
Visited Paul Masson Vineyards at 13150 Saratoga Avenue, Saratoga, California 95070 where is now northeast
corner of Saratoga avenue & State Route 85 newly constructed after our visit in 1976.  The Paul Masson had been
closed and the estate has changed to residential area (over 150 homes) as well as a portion of State Route 85 at
this time.  (photoed 6/19/1976 (Sat) morning)

Old map I bought at San Jose airport (issued in 1975) Present (2015)

The State Route 85 was under PROP (Proposition) as of 1976 (see left map) and physically opened in 1994.
Southern portion of Paul Masson Vineyards was occupied by SR-85 (see right map).

https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_Route_85


Mr. Shigeo Tachibana, NEC America Sunnyvale at 505 W. Olive Avenue, Suite 310, Sunnyvale, California who went
together to Olivetti Harrisburg, PA.  This rental office building still exists at just north next to Sunnyvale public
library.
(photoed 6/19/1976 (Sat) afternoon)

http://sunnyvale.ca.gov/Departments/SunnyvalePublicLibrary.aspx
http://sunnyvale.ca.gov/Departments/SunnyvalePublicLibrary.aspx


I purchased Atari's Pong, the first generation of television ball game machine, at Montgomery Ward at Sunnyvale
town center which bankrupted in 2000.  This event triggered the development of NEC single-chip television game
processor LSI, mPD777, in which I was involved starting 4/1977 until 4/1978.
Because the frequency of VHF (Very High Frequency) television channel 3 & 4 was different between US and
Japan, I had to calibrate the frequency to get the right game screen on television set opening the lid in Japan.

I also bought two others in US.
(1) Texas Instrument's digital watch which displays four digits plus colon using red LED (Light Emission Diode).
(2) Analog clock which counts the number of sine waves of 120V AC (Alternate Current).
The analog clock also got a problem working in Japan because the AC frequency is different between US (60Hz)
and eastern Japan including Tokyo (50Hz).  I gifted it to my cousin who was living in western Japan in which AC
frequency was 60Hz as a souvenir of my US visit.  Facing with incompatibility in various fields occurred between
US and Japan was usual even in 1970's.

The TI digital watch was replaced by Seiko digital chronometer which price tag was 45,000 yen in 1978.

https://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Ward


Lecturing entire design of mPD1205 at Olivetti Harrisburg (from 6/21/1976 (Mon) – 6/25/1976 (Fri))
An old generation desk-top calculator with dot matrix printer is running (center) for functional verification

Olivetti Harrisburg utilized Rockwell PPS-4 chipset to manufacture their desk-top calculator with display, keyboard
& Olivetti's dot matrix impact printer.  However, the speed was slow and the cost was too high.  Olivetti requested
NEC to develop single-chip solution for their desk-top calculator because NEC had already developed mPD1201, 12
digit 1 memory with display & printer control unit LSI, and its derivatives, mPD1202 & mPD1203 in 1975.  They
were already under mass-production.  I designed all the three products (logic/mask layout, computer simulation,
LSI test, evaluation, etc.) as a leading engineer.

One single mPD1205 solution replaced Rockwell's multiple chip-set solution that needed to assemble PPS-4 4 bit
microprocessor, program ROM (Read Only Memory), data RAM (Random Access Memory), a printer controller, a
clock generator, an interval timer, a keyboard controller, etc.  Significant cost reduction was achieved by adopting
mPD1205 for Olivetti.

mPD1205 was designed based upon the design architecture of  mPD1201 updating and expanding the functions.
Therefore, the design completed in a shorter time compared to brand-new design from scratch.

I lectured the details of both hardware and software design of  mPD1205 along with the functional specification
discussion to/with Mr. S. Zaidi, a Pakistani design engineer of Olivetti Harrisburg, in face-to-face manner.

The mPD1205 became the first logic LSI (except memory LSIs) exported from Japan and opened the door
to viable semiconductor business in Japan for 1980's.
The  mPD7220, GDC (Graphics Display Controller),  I  designed became also  the first logic LSI designed in
Japan that Intel consented the second sourcing in 1982 under the mutual technology exchange contract
ratified between NEC and Intel in 1977.

http://en.wikichip.org/wiki/Rockwell_PPS-4


In front of Olivetti Harrisburg, 2800 Valley Road, Harrisburg, PA (photoed on 6/24/1976 (Thu)) 

Olivetti handed me two Olivetti's dot matrix impact printers along with roll papers for evaluation on breadboard
and samples in NEC.  Invoice issued by Olivetti which certified the free samples exempted the custom duty at
Haneda airport.
The rent-a-car (left) looks antique automobile but it had to be a brand-new model in 1976.

Mr. Zaidi typed three sets of three pages memorandum (next three pages), one for Olivetti and the others for
NEC & NEC America, as mutual discussion agreement of the specification updates.  We made a signature on them
just before I left Olivetti.

Magnify the chart to see the details.  In 1976, JPY-USD exchange rate was around 300 yen/dollar.









With Mr. Toshio Kurosawa, NEC America  (Photoed on 6/26/1976 (Sat))

Mr. Tachibana left Olivetti on 6/24/1976 (Thu) and flied to Lexington near Boston, Massachusetts, where Mr.
Toshio Kurosawa was working for NEC electronic components US marketing.  I left Harrisburg on 6/25/1976 (Fri)
after having dinner with Mr. Zaidi and his wife at restaurant.  Mr. Kurosawa picked me up at Boston airport.

Next day (6/26/1976 (Sat)), we went to golf course and enjoyed playing/walking there.

Mr. Kurosawa authored four pages “Tales of the Past; Challenge to US Market” (attached at last four pages)
where he introduced his marketing effort & experience in US.  He left US in two months after we met here.  His
stay in US was four years (8/1972 – 8/1976).  He was one of pioneers who contributed Japanese semiconductor
products' export to US.





Telex sent to Olivetti Harrisburg on 7/16/1976

FAX  (facsimile)  and  email  through  Internet  were  not  available  in  1976.   International  telephone  call  was
expensive due to undersea cable connection (no satellite communication) and inefficient time-wise.  Therefore,
Telex was commonly used for international communications at that moment.  The Telex number was printed on
business card instead of email address unlike today.

By using  teletypewriter,  typist  types texts  on hand-written manuscript  by  keyboard printing them on paper
(above) by printer and makes paper tape by paper tape puncher sprockets.   Then, the telex message was
transmitted by activating paper tape reader.
  
LSI testers like MH134, MH152, and MH200 were all connected to Teletype Model 33 ASRs at that time as primary
man-machine interface.  I handled the Model 33 when using LSI testers.  LSI test program was read into LSI
tester through the paper tape reader because it had less texts and the tape length was short.  LSI test vectors
were also stored on paper tape which length became much longer than the test program tape.  Then, high speed
tape reader replaced the tape reader attached on Model 33 ASR.  The communication line speed was so slow, 110
baud capable to transmit only 10 texts per second.

https://en.wikipedia.org/wiki/Teletype_Model_33
https://en.wikipedia.org/wiki/Teleprinter
https://en.wikipedia.org/wiki/Telex


はじめに
私がN E Cへ入社したのは

1959年8月で、それまでは原子
力関連の研究に従事していた。
しかし学生時代から半導体を
志していたのでその夢捨てき
れず途中入社となった。以後
トランジスタ、ICと一貫して
最先端デバイスの開発に携わ
ってきた。ところが72年8月ハ
ニウェル社へのICの売込み計画が打ち出され、私が米
国ボストンに駐在してその任にあたることになった。
まさに180 度の方向転換で、同年11月にボストンへ赴
任、以来76年8月まで米国の半導体市場開拓にあたり、
MOS メモリ輸出の先鞭をつけた。ここにあらためて当
時の状況をふりかえってみることとする
1．ASTOデリケーション

NECのコンピュータ部門は60年代初め頃からハニウ
ェル社のコンピュータ部門と技術提携関係にあった。
71年にそのハニウェルの先端技術の開発を担当してい
るASTO（Advanced Systems ＆ Technology Operation）の
技術者教名がNEC を訪れた。この時同社の新しいコン
ピュータ・システム（NPL）の計画について説明があっ
た。このNPLでは従来のシステム（CPL）で使用してい
た独自の規格のTTLを変更して、標準の74Hシリーズを
使用するので、現在は売手市場でもありこれを機会に
NECもTTLを売り込んだらよいということであった。
ただしこのNPLには500 mW、50 nsの256ビット・メモ
リが絶対必要なので、是非作って欲しいということで
あった。またこれとは別に新しいアセンブリの方式と
してTAB（Tape Automated Bonding）チップの採用、お
よびウェーハ・スケール・インテグレーション、つま
りウェーハ1枚で全システムを構成することを検討して
いるので、これらについても協力して欲しいというこ
とであった。さすがに後者についてはまだそのような
段階に至っていないのでとりあげないことにしたが、
TABについては社内からも要求があり、TTLメモリと

共に開発に着手することにした。実はこれまでにビー
ム・リードの技術が確立されていたので、TABに関し
ては比較的容易と考えられた。
従来は特許料や技術提携費等、一方的に外国に支出

するだけであったが、このハニウェルからのすすめが
きっかけとなり、ICの輸出により逆に国外から収入を
得ようという決断が上層部によって下され、私がボス
トンに駐在しTTL を売り込むことになった。当時は集
積回路事業部第一回路技術部長代理の職にあった。
2．NECAM出向

72年11月、当面出張の形で赴任し、ボストン郊外の
バーリントンにあるコンピュータ関連のリエーゾン・
オッフィスNECSYL（NEC Systems Lab.）の一室を借り
て事務所をかまえた。
着任した当日、前年来日してICの売り込みをすすめ

たハニウェルのライセンス担当者に挨拶に行ったとこ
ろ、ちょうどその夜技術者達の集まるパーティがある
から出席するようにとのことで、あらためて会場へ出
掛けて行った。そこでいきなり皆に紹介され、一言挨
拶をというので突然のことで多少あわてたが、「今まで
は我々はアメリカに対し特許料や技術使用料等お金を
払うばかりであった。これからは我々のICを売り込ん
で大いに金もうけをしたい。そのために私はここへや
って来た」というようなえらそうなことを数十名の前
でしゃべってしまった。驚いたことにこれがやんやの
拍手喝采を浴びた。
ハニウェルのコンピュータ工場は主力がボストン

（BCO）とフェニックス（PCO）で、他にも周辺機器関
連の工場があったが、とりあえずNPL用のTTLを売り
込むためBCO主体に考え、技術部門と折衝を重ね規格
を確認し、いくつかのグループに分けて認定試験を依
頼した。
実は米国へ来て驚いたことはNECの技術は世界でも
トップレベルであるということであった。73年1月に
256ビットのTTLメモリのサンプルを提出したところ、
30 nsというスピードで驚異の目を見張らせた。NPL用
に50 nsを予定していたが、これを満足するメーカは他
になかったようであった。ただ残念なことにハニウェ
ルの規格は出力がオープン・コレクタで、これを確か
めずに新しいタイプのトライ・ステートにしてしまっ
たことである。直ちにNECへ変更を求めた。またある
時ICの受入検査担当の係長と話をする機会があったが、
2～3％返品ということを聞いて桁違いの不良率に驚い
た。それ程厳しいのだと言いたかったのかも知れない。
またMOSのDRAMは、1 KビットのPチャネルで、メー
カはインテル他3社だけ、NチャネルはNEC以外になか
った。そこでDEC等近郊のコンピュータ・メーカにも
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売込みを試みたところ、高性能、高品質は一応理解さ
れたようであったが、セカンドソースがないためか、
あるいは無名の海外メーカからの輸入に不安を感じた
のか、結局は実を結ばなかった。

73年4月からNECAM（NEC America, Inc.）出向となり、
電子部品グループのジェネラル・マネジャーに任命さ
れた。グループのメンバーはニューヨーク本社に3名、
ロスアンゼルス支社に1名で、半導体、タンタル・コン
デンサ、PDP、リレー等を扱っていたが、半導体に関
してそれまで必ずしも積極的に市場を開拓しようとい
う意向はなかった。妙な恰好であるがボストンにはジ
ェネラル・マネジャーがただ一人で、この時は家族も
日本から呼び寄せレキシントンに居をかまえた。その
後NECSYLのオッフィスも同じレキシントンに移った。
この頃はBCOの技術部門、購買部門との人間関係も
非常によくなっていたが、運悪くオイルショックの影
響により技術者がつぎつぎとやめたりして認定試験も
遅々として進まず、NPL計画そのものも5月に大幅に変
更になってしまった。この頃TTLのゲート類は大口の
場合12セント（当時1ドル300円程度）位、メモリはバイ
ポーラ、MOSとも10ドル位であった。従って運賃、保
険、関税等を考慮するとTTLロジックでは赤字は目に
見えているので、売込みをメモリにしぼった方がよい
のではないかとNECに提案していた。ところが73年11

月に74年末までに30万個、75年3月までに30万個発注す
るという知らせが入り、その第1弾として13品種5万個
のオーダーが74年2月に入った。しかし1万5千個出荷
しただけで残りはNECAMの在庫になってしまった。
逆にBCO在庫のICをNEC用に買いとってくれないかと
いう話まで出て来た。オイルショックの影響は予想外
に厳しかった。

73年後半からハニウェルのコンピュータ・ビジネス
の主体は、BCOからPCOへと完全に移ってしまった。
PCOはもともとGEのコンピュータ部門をハニウェルが
吸収したもので、BCOとは異なるGCOSと称するソフ
トウェアを使用していた。これが意外と評判がよくオ
イルショックの影響はあまり受けていなかった。この
頃からPCOへの訪問が頻繁になって来た。またロスア
ンゼルス近郊のNPCという会社への民生用トランジス
タの出荷が本格的になって来たこともあり、終に74年
半ば頃から、一週おきに東部のボストン、ニューヨー
ク地区と、西部のフェニックス、ロスアンゼルス地区
を往復するようになった。

PCOではTTLについては新しいベンダーを探す意志
はないということであったが、256ビット・メモリにつ
いては別であった。スピードは80 nsのものを使用して
おり、出力はやはりオープン・コレクタであるが、ト

ライ・ステートも使用可能なように設計変更中とのこ
とであった。しかし結局この変更は行われなかった。
74年7月にオープン・コレクタのサンプルが漸く届き、
早速PCOへ持込んだところスピード、パワーとも申し
分なく、担当技術者も驚く程であった。75年1月に認定
試験完了、すばらしいという評価を得たので早速バイ
ヤーにかけあったが、6月までの発注は完了しており今
更変更は不可能で、NECは100万ドル損したと言われた。
どうやら他のベンダーは性能もはるかに劣り、供給も
必ずしも順調ではなかったようであった。

74年のISSCCでNEC眞弓らにより25 nsの1 Kビット
TTLメモリが発表され、大変な反響を呼んだ。PCOか
らは前年から256ビットのTAB CMLメモリの要求があ
り、このためTTLメモリの回路変更が遅れてしまった
が、この発表後早速1 KビットのTAB CMLメモリの開
発依頼があった。これはNPLの最上位機種に是非とも
必要で、作れるのはNEC以外にないということで大き
な期待を寄せられた。かくしてTAB CMLメモリについ
てはとりあえず、76年1～3月までの256ビット1万5千個、
1 Kビット5千個を75年11月に受注することになった。
価格はそれぞれ1個何と21.6ドルおよび84ドルという驚
異的な値であった。結局75年度のバイポーラ・メモリ
の売上は、このPCO向けのCMLメモリだけで、2億円
をわずかに上廻る程度に終った。

（次号へ続く）
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（前号より続き）
一方1 KビットNMOS DRAM

については、73年10月頃BCO

でミニコンに使用することを
検討中との情報を得たが、
BCOの状況は益々悪化し結局
これも実現しなかった。しか
しMOSメモリについてはこの
頃から世の中が一変しPMOS

からNMOSへと一斉に変わり
つつあった。74年にはいって4 KビットNMOS DRAMの
開発がにわかにクローズアップされ、業界紙も競馬に
たとえて市場一番乗りはどのメーカかと煽りたててい
た。当時PCOではインテルの1 KビットDRAM 1103を
使用していたが、75年頃からNMOSの4 Kビットに切り換
えるという計画であった。実は73年2月にNMOSの4 K

DRAMの暫定規格をハニウェルに提出していたが、よ
うやく我々の主張が認められるようになったとひそか
に悦に入っていた。その後インテルがTIと22ピンDIPで
規格を合わせ、NECもこれを採用した。一方モステク
がアドレス多重の16ピンを打ち出し、フェアチャイル
ドがセカンドソースとなり、22ピンか16ピンかでユー
ザ側で意見が分かれたが、まずはインテル側の22ピン
に大勢が傾いた。

74年なかば頃から各社サンプルを出し始めていたが、
いずれも使いものにはならない状態のようであった。
NECは遅いとPCOの技術者やバイヤーからよく言われ
ていたが、11月に入ってすぐ最初のサンプルを出した
ところ、その高性能、高品質により驚異の目を見張ら
せた。220 nsという高速で、電源変動に対しても安定
で動作範囲が広く、他社とは比較にならなかったよう
であった。どうやら他社製品はスピードが遅かったり、
ケースに触れない程パワーが大きかったりというよう
な状態であったらしい。この4 K DRAM µPD 408はカ
タログでスピード300 nsとうたっていたので、早速
PCO側からカタログ規格はもったいないから変更すべ
きだと言われた。実は同じようなことをTTLメモリの

時も言われていた。その後すぐNECより開発担当者を
呼び、高速化の計画をPCOへ説明させた。その結果
PCOの規格にNECの意見が大幅に取り入れられた。こ
の高速メモリは品名µPD 411で、以前提出した暫定規
格にうたった通り150 nsであった。このとき特性評価
用サンプルを12月中旬に、認定試験用500個を75年2月
に、続いてシステム評価用6,000個を出荷することを約
束した。75年1月に6,500個の受注確定、納期は100個が
2月15日、残りは6月中旬までに分納ということになっ
た。価格は当初11ドルの予定であったが、インテルが
8ドルを提示しているということでこの価格で押し切ら
れてしまった。これがMOSメモリの日本からの輸出第
1号であった。これらの評価はPCOだけでなくBCOその
他のハニウェル工場でも行われた。しかしNMOS

DRAMはユーザ側にとっても初めてのことで、最初の
頃は使用条件あるいは測定上の問題等結構トラブルも
あったが、その都度担当エンジニアと直接話し合い解
決してきた。その結果システム評価3ヶ月の実績は申し
分なく、追加オーダー14万個の約束をとりつけた。

PCOでは当初スピード200 nsとしていたが、他社が
追随できないためこれを250 nsとゆるめ、その代わり
価格も5.4ドルと急激に低下した。このµPD 411はトラ
ンジスタ3個でセルを構成する3TCで、チップサイズが
大きかった。このため何もわかっていないバイヤー達
も、歩留が悪く上半期は月1万個位しか作れないだろう
と勝手に想像していた。そこで高歩留の要因を簡単に
説明し、当時でも月2万個、9月までには月18万個にす
ると言って安心させた。なお、その後業界紙等で世界
一大きなチップとしてとり上げられ、これがかえって
よい宣伝にもなった。その結果75年度のPCOへの4 K

DRAMの出荷は67万5千個となった。

3．NECMIC設立
75年5月に新たにマイクロ・コンピュータおよびそ
の周辺のICを全米およびカナダに販売するためNECマ
イクロ・コンピュータ（NECMIC）という会社がレキシ
ントンに設立された。73年末にNECからNECSYLにマ
イクロ・コンピュータの販売会社の調査依頼が出され
ていたが、結局NECSYL副社長等3名の現地人メンバー
の申し出によりこの会社が生まれることになった。唯
一日本人として私がNECAMと兼務で役員に任命され
た。設立までの経過については知らされていなかった
ので、NECAMとの関係が大変気になり統合を考慮し
たNECAM再編計画をNECへ提案したが、当面新会社
の立ち上げに全力をつくすことにした。元NECSYLメ
ンバーの3名はすべて半導体とは無関係であったので、
まずセールス・マネジャーと共にマイクロ・コンピュ
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ータやメモリ関係の技術者が採用された。また全米を
カバーするため要所要所にREPと称する販売代理店と
契約し、知名度を上げるための広告宣伝等綿密な計画
が立てられた。広いアメリカで市場開拓するにはそれ
なりの体制が必要で、私も以前からある程度実績が上
がったらこのような体制を提案しようと考えていた。
当初NECMICはインテルの8080と互換性のある

µCOM8を主体にマーケティングをはかったが、無名と
いうこともあり、インテルやザイログ等の先発メーカ
の間に入って行くのは難しく苦労した。その上いつの
間にか、マイクロプログラミングについてインテルの
特許侵害の疑いがあるという妙な噂がたち、担当者の
努力にもかかわらず実績は上がらなかった。この件は
数年後裁判沙汰になり、無実が証明されNECの勝訴と
なったが後の祭りであった。
これに対し4 K DRAMはハニウェルでの実績もあり、

120 nsというような高速品は他社になく、その高性能
高品質が高く評価された。特に増設メモリ用としてナ
ショナルセミコングクタやAMS社等に急激に売上が伸
びていった。妙な話であるが、両社ともMOSメモリの
メーカであった。

76年6月に証券会社のメリルリンチ社が4 K DRAMに
関する興味あるレポートを出した。内容は「76年の4 K

DRAMの生産量は総計28.6百万個で、マーケットシェ
アはTI25％、インテル20％、モステク19％と推定され
るが、驚いたことにNECが12％で4位を占めることが予
想される。これは優れた製品とマーケティングの努力
の賜である。」ということであった。マイクロ・コンピ
ュータに関して私は経験がなかったので、担当者まか

せで直接ユーザと折衝することはなかったが、メモリ
についてはハニウェル以外にも、NECMICの担当者と
共にIBM、WE等主なコンピュータや通信機メーカに出
向いて、直接技術者達と話し合った。結局このような
努力が実を結んだものと思われる。

4．帰国
最初ハニウェルへTTLを売り込めということでボス

トンへ赴任、NECAM出向となった。BCOで努力した
にもかかわらず、オイルショックの影響でその成果は
皆無に近かった。しかしこれに代わってPCOで、CML

メモリと共に4 K DRAMで大きな成果が得られ、面目
をほどこすことができた。さらにNECMICを通じて全
米に販路を拡大、一躍NECの名声を高めることになっ
たのはこの上もない喜びであった。
この間数十回に及ぶ深夜のNECとの電話連絡、ある

いは一週おきの東部西部間の往復等いろいろ苦労もあ
った。しかし最大の懸案はNECMIC設立によって生じ
たNECAM電子部品グループとの関係であった。そこ
で両者の統合を考慮したNECAMの再編を計画したが、
結局別の形で実現されることになった。75年10月にシ
リコンバレーのサニベールに電子部品グループのオッ
フィスを統合、翌年新たにセールス・マネジャーを採
用した。これを機会に実質的に彼にまかせることとし、
高校2年、中学3年の子供の教育問題もあるので76年8月
にNECへ復帰させてもらうことにした。

おわりに
72年末から76年半ばまで約4年間、初めての経験で

あるマーケティングの仕事を、しかも先進国の米国で
体験し、MOSメモリ輸出の先鞭をつけた。この間74年
および 75年に ISSCCの論文審査委員もつとめた。この
学会ではオリジナリティが最も重要視されていたが、
この点に関し日本人はもう少し強く打ち出してもよい
のではないかと感じられる。我々の米国市場開拓の成
果もこのオリジナリティの主張が一つの要因であると
考えられる。76年頃から日本の半導体メモリが米国の
学会でも高く評価されるようになり、IEEEからNEC大
内常務宛に、"COMPCON77"における特別招待講演の
要請があった。実際の講演は推薦されて私が行った。
かくして80年代終わり頃からNECは半導体世界一の座
を占めるようになったが、米国の市場開拓もその要因
の一つと考えられ、直接これにかかわった私としては
大いに誇りに感ずる次第である。これはひとえに上司
の決断と多くのよき協力者によるもので、あらためて
ここに感謝の意を表したい。
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