。

菊池　さっきお話が出ました値段等については、たと
えば 1965年ぐらいから 10年おきにみますと、いまい
ろんなデータがありますけど、1ビットあたりいくらか
というのは、1965年あたりで 10円としますと、20年

社会的価値体系も変転
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夕をおいて共同利用という形はあまりなくなるだろう
という発想がありますけれども、結局集中と分散をう
まく使い分けしていくという形になるんじゃなかろう
かというのが、わたくしの感じなんですけれどもね。
どうでしょうか。
猪瀬　まさにそうだと思いますね。データ通信の第 1期
では、スター状になんでもかんでも中央に集中していく
という形でした。それは結局グロッシュの法則というも
のが成り立っていたからです。ところが現在、スケール・
メリットが飽和してきています。超 LSIができればまた
伸びるのかもしれないけれども、さきほどおっしゃいま
したように、超 LSIというものがソフトウェアそのもの
にどれだけインパクトを与えるのか。OSのようなオー
バーヘッドを食うようなものをどれだけ救済できるかと
いうことが、まだわかっていないわけですね。
そうなってくると、集中化されたリソースをシェア

するという従来のいき方だけでいいかどうかという点
については、疑問があります。一方、インテリジェン
ト化によるマン・マシン・インタフェースの改善はも
ちろんですし、ローカルに処理できる仕事も非常に多
いわけで、それをローカルに処理するためにはむしろ
末端にインテリジェンスを拡散させる方向へ進むので
はないかと思います。
もちろんそういう状態になりますと、拡散した末端

のインテリジェンスをいつでも利用できるような格好
にしておかなければならない。そうするためにはネッ
トワーク化も必要ですし、リライアビリティも上げな
きゃいかん、また末端においておける程度に安くする
ことも必要です。そのためには、集積度の向上という
もののメリットは大きいんじゃないかという感じがす
るわけですね。

司会　もう 1つのお話で、さきほど平山さんから端末
のあり方という問題が出たんですけど、実は 7 ～ 8年
前からポスト・カラーテレビという話がありまして、
家庭電器の次のものは一体なんだという話がずいぶん

と言えると思うんですが……。
各種端末のなかに処理能力を入れた、インテリジェン
ス・ターミナル的なものがどんどん使われやすくなる方
向にいくのではないか。画像通信などにも使われ、加入
者端末という宅内装置のなかに、多様化された端末が
入ってくることを予想しながら、将来の情報システム・
デザインをやらなきゃいけないんではないか。端末に能
力を増やすことは、現在では経済的に非常にむずかしい
話ですが、将来はそういうものがあるということを建前
にし、いかなるものが将来ニーズとして潜在ニーズがあ
るかと考えることが、情報化社会というものに対応した
将来の情報システムに重要なことと思います。

司会　セントラリゼーションとディ・セントラリゼー
ションという傾向は、社会的な動きのなかにもあるし、
技術のなかにもあるというお話は、大変興味深いわけ
で、集積度をどんどん上げていったことで、逆にそれ
を使ってローカル・プロセサといいますか、むしろ分
散してローカルに処理してしまうシステムが、相当多
くなってくる。
しかし逆にそういうものが出てくると、そのうえに
立って、さらにセンタで処理すべきものがまた出てく
るだろうと思うんですね。分散型でやるものと集中型
でやるものが 1つのネットワークを形成していくこと
になる。一般には超 LSIが出て、マイクロ・プロセサ
という時代になってくると、センタに大形コンピュー

生かされる集中、分散化

ポスト家電、複合端末への期待

菊池 誠氏
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実は電電公社からみると、料金の代理徴収という非常
に厄介な問題があって困るんですけれども、しかし電
子交換でそういう機能をもてれば、非常に簡単に代理
徴収だってできるかもしれません。
超 LSIだけに期待するわけではないんですけれども、

電話のネットワークには非常に夢があって、それにブラ
下がるハードウェアに着目するよりも、いわゆるサービ
スとして新しい産業が相当巨大なマーケットをめざして
成立するんじゃないだろうかというのが、わたくしの年
来の夢なんですけれどもね。ここらへんは、菊池さんが
いろいろなご意見があるんじゃないでしょうか。
菊池　ボストンにいたときのことですが、あそこに有
名なオモチャの専門店の“シュバルツ”があるわけです。
見てると、おばあちゃんが出てきて案内してくれるわ
けですよ。「おたくのお子さんいくつ ?」というから「4
才」と言うと、「見てあげましょう」と、おそろしく幼
稚なオモチャをみせるわけですよ。しみじみ感じたの
は、日本の子どもの知能、アクティビティというのは、
オモチャでみても非常に高い。中学生ぐらいまでは国
際的にみて高いわけですね。日本人はある意味では非
常に知能アクティビティが中の上ぐらいに非常にそ
ろっている。
そう考えますと、もっともっと知能的な遊びとか知

能的な活動に関与したレジャーとかいうものがこれか
ら増えてしかるべきです。この間ヒューレット・パッ
カードに行ったときに、あそこにベルにいたジョン・
モル氏がいるんですよ。集積回路の研究所の所長にな
りましてね。

あって、当時わたくしは技術予測をやっていましたか
ら、何かアドバイスがないかということをよく言われ
たものです。情報化社会論というのが当時非常にさか
んだったものですから、家庭に至るまで複合化された
情報端末がはいるだろうという話があって、これをポ
スト・カラーテレビに期待するむきがあったわけです。
そこから出てきた 1つが、例の映像情報システムで、
CATVとか、ああいう発想につながったと思うんですけ
れどもね。
その当時からわたくし言ってたことは、もし家庭に
普及するなら、値段が安くて操作性がうんとよくなきゃ
だめだということですね。
そういうふうに考えると、新しい複合端末を作ると
いうあり方よりは、むしろ現在ある端末をうまく使う
ということのほうが非常に大事じゃなかろうか。幸い
電話もプッシュホンになって、コンピュータにアクセ
スできる格好にもなっている。さらに電話が一番の欠
点としているのは、記録性をもたないということです
ね。仮にもし 5万円以内ぐらいでファクシミリ的なも
のができるとすれば、そういう画像記録端末と電話機
を組み合わせることで、ずいぶんいろんなことができ
るはずです。
それから、せっかくカラーテレビという優秀な家庭
端末があるわけですから、これを使って静止画の画像
サービスを受けるなんていうことだって、あり得るん
じゃなかろうかという、わたくしは 1つの夢みたいな
ものをもっているわけです。
したがって電話単体で、従来事務所でも家庭でも、
情報の主役としてデンと収まっているわけですけれど
も、ほかの端末と両方一緒に使うとか、なんかそうい
う可能性が出てきたんじゃないかということが 1つと、
それからもう 1つは、これから電子交換がどんどん入っ
てくるわけですね。
そこで、もし仮にさっき平山さんのお話のようにコ
ントロール機能なりメモリ機能が、もっと大幅に加わっ
てきたばあいに、いまは無料サービスという格好でやっ
ているいろんな情報サービスが、有料の格好でだって
可能性があるんじゃないか、ということです。これは

司会・白根 禮吉氏
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司会　今日は LSIの問題から遊びの問題までいっちゃっ
たんですけども（笑）、何かそういうふうな捉え方が 1
つあって、昔は生活のために狩猟をした。狩猟がいま
はスポーツになっているといったあたりですね。そう
いう動きにたいして、それは非常にけしからんと、教
育パパやママが電卓を絶対子どもに使わせないという
話をしばしば聞くんですけれども、しかしほんとうに
それが正しいあり方なのかどうかということですね。
これは少し楽観論すぎるかもしれませんけれども、ブ

ラック・ボックス化したものが相当増えたと言っても、
それはほんの一部だという感じをもっているわけです。
たとえばコンピュータで、ブラック・ボックスになった
としても、それは知的空間のなかでのほんとうに極限さ
れた部分であって、逆にそういうものが扱いやすくなっ
たばあいには、それを上台にむしろ別の知的領域が挑戦
すべきものとして開けてくるという考え方だってあるん
じゃないかとわたくしには思えるわけです。
そういう点では平山さんはまた数学の大家でもある

んですけれども、いかがでございますか。
平山　遊びが話題の 1つになっているんだけれども、
いままでの日本の社会ではなにか悪につながっていた。
われわれ年輩の小学校 1年生のときに、修身で“よく
学びよく遊べ”というのがあったんだけれども、いま
やここ 20何年間では、よく働く人間が一番良き人間で
あるという社会通念となっていた。それが“よく暮し、
よく働き、よく遊ぶ”という、3つ調和のとれた形がこ
れからの若い層の期待像のような気がするんです。
さきほどのオモチャの話なんか 1つの例だと思うん

ですけれども、自分の意思でやってみるということの
遊びが、非常に歓迎される。社会構造がいままでのよ
うな現体制がそのままいくとすると、自分の意思決定
をする余地がどんどん少なくなってくる。そういう知
能的な能力を養いたいし、やってみたい。われわれは
碁であるとかブリッヂであるとかで今までやっている
わけだけれども、これからはそういうものがコンピュー

わたくしは「そうそう、あんたに見せてもらいたい
ものがある」と、ヒューレット・パッカードの手乗り
のコンピュータで、プログラム入れて、ゲームをやる
やつがあるんです。あれやらせろと言ったら、ちょう
ど持っているんです。ニムというゲーム。わたくしが
負けると、55178という数字が出る。逆さにすると
BLISSとなるわけです。
つまり、ああいうのはほんとの走りですけど、手軽
で安くて、リライアブルな非常に小さなチップで、か
なりのアクティビティ、能力のあるものができれば、
工夫の仕様によってはまだずいぶん開拓する領域があ
る。それが日本人の社会にはずいぶんマッチする面が
あるんで、そういう付帯効果みたいな現象がいろいろ
出てくるんじゃないかと思います。この項、ピンポン
の遊びがあるでしょう、ブラウン管で。あんなのはほ
んとの手はじめでしてね。
司会　いまのお話、わたくし非常に共感もつんですけど、
電気通信科学館が 7月 1日からオープンしたわけですけ
れども、思いがけないほどたくさんの人がくるんですよ
ね。しかも若いアベックが目立つんです。それを見てい
ると、いまおっしゃったように、知的な欲求をみたすサー
ビス施設といいますか、知的アスレチック・クラブみた
いなものが、成立する段階に日本もきているんじゃない
だろうか。つまり車が普及したために、わざわざ運動す
るためのアスレチック・クラブが、いま非常にはやって
いますけれども、知的な面でもだんだんブラック・ボッ
クス化してきますから、知的な運動をする場が必要に
なってくるということがあると思うんですよ。
コンピュータから電卓までブラック・ボックスになっ
ちゃって、いままでわれわれが思考のひとつの訓練と
して、算数とか代数とか、あるいは高等数学までやっ
てきた。ところがパッと結果が出てしまうということ
になると、ちょうど車に乗ってあまり歩かなくなった
というのと同じような意味で、意識的に知的アスレチッ
ク・クラブで補うなんていう発想がどうもこれから必
要になってくるかもしれません。

社会通念の変革と新領域
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座談会

超LSIは何をもたらすか

ちゃいけない、大きな情報処理能力がなくちゃいかん。
これが現在ですと、すぐ 1億円、2億円になっちゃう。
それが超 LSIでずっと安く、しかも操作性が非常にいい
ものができれば、人間のクリアティビティ（creativity）
というものを、より多く、より苦労少なく引き出すこと
ができるんじゃないかと思うわけです。
たとえば人間文化財なんていう人たちが、よくテレビ

なんかで見ますと、おばあさんが寒い縁側かなんかで
もってこごえ込んで、機かなんか織っておりますわね。
あれは大変立派な方が識っていて、それだから 1反何
百万円もする紬かなにかできるわけですけれども、なに
もご高齢の人にああいう苦労をさせなくても、クリア
ティビティをもっと楽に引き出す方法があるんじゃない
かという気がいつもするんです。人間文化財のような方
がそういうシステムをインタラクティブに操作すること
で、より多量に、より高度のクリアティビティ、インテ
リジビリティを引き出すことができるんじゃないか。
そういうことを言うと、そんないい環境のなかでは

芸術というのは育たないんだ、ということ言われる人
があるんですが、必ずしもそうでないと思うんです。
科学的なアプローチというものが、人間の芸術性とい
うものを損なうものではない。損なうとすれば、やり
方が悪いんだと思うんです。そこには将来多くの分野
が残されている。現在のコンピュータ・アート程度で
はそれほど芸術的でないと考える人もいると思うんで
すけれども、それはまだ入口であって、これからのア
プローチにどれだけのインテリジェンスを投入するこ
とができるか。しかも非常にケアフルに投入できるか
ということによって、そこに大きなものが開けるはず
で、それは超 LSIぐらいでないと、永久に経済的に実
現性をもち得ないんじゃないか、ということは言える
んじゃないかと思うんですね。
司会　ありがとうございました。
　

司会　現在の情報技術の進展は、すでにきわめて社会
的な問題として捉えられるべき段階だし、そういう意

タ化とか情報化というもののなかで、知的遊びがとら
まえられてくるだろうという気がするんですね。
それがいままで情報伝達とかあるいは情報処理とい
うものの手段が、まじめ集団のなかにのみ使われてき
ているのを、遊びという不まじめ集団のなかで考えら
れなければならない。情報システムというのは常にサ
ポート・システムなんです。支援する相手として遊び
を考え、情報システムに適応した遊びを用意してなきゃ
いけない。そういうものを誰か非常に知恵のある人が、
やる気がしなければならない。知的遊びを発明する人
が、社会でもてはやされなきゃいけないと思うんです。
これからの社会のなかで、知的遊びの、情報ソフトを
考える集団がカッコいいと言われるような時代になる
と、非常に情報化が進むだろうという気がする。
司会　この間もコンピュータ・アートというのがソ
ニー・ビルで開かれました。わたくしはその企画委員
会の委員をやってまして、今年はおカネがなかったも
のですから、コンピュータ・アートといっても、もっ
ぱらグラフィックが多かったんですけれども、しかし
女子美術大学の学生がたくさん意欲的なものを出して
まして、コンピュータというものもだんだんとそうい
う格好で、一般の美術畑まで入ってきていることに、
わたくしは非常に興味もったんですよ。
過去 10年間で一番日本で増えた職業というのは、い
わゆるデザイナというやつで、これが 30何倍、ほかは
多くても 1桁です。デザイナというのはよくわかりま
せんけれども、服飾の分野だけでもプティークだとか
オートクチュールだとかプレタポルテなどとむずかし
いフランス語がつく店がやたらにあって（笑）、とりわ
けインテリア・デザイナという仕事が一番若者に人気
があるということです。やがて 10年ぐらいの間にコン
ピュータを使ってのレジャー・デザイナとか、そうい
う職業なり産業なりというのは、非常に面白いんじゃ
ないだろうかと思うほどです。LSIの話がいまそっちの
ほうに展開されましたけれども………。
猪瀬　さっきからお話のあるような、グラフィック・ディ
スプレイのように、人間とインタラクティブ（interactive）
に動作する端末というのはメモリも相当大きくしなく

開発実現への期待と問題点
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くしは技術的にそれがやれそうな開発研究はやらねばな
らない使命があるような気がします。日本全体のそうい
う能力を上げていく方向に、ナショナル・プロジェクト
としてぜひやってもらいたい。とくにそれは一企業では
できないくらいの大きなことではないかと思われます。
そういうものができたところで、超 LSIのよりよき

使い方であるとか、超 LSI技術の副産物をよりよき方
向にするかというのが、次の問題と思われます。
司会　なにはともあれ、菊池さんのお話にしても、平山
さんのいまのお話にしても、日本も先頭型の技術開発と
いう試練にさらされてきたということだと思うんですね。
先行きがどうなるのか、きわめて予測もむずかしいし、
せっかくやったものがあるいはある段階で陳腐化したり、
方向が間違ってたと気がつくことがあるかもしれない。
しかし、やはりこれだけ日本の経済のパイも大きく

なっているわけだし、そういう先頭型のものをやると
いうことは、日本全体にとって非常に重要なことだし、
これは失敗にめげず大いにやってほしいということで
す。われわれ外野ですけど、大いにそういう期待をも
つわけですけど、猪瀬さんどうですか。
猪瀬　わたくしは超 LSIそのものは、大変立派な技術
だと思っております。しかし、その技術のメリットが
生きるように、その周辺技術の手当も必要だと思いま
す。つまり超 LSIと並行して超電源、超エアコン、超
周辺機器というものもしっかりやらないと、超 LSIの
もつシステム的なメリットというものが、十分活かさ
れなくなるんじゃないかという気がします。
日本の技術は戦前からピークは非常に高かったわけ

ですけれども、それをサポートするまわりの技術がな
かったために、総合的なシステムとして生きなかった
ケースがしばしばあるわけですね。いまおっしゃいま
したように、日本がこれからトップに立つというとき
に、戦前の軍事技術がそうであったような失敗を繰り
返さないためには、せっかく開発したピークの技術の
メリットが十分生きるように、まわりをもち上げる努
力も必要だという気がいたします。
司会　どうも今日は活発な論議をしていただいてあり
がとうございました。

味では今日は非常にふくらんだ議論をしていただいて
ありがたかったんですが、もし言い足りない点がござ
いましたら、ひと言ずつお願いしたいと思うんですが、
いかがでございましょうか。
菊池　一言だけ付け加えますと、さっきはえらく簡単
そうに言いましたけれども、実をいうと、ハードウェ
アの面からみると、すべてが実は大変でして、たとえ
ばレジン（resin）一つとってみても、いままでのレジ
ンが使えるかどうかわからない。それからエレクトロ
ン・ビームでああいうマスクを作り、露光していくと
いうのは、また新しい領域ですし、なにより困るのは、
装置の値段が非常に高いということで、とにかくイン
パクトを考えて何か手をつけますと、それだけで大変
な投資になるわけですね。
新しい技術の寿命が短いでしょう。昔にくらべると、
投資して少したつとその時代が終わるわけですよ。し
かもある技術が絶対に必要かどうかというのは、ある
程度使わないとわからんわけです。かといって、人が
やってくれるまで様子をみようといってたんではいか
んかもしれない。その場に立つと、これでなかなか苦
労が多くて、こんな気楽に話しているわけにいかない
（笑）、という面があるということだけです。
司会　これは非常に重要なことですね。今日は気持ち
よくしゃべり過ぎたという感じもあるかもしれません
ね（笑）。
平山　「それを超 LSI化しなければならない」というニー
ズがあるかと言われると、疑問な点があるような気が
するんです。いま菊池さんが言われたようなむずかし
さを乗り越えてまで、経済的にもまた多数の人間を投
入してやるだけのことがあるかと言われると、現時点
では幾分疑問点がある。しかし、日本のいままでの成
長過程なり技術の進歩の過程からいって、それをやら
なければ、何か技術者としての方向性を失うような気
がするんです。
それはやはり現在のポテンシャル・エナジー（potential 

energy）をそこへ吐き出して、次のポテンシャル・エナジー
にするためにやるべきであって、それがすぐ何に使える
かというような方向ではなくて、大学の人間としてわた
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