
ーー半導体の研究を始められたきっか
けは？
西澤　当時、東北大学にあった特別研
究制度を利用して、私は卒業後も研究
を続け、その後、渡辺寧先生の研究室
に移りました。1948 年の 12 月のあ
る日のこと、GHQ を訪れた渡辺先生は、
米国のベル電話研究所が半導体を使っ
た固体増幅器を作ったことを耳にした
のです。翌年の 3 月頃、渡辺先生か
ら『お前も半導体の研究を始めろ』と
指示されたことがきっかけです」
ーー 1950 年 9 月 11 日には早くも、
99％以上の効率で働く pin ダイオー
ドの特許を出願されました。続いて
52 年に APD（アバランシェ・ フォト
ダイオード）、53 年に pin フォトダイ
オード、また 58 年には耐圧 2300 ボ
ルト、400 アンペアという、当時と
しては驚くほどのハイ スペックを実
現されています。こうした実績を生み
出す取り組みとはどのようになされて
いるのですか？

西澤　ごく普通ですよ。強いて言えば、
納得いくまで物を考えることでしょう 
か。そして、考えた結論を元に試して
みる。自分をごまかさずにコツコツと
考え続けるプロセスこそ、新しい発見
に繫がります。ですが、若い人は情報
を取り入れることが上手で要領が良い
から、諦めるのも早い ( 笑 )。
ーー続けることの不安はないのですか？
西澤　もちろん不安だらけです ( 笑 )。

「これが正しい方法なのか？　誰かが
先に結果を出すのでは？」と。ただ、
諦めて終わりにすると、後には何も残
りません。 優秀な研究者でも、「あの

ころもっと粘って続けていたら、踏み
込んで調べていれば」と 後悔するこ
とが少なからずあります。せっかく得
た機会を逃さないことが、とても重要
なんですね。
ーー1958年4月には「半導体メーサー」
という名称で、光増幅を特許出願され
ました。当時はレーザーという言葉は
なく、マイクロ波を増幅するものを 
メーサーと言ったようですね。
西澤　1955年に、私は世界で初めて
マイクロ波の増幅に成功し、固体メー
サーを実現しました。そして、半導体
なら連続増幅できるのではと考えたの
です。アイデアを具体的な形として実
現しなければ世間は評価しません。な
ので、研究費を捻出するため奔走しま
した。しかし企業は 「できるかできな
いかわからないものに金は出せない」と、
にべもありませんでした。
ーー結局、半導体レーザーは米国に先
に実現されたことにされ、先を越され
てしまいました。

西澤　その時、喜安善市先生が「半導
体レーザー光の伝送は何でやるのがい
いかを考えて欲しい」と言われました。
私は「ファイバーが良いと思います」 
と申し上げ、1964年に画期的な光伝
送線路として、内部に屈折率分布を持
った集束型グラスファイバーを特許出
願し、翌年「米国電気電子学会誌」に
論文を発表しました。ここでも日本人
の反応は鈍く、真っ先に見に来たのは
ベル研究所のピアス博士です。帰米し
て、すぐにコーニング・グラス・ワー
クス社と共同開発を始めています。
ーー先生の独創はたいへんスケールが
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絶えず夢を見ているんですよ。
こういうこともできそうだな、
ああすればいいんじゃないかな、と。
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ち早くニューデバイスを開発し、工業 
化して世界中に供給することが求めら
れています。エネルギーの有効活用度
を上げていくことが、喫緊の課題です。
ーーでは、人類の課題は？
西澤　たくさんあってきりがないです
よ ( 笑 )。まず食料が不足しますから、
食物が早く育つ、暗くても育つ、とい
うのがテーマでしょうか。昼は日光が 
ありますが夜はありません。夜になる
と、地球の裏側から電気を引っ張って
きて、LED で育てるとか。
ーー遠隔地から電気を引っ張ってくる
のは、先生が開発された SITHY( 静電
誘導サイリスタ ) の発想ですね。
西澤　1971年に、SIT 原理をサイリ
スタ（半導体製の電気スイッチ）に使
う論文を米電子電気学会の雑誌に載せ
たところ、早速飛び込んできたのが
GE でした。この SIT サイリスタで直
流送電をやりたいが、ロスはどれだけ
あるかと。その時初めて、直流送電の
重要性を教えられたのです。 EPRI（米
電力研究所）でも、電力の安定供給化
に使いたい、という話があります。砂

漠に太陽電池を並べて発電する発想で
すが、太陽電池は低電圧、大電流です
から、高圧送電線に流すには交流に変
換しなければなりません。私は 1986
年に、直流送電で水力発電を生産工場
や大都市周辺へ送電するシステムを
OPEC 総会で発表しました。 SITHY
( 静電誘導サイリスタ ) は、300KHZ
で 98%、20KHZ 発生 で 99%とい
う値を得ています。
ーー世界中に喜んでもらえるイノベー
ションや新産業を提供できれば、日本
も沈没しないで済みますね。
西澤　人類の生存と未来を決定する分
岐点が、そこまで迫ってきています。
地球規模での危機を科学技術の力で回
避し、人類の次の世代にバトンタッチ 
したいですね。
ーー先生の身近な関心や悩みは何でし
ょうか？
西澤　人工ガソリンを作るとか、人の
やってないことをやってみせることで
すね。まだまだやりたいことがたくさ
んあることが悩みです ( 笑 )。

夢想するだけでなく、
それを作らなければならない。
結果を出すことこそ、
科学者の使命なのです。

大きいですね。できないと結論づけて
いる論文があっても、果敢に挑戦する。
そこには、支配的な物の見方や共通 
の思考の枠組みを超える何かがあるよ
うに思うのですが。先生は、どのよう
に着想されるのですか？
西澤　絶えず夢を見ているんですよ。
こういうこともできそうだな、ああす
ればできるんじゃないかな、と思うわ
けですね。でも、夢だけで終わらせて 
は科学者ではありません。夢を形にす
ることこそが大切ですし、それが達成
できれば大きな喜びにもなります。
ーー科学技術の研究は日進月歩ですし、
進歩した研究の先のテーマを追い求め
るのですから、費用も必要ですね。
西澤　最先端の研究には多くの費用が
かかります。政府は科学技術に大きな
予算をつけるべきです。日本はそれを
やれるのだから。もちろん、研究費を 
もらった研究者は結果を出すことが求
められます。国民の税金なのですから、
無駄は許されません。私の研究は理解
されないことが多かったので、あま 
り予算が回ってきませんでした。なの
で、私は特許で得たお金で研究所を作
りましたが、これはまれな例です。
ーー 2009 年の事業仕分けで、スーパ
ーコンピュータの性能は何故二番では
いけないのか、という問いかけがあり

ましたが、どうお考えですか？
西澤　一番になるという意識が大切な
のです。有象無象ではなく、一番を目
指しているからこそ、様々な障壁を乗
り越えようと頑張る。日本人なら誰も 
が知っているように、我が国には資源
がありません。資源なき孤島に住むわ
が民族の安泰を図るためには、世界中
の人が幸せになるという研究が必要で 
しょうね。それを実現するのが「科学
技術」。日本にとって「科学技術」は、
まさに命綱です。
ーー高齢化や財政赤字が急速に進み、
政府の対応にも批判が出ています。
西澤　よく言えば〝成熟期〟ですが、

〝長期停滞〟からなかなか抜け出せな
いというのが、本音でしょうね。新し
い科学技術を生み出さなければ存続で 
きないという緊張感と使命感が必要だ
と思います。残念ながら、日本人は優
秀な人を評価できません。斬新なアイ
デアなら、リスクが大きくても金を出 
す体勢がないと、この技術競争の時代
に遅れをとってしまいますし、すでに、
遅れてしまっているというのが実感で
す。
ーー 1980 年代末に「ジャパン・アズ・
ナンバーワン」と言われた日本ですが、
その繁栄はもう来ませんか？
西澤　それまでアメリカに対抗できた

こと自体が奇跡に近いんですね。私と
しては、戦後 40 年を過ぎて、ようや
く同じスタートラインに立てたような 
心境でした。ところがその後、バブル
が崩壊。世の中の意欲は急速に萎んで
しまった。当時の日本は勘違いしてい
たんです。世界をなめていました。た 
しかに安くて小さくて壊れにくい日本
の製品は、世界中で人気を博し、よく
売れた。しかしそれは、既存の製品を
改良する技術に長けているだけ。ゼロ
から何かを生み出すのは決して得意で
はないのです。だから 1990 年代に
入り、アメリカのシリコンバレーが牽
引して世界が新しい IT 関連技術で競
争するようになると、もはや力の入れ
場所がわからなくなってしまいます。
狭い視野のままで、ズルズルと後退し
ていったのです。そんな状況が今日ま
で続いているのではないでしょうか。
ーーこれからの日本の役割は何でしょ
うか？
西澤　例えば地球温暖化問題ですね。
不確定要素もあり世界的に様々な議論
が巡らされていますが、確実に言える
ことは、我々の文明を支えてきた石油・
石炭などの化石燃料にまつわるエネル
ギー危機が眼前に迫り、かつそこから
排出される二酸化炭素による弊害は地
球の許容量を超えつつある。日本がい
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