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日本半導体の復権に向けて思うこと！ 
        佐藤文昭  株式会社産業創成アドバイザリー 代表取締役 

 

大手電機メーカーはじめ、

半導体メーカーも 2012 年度

は収益の悪化が表面化しま

した。 

私は日本ビクターで、ビデ

オの研究開発に 7 年間携わ

った後、証券アナリストへ転

じました。電機業界のアナリ

ストを始めてから疑問に思っ

ていたことは、日本の電機業界は日本を代表する優

秀な方々が大勢いて、技術力も高いし、しかもモチ

ベーション高く働いているにも関わらず、90年代後半

以降、日本の大手電機メーカーの収益性、国際競争

力が低下するのは何故かということでした。それは本

質的に儲からない産業構造になってしまっているた

めであり、その根本的な要因は、以下三つだと結論

付けました。(2006年「日本の電機産業再編シナリオ」

かんき出版) 

第一は、参入企業数が多いことに伴う国内の人材、

カネ、技術等のリソースの分散。第二は、変革が必要

であったが、経営者だけでなく、従業員も含めリスク

を取らないサラリーマン集団の大企業病。第三は、デ

ジタル化に伴い品質の格差が小さくなる中で、国内

企業同士の競争から日本企業が自ら技術流出させ、

アジア勢の台頭を加速させてしまったことです。すな

わち、業界を再編し、統合してリソースを集約、そして

総合電機からスピンアウトするとともに、アントレプレ

ナー精神を埋め込んだ新たなカルチャーの会社とし、

世界の市場をターゲットにトップ3を目指し、そして株

式市場にて上場するという方法ではないかと考えて

いました。このことはアナリスト時代から、レポートを通

じて唱えてきましたが、実際にそれを実現させるため、

3 年前に、産業を復権・創成するという思いから(株)

産業創成アドバイザリーを設立しました。 

その成果の代表例が、昨年 4 月に設立したジャパン

ディスプレイ(以下 JDI)であり、この構想の企画・立案

から設立まで手掛けました。当時スマートフォンが今後

急速に伸びると次第に予想され始め、そこに使われる

ディスプレイは高精細なものが求められていたため、そ

れを開発・製造できるのは日本の企業のみで、台湾企

業にはハードルが高く難しい状況でした。しかも日本企

業には技術があっても、設備投資の資金がなく、ビジネ

スチャンスを逃すだけでなく、技術を台湾企業へ売却

することも考えられていました。もしどこかの企業が売却

してしまえば、台湾に技術が流れ、国内の同業他社に

影響が及び、以前と同様な状況になることが容易に予

想されました。3 社の統合は前例もなく、極めて難しい

案件でしたが、事業に携わる現場の人達は、今後の自

らの危機感と、一方で統合への期待感から大変前向き

でした。またタイミング良く、2009 年に政府系ファンドで

ある産業革新機構が設立され、日本の業界の復活に情

熱を持った人がリードし、紆余曲折もありましたが、なん

とか統合にこぎつけました。足元ではアップルの生産調

整はありますが、JDI は業界再生の成功例と言っていい

と思われます。 

国内の再編は互いのプライドやリストラを伴うため大

変ハードルが高く、なかなか再編が進みません。携帯

電話のように、先端技術がありながら、海外市場のシェ

アが取れず、更にはガラパゴスの国内市場まで冒され

てしまい、国内の再編では手遅れになっているものもあ

ります。場合によっては海外との提携、M&A も必要だと

思います。半導体につきましても、いかに海外の顧客を

獲得するか、またカスタムでない標準的なチップを開発

できるかが、重要なポイントですが、新生ルネサスは大

変チャレンジングな課題を抱えた船出に感じます。本

来ポテンシャルの高い日本の電機業界は復権できるは

ずであり、手遅れにならないように対策を考えていきた

いと思います。 

一般社団法人 

半導体産業人協会 会報
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2月 22日(金)に全林野会館プラザフォレスト 6階ホー
ルにおいて一般社団法人として第 5 期(SSIS 通算 16
期)社員総会が午後 3時に開会された。 
理事長より議長候補として伊藤 達会員が推薦され、

満場一致で選任された。議長から総会成立要件を満た

しているかの確認があり、事務局長より定足数を満たし

ていることが報告され、議長が開会を宣言した。 

 
1月 15日現在の会員数： 
個人会員 306名、 
賛助会員 52社、計 358名。 
定足数（通常議案）180名。 
開会時の参加者数： 

出席者 43名、委任状 161名、 
計 204名。 
開始後にも出席者が増え、 

最終的には出席者は 58名であった。 

１．2012年度活動報告 
 総会成立の報告を受けて、伊藤議長より開会が宣言さ

れ 2012年度活動報告から総会がスタートした。 
 

１－１ 活動の総括、重点施策 

牧本理事長より 2012 年度の活動の総括、重点施策
について報告された。重点施策の要点は以下の通りで

した。 
☆ サービス・活動面からは 
・震災復興論説シンポジウムのフォローアップ。 
・Y.W.Lee氏を招聘しての特別講演会の開催。 
・研修委員会改め講演企画委員会と改称。 
・HPのリニューアルを検討。 
・15周年を期に個人会員に対しアンケートを実施。 
・新規事業活動として人材情報事業の立上げを推進。 
・歴史館に「イノベーション 50選」を掲載。 
・海外工場見学会としてベトナムを訪問。 
☆ 財務的側面から実施した施策として 
・営業機能強化として営業活動に担当理事を置いた。 

・賛助会員を中心として会員の拡大を推進。 

・会報 ENCOREの完全自主編集化等を実行。 
 

2013 
年度 

伊藤議長 

2 0 1 2 年 度 活 動 報 告   2 0 1 3 年 度 活 動 計 画   役 員 の 選 出 

・巻頭言    日本の半導体の復権に向けて思うこと！            佐藤文昭   1頁 

・2013年度総会報告                                         2頁 

・特別講演    日本半導体産業の再生に向けた施策と提言        齋藤昇三   7頁 

・寄稿文    横浜市が取り組む「横浜版成長戦略」              早川恵庸  12頁 

・半導体事始  素子積層 SiP技術の開発                    赤沢 隆   16頁 

・寄稿文    エネルギー問題についての私見                 牧本次生  20頁 

・読者のひろば 詰将棋の楽しみ                          加藤俊夫  24頁 

・編集委員報告 ｼﾘｺﾝｼｰﾍﾞﾙﾄｻﾐｯﾄ福岡 2013参加報告            大森純一  26頁 

・協会だより      27頁 
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入会時期 会費負担率

1月~3月 75%

4月~6月 50%

7月~9月 25%

10月~12月 0%

１－２ 各委員会活動報告 

2012年度の委員会活動報告は高橋執行会議議長が
委員会を代表して報告した。 

（1）講演企画委員会 
（2）編集委員会 
（3）文化活動委員会 
（4）関西地区委員会 
（5）九州地区委員会 
（6）教育委員会  
（7）新事業企画委員会 
（8）論説委員会  
（9）広報委員会 
（10）歴史館委員会 
（11）L-Project 
（各委員会の活動概要は総会資料をご参照ください。） 

10委員会＋1Projectの 11活動内容を持ち時間 15分
程度で効率よく説明をしなければならず、高橋氏はタイ

ムキープに苦労している様子でした。 

 

１－３ 賛助会費ガイドラインの変更 

半導体関連産業の状況を配慮し、又賛助会員拡大を

図るべく、賛助会員年会費ガイドラインの見直しを行った

旨を市山理事が報告した。 

報告のポイントは以下の通り。 

・定款に記載されている個人会費 10,000 円、並びに、
賛助会費 1口 10,000円、3口以上は変更しない。 

・賛助会費の上限を 1,000,000円とする。 
・売上高でセグメントを区分する。 

・初年度会費は加入時期に配慮を加える。 

賛助会員、個人会員ともに基準は同じとする。 

・2013年度より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 個人会員アンケート集計結果の報告 

続いて、15 周年を迎えるにあたり、昨年夏に実施した
個人会員に対する協会活動についてのアンケート結果

が、橋本理事（広報委員長）より報告された。 

既に、会報 ENCORE にも掲載されていましたので、
実施したことの報告が主であり内容の詳細は会報を参照

してほしいとのことでした。 

報告の最後に、協会の目標、若返り、協会活動への

能動的参加への仕掛け作りなど、多くの課題をいただい

たことに対し感謝するとともに、「これまでの延長線上に

ない施策を提案し、今年以降の活動計画に反映させて

いきたい」と協会運営陣の決意が述べられた。 

又「協会の活動は会員の皆さんの力で推進されていま

す。委員をやっても良いと思われる方が 42名いらっしゃ
いました。他にもいらっしゃると思います。 

ぜひ事務局の方にご一報いただき、協会活動の充実に

力をお貸ください。」と協会活動への協力要請があった。 

続いて、会員状況、2012年度決算が内海事務局長よ
り報告された。 

 

１－５ 会員状況 

2012 年度内での会員数の変化は、個人会員におい
て入会 23名、退会 24名、1名の減少。 
賛助会員は賛助会員拡大キャンペーンが功を奏し入

会 11社、退会 5社の 6社の増加があり、2012年 12月
末現在で 306名、53社との報告があった。 
(表 3参照) 

表３ 会員増減表 
 2011年

12月末
現在 

入会 退会 増減
2012年
12月末
現在 

個人会員 307 23 24 -1 306 
賛助会員 47 11 5 6 53 
 
１－６ 決算報告 

2012年度は当初予算 1,573万円の経費を見込んで
いたが、期の途中で、大幅な収入減が発生する事態が

予測されたので、急遽、経費削減予算として 1,439万円
に組み直し活動してきたとの経緯の説明があった。 

表 1 賛助会費新ガイドライン 

高橋理事 2012年度委員会 
活動実績報告に奮戦中 

表 2 入会時期による初年度会費の配慮
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幸いにして収入減リスクは回避されて、収入 1,484 万
円、支出1,390万円、歴史館寄付仮受金の取崩し26万
円を加えた 2012年度収支は 120万円と黒字で決算で
きた。その結果、2012年度末正味財産は 120万円増の
847万円（前年度末 727 万円）、歴史館寄付金残は 71
万円になるとのことであった。 (表 4、5参照) 

 

１－７ 監査報告 

和田監事から 2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月
31日の 2012年度(第 4期)の会計監査を 1月 17日に
行ったこと、その結果が報告された。 

財務諸表は収支状況、財政状況を正しく示していると

認められると報告。 

付帯意見として、『2012 年度の収支結果が予算に較
べ大幅に改善された事を高く評価する。今年度以降、協

会の安定的運営を図るため、従来事業の継続的発展と

共に、更なる施策の検討を進めていただきたい。』と付け

加えて報告を終えた。 

以上で第1号議案の説明が終わり、議長より出席者に
対して質疑、賛否確認が行われた。 

第 1号議案は拍手をもって承認された。 
 

２．2013 年度活動計画 

2013 年度活動計画説明に入り、牧本理事長より基本
方針と重点施策の説明があった。 

２－１ 活動の基本方針 

＜基本方針＞ 

3.11 の大震災によって、東北・北関東地区は多大の
被害を蒙りましたが、中でも半導体関連部門の被害は甚

大でした。その影響は自動車など他の分野にも及んで

日本からの輸出額は激減し、続く四半期(4 月－6 月)に
は貿易収支が初めての赤字転落となりました。このことに

よって図らずも、半導体がハイテク産業を支える土台で

あり、日本にとってかけがえのない産業であることを一般

の方が知る事になりました。 

そのような事態を踏まえて、SSIS では半導体分野を
側面支援する立場から、復興に向けての特別シンポジウ

ムを開催し、その中で「半導体を失っては日本の将来が

ない！」事を強くアピールし、製造特区の設置を提言し

ました。「半導体シニア協会」から「半導体産業人協会」

へと名前が変わったことの意義を踏まえて、SSIS の会
員がネットワークとしてつながり、「半導体分野の応援団」

としての活動を今後一層強化しなければなりません。 

そのような活動の意義を高めていく為には、さらに会

員を増強して規模を拡大することが必要です。会員への

サービス向上、メリット供与に努め、「半導体で繋がる豊

かなヒューマン・ネットワーク」の実現を図ります。 

＜重点施策＞ 

① SSIS の存在意義を確かなものとするには、安定な
財政をベースにした会員規模の拡大が必要です。各

分野とも「入るを図る(収入の拡大)」と「出ずるを制す

(支出の削減)」の両面で努力し、収支予算を厳守しま

す。 

② 個人会員・賛助会員の増強は SSIS の最大の課題
です。新事業企画委員会を中心にして、外資系企業

への取り組み強化などの新機軸で、予算の必達を期

します。 

③ 論説委員会では昨年に引き続き、日本において半

導体がかけがえのない産業であることの啓蒙活動とと

もに半導体復権に向けての活動を推進します。 

④ 教育活動は SSIS の大きな柱になっています。その
基盤をしっかり固めるとともに、更なる規模拡大に向け

て努力します。 
⑤ 日本半導体歴史館は英文版を含めて基本的な部分

平成24年度
予算

経費削減予算
平成24年度
実績

会費収入 9,660,000 9,750,000

行事収入 720,000 429,000
事業収入 4,200,000 4,157,000
寄付金他 460,000 504,603
収入計 15,040,000 14,840,603

事業費 2,341,000 2,699,341 2,490,770
諸活動費 3,490,500 2,588,396 2,172,808
活動振興費 270,000 270,000 234,328
通信費 200,000 200,000 193,753
運営管理費 1,563,000 1,488,792 1,812,646
活動費計 7,864,500 7 ,246 ,529 6,904,305
事務局費用 7,658,300 6,933,500 6,785,854
一般管理費 205,000 205,000 205,000
管理費計 7,863,300 7 ,138 ,500 6,990,854
支出計 15,727,800 14,385 ,029 13,895,159

-687,800 945,444

歴史館寄付金 967,001 258,550

279,201 1,203,994収支再計

支出

収支計

特別損益

収入

表 5  2012年度末 貸借対照表 

表 4 2012年度収支計算書 

借　　方 貸　　方

科　目 金　額 科　目 金　額

　　　　　　資産の部 負債の部

[　流動資産　] 10,125,752 [　流動負債　] 2,013,008

　現　　　金 49,272 　未払金 81,182
　預り金 33,375

　ゆうちょ銀行 2,912,200 　仮受金 708,451
　前受金 1,190,000

　普通預金 991,570
　　みずほ銀行・新宿中央 392,316

　　三菱東京UFJ・新宿通 577,547

　　りそな銀行・新宿 21,707

　定期預金 6,000,000
　　三菱東京UFJ・新宿通 6,000,000

　正味財産の部

　前払費用 172,710 [　純資産　] 8,469,888

　期首正味財産 7,265,894

[　その他の資産　] 357,144 　当期損益 1,203,994

　敷　　金 357,144

資産合計 10,482,896 負債・正味財産の合計 10,482,896
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が完成しました。国内外の企業、大学、研究機関、官

公庁などへの広報を強化してアクセス数の改善を図り

ます。あわせて、次のフェーズに向けた企画・推進を

図ります。 

⑥ 編集委員会、講演企画委員会、文化活動委員会、

地区委員会、広報委員会の各分野においては会員

へのサービス向上とメリット供与の改善につとめ、会員

拡大の実を上げていきます。 

 

最後に 2013 年版の SSIS 紹介パンフレットを活用し
た会員拡大へのご協力が呼びかけられた。 

 (本年末目標：個人会員 360名、賛助会員 50社) 
  

２－２ 各委員会活動計画 

10 委員会の各委員長よりそれぞれ 4 分程度で 2013
年度の活動計画のポイントが説明された。 

（1）講演企画委員会  溝上委員長 

（2）編集委員会        周藤新委員長 
（3）文化活動委員会  野澤委員長 

（4）関西地区委員会  田中委員長 

（5）九州地区委員会  荒巻委員長 

（6）教育委員会        片野新委員長 
（7）新事業企画委員会  喜田委員長 

（8）論説委員会        井入新委員長 
（9）広報委員会    橋本委員長 

（10）歴史館委員会  伊藤新委員長 

（各委員会の 2013年度計画の概要は社員総会資
料参照ください。） 

講演企画委員会と、関西地区委員会は総会資料と

は異なり見直しされた資料で報告があった。 

両委員会の報告は以下の通り。 

 

【講演企画委員会】 

→講演参加者の増員作戦（努力実行中） 

→テーマの選定再検討 

半導体業界及び技術界の話題 

（新たな視点から） 

   東芝副社長・齋藤氏（2月 22日） 
   ニューヨーク州立大教授平山氏（4月 18日） 
   サンディスク社長小池氏（決定：時期未定） 

 半導体関連産業界からの話題 

   半導体装置社長会長シリーズ 

   東京エレクトロン会長東氏（決定：時期未定） 

  他産業界における話題 

   トヨタ・高木氏 ロボット（7月 18日） 
現代の名経営者シリーズ 

敗戦の将、兵を語るシリーズ 

→年間講演会（合計 6回） 

  特別講演会（総会後、賛助会員連絡会議） 

  通常講演会 3回、  
関西シンポジウム 5/22 「ミニマルファブ」 

【関西地区委員会】 

・今年のシンポジウムは 5 月 22 日、大阪国際会議場で
SFJ の一環としてミニマルファブを取り上げる。基調
講演をミニマルファブ技術研究組合専務理事の久保

内氏、パネルディスカッションでは九大浅野教授、福

岡県産業・技術振興財団大津留氏、ティーイーアイ

ソリューションズの池田氏をお招きしてミニマルファブ

の将来を論ずる。 

・アンケートでも指摘されているように会員相互の懇親を

深める機会を増やすことが必要で、そのための企画・

立案を行う。シンポジウムの後にも行事を企画中。 

・人材支援事業や教育の地方展開をそれぞれの委員会

と連携して行う。 

 

２－３ 2013年度予算 
 事務局長より 2013年度予算案が説明された。 

 

会費収入は新ガイドラインで計上、また新規事業収入

を加えて総収入は昨年度より約 50万円減の1,435万円。
支出は活動費 701 万円、管理費 730 万円の計 1,431
万円。歴史館寄付金の取り崩しを加味した収支は＋30
万円。 

 説明の中で社員総会、賛助会員連絡会に併設してい

た特別講演会の収入、経費は、従来は行事費として扱

っていたが、今年からは講演事業扱いとして費目変更し

て管理していくとの説明があった。 

2013年度計画の説明が終わり、議長からの要請で質

表 6 2013年度予算表 

平成24年度
実績

平成25年度
予算

増減(金額）

会費収入 9,750,000 9,500,000 -250,000

行事収入 429,000 0 -429,000
事業収入 4,157,000 4,350,000 193,000
寄付金他 504,603 500,000 -4,603
収入計 14,840,603 14,350,000 -490,603

事業費 2,490,770 2,884,000 393,230
諸活動費 2,172,808 2,443,800 270,992
活動振興費 234,328 510,000 275,672
通信費 193,753 190,000 -3,753
運営管理費 1,812,646 985,000 -827,646
活動費計 6,904,305 7,012,800 108,495
事務局費用 6,785,854 7,217,500 431,646
一般管理費 205,000 80,000 -125,000
管理費計 6,990,854 7,297,500 306,646
支出計 13,895,159 14,310,300 415,141

945,444 39,700 -905,744

歴史館寄付金 258,550 260,000 1,450

1,203,994 299,700 -904,294
歴史館仮受金残 708,451 448,451

年度初正味財産 7,265,894 8,469,888
年度末正味財産推定 8,469,888 8,769,588

収支再計

収入

支出

収支計

特別損益
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疑、賛否確認が行われた。 

第 2号議案の、拍手をもって承認された。 
 

３．役員の選出 

牧本理事長より 2013年度の役員案が説明された。 
理事 10名のうち 5名の理事が、監事は 2名とも任期満
了となり、5名の理事と2名の監事の候補が推薦された。
役員候補は以下。 

理事 牧本次生氏  再任 

内海  忠氏  再任 

橋本浩一氏  再任 

伊藤  達氏  新任 

吉澤六朗氏  新任 

監事 川端章夫氏  再任 

川西  宏氏  新任 

尚、理事の長谷川義栄氏、市山壽雄氏、高橋令幸氏、

田中俊行氏、野澤滋為氏は留任。理事の片野弘之氏、

堀内豊太郎氏、並びに監事の和田俊男氏は本総会をも

って退任。 

第 3号議案は、拍手によって承認された。 
 

伊藤議長より、本日の予定の議題はすべて終了した

旨が伝えられ、定刻より 15分前の 16時 45分に閉会が
宣言され、2013年度社員総会は終了した。 
 

＜総会後理事会＞ 

社員総会後ただちに 15 分程度の理事会が行われ、
理事長、副理事長の互選、理事の管掌、各委員会の委

員長の確認が行われた。（執行体制、ホームページ役

員・委員 参照） 
＜特別講演会、懇親会＞ 

引き続いて、17時 30分より特別講演会（講師 JEITA
半導体部会長 東芝副社長 齋藤昇三氏）、懇親会が

行われ、20時少し前にすべての行事が終了した。 

 

2013年度 執行体制 

理事

牧本次生 理事長(代表理事)、歴史館館長 

長谷川義栄 副理事長、講演企画担当 

市山壽雄 営業・論説担当 

伊藤 達 歴史館・著作権担当 

内海 忠 総務・財務・法務担当 

高橋令幸 執行会議議長、編集担当 

田中俊行 地区委員会担当 

野澤滋為 文化活動担当 

橋本浩一 広報・新事業企画担当 

吉澤六朗 渉外・教育担当 

 

監事
川端章夫 
川西 宏 

 

各委員会

委員長 

講演企画委員会 溝上裕夫 
編集委員会 周藤仁吉 
文化活動委員会 野澤滋為 
関西地区委員会 田中俊行 
九州地区委員会 荒巻和之 
教育委員会 片野弘之 
新事業企画委員会 喜田祐三 
論説委員会 井入正博 
広報委員会 橋本浩一 
歴史館委員会 伊藤 達 

 
事務局長 内海 忠 
 
 

講演会： 
講師を紹介する 
溝上氏（左）、 
講師の齋藤氏（右） 

 

懇親会：ユーモアをまじえて乾杯の挨拶をする SEMI中川氏 
左から中川、溝上、川端、和田、齋藤の各氏 

懇親会：みんなで乾杯 

講演会： 
聞き入る参加者 

懇親会：談笑する
志村氏(左)、金原氏 
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昨年の 7 月に一般社団法人電子情報技術産業協会

(JEITA)の半導体部会(JSIA)の部会長に就任致しまし
た。半導体産業における日本企業の世界シェアは低下

を続け、近年では米国企業と台頭するアジア企業の陰

で、その存在感は相対的に激減しています。そこで日本

の半導体産業の再生に向けた半導体部会としてのいく

つかの施策と再生に必要な政府への要望と提言につい

てお話します。また、日本の半導体業界のリーダーとし

てどのように舵を取っていくのか、私の考えや行動につ

いても述べたいと思います。 

 

 

１．日本の半導体業界の現状と課題 

はじめに、日本の半導体業界の現状と課題を認識す

るために、日本の半導体企業が置かれているポジション

について考えてみます。 

 

半導体の売上高を見ると世界全体では伸長していま

すが、日本は 90年代後半からほぼ横ばいを続けていま
す。1988 年、世界における日本の半導体企業のシェア
は 50％を超えていましたが、昨年は 19％まで低下して
しまいました。日本企業は、かつては日本の半導体の先

生であった米国企業を追い越し、世界のトップへと躍り

出たのですが、その後売上げを大きく伸ばす事もできず、

それに加えて韓国や台湾企業の台頭を受けて、右肩下

がりにシェアを下げ続けてしまいました。(図 1)  

図１ 世界と日本の半導体売上高と 

日本企業のシェア推移 

 

 

注目すべき事は、韓国や台湾などのアジア勢が躍進

する中、米国企業が世界トップの地位を保ち続け、シェ

アを向上させていることです。米国は一度 35％まで落ち
たシェアを最近では 50％以上まで復帰させています。 
 

まず、この違いを分析する必要があると考えます。 

米国企業は、米国の半導体工業会(SIA)の強化や各種
補助金をはじめとする米国政府の多額な援助を受けて、

少しずつシェアを回復していきました。一方、この間に 

日本の半導体業界を取り巻く環境が大きく変化してしま

いました。その一つが日本の製造業の国際競争力の低

下です。その主な要因は電力料金、税制等のインフラコ

ストの高騰、高い人件費、円高、環境規制、低い補助金

などがあげられます。これはすでに個社としての自助努

力や半導体業界全体の取り組みだけでは限界であり、

平等な国際環境の整備を政府に対して要望していく  

必要があると考えます。(図 2) 
 

   図 2 半導体売上高推移（地域別企業） 
 

近年では韓国・台湾の急成長に加え中国の台頭、 

また 2011年は東日本大震災やタイの洪水、円高、電力
供給問題等、日本半導体のビジネス環境に多大なマイ

ナス影響を与える出来事が多発してしまいました。このよ

うな環境下、私は部会長に就任したわけですが、日本の

半導体を再生させるために、半導体業界としては何がで

きるのか、何に取り組むべきなのか、何をテーマとして推

進すべきか等について自分の考えを述べたいと思いま

す。 

「日本半導体産業の再生に向けた施策と提言」 

JEITA 半導体部会部会長 

 （株式会社 東芝 代表執行役副社長）  齋藤 昇三 
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２．半導体業界としての政府への要望 

個社の自助努力は別として、日本の半導体の国際競

争力が低下した主な要因として、下記の 3 点を挙げるこ
とができます。 

 

① 電力料金、税制等のインフラコストが他国に比べて

高い 

② 他国の補助金はかなり手厚い 

③ 環境規制が厳しい 

 

つまり、日本の半導体は他国に比べて大きなハンディ

を背負っていると言わざるを得ません。日本の半導体は

輸出比率が高いため、外貨の獲得に貢献しています。 

また電力消費量が多く、電力需要係数が高い産業で

あり、半導体は国内産業の部品・材料の調達比率が高

いなど内需に大きく貢献している素晴らしい産業なので

す。（図 3） 

図 3 内需と輸出に貢献する半導体 
 

為替に関しては、米国ドルに対する円の競争力は、韓

国のウォンに比べて弱く、円高・ウォン安の影響は日本

の半導体企業に大きな影響を与えています。円高の是

正がなければ、半導体産業が国内に留まることは困難

であり、国内の空洞化が進む大きな要因ともなりかねま

せん。 

また、半導体のクリーンルームは、基本的に 24 時間
連続稼動であり、一日の変動はほとんどなく、一般的に

5％前後の変動に留まっています。 
つまり、地震等の影響による電力供給問題が発生し、

計画停電等を実施され、数秒・数分でも電力供給を受け

ることができなくなると、半導体の製造工程はすべて止ま

ってしまいます。さらに、半導体の製造設備の立ち上げ・

立ち下げには数日かかるため、設備の稼動を一度止め

てしまうと事業損益的に多大なる影響を被ってしまいま

す。24 時間、365 日稼動するクリーンルームを有する半
導体産業にとって、電力の安定供給は必要不可欠で

す。 

2011 年の東日本大震災の時に、私をはじめとする
JSIA幹部が毎週のように経済産業省に出向き、このよう
な半導体独自の事情を説明して理解していただき、何と

か計画停電の対象から外していただく事ができました。

これは業界が一団となって対応し、勝ち取る事ができた

大きな成果だと思っています。 

 

電気料金においては、日本の電気代は我々の競争

相手である韓国や台湾に比べて 2～3 倍高いのです。  
これに加えて、電力供給の問題等により、日本の各電力

会社が値上げを実施してしまうと、さらに他国との格差が

拡がってしまいます。 

つまり、日本の半導体企業は、海外の競合他社に比

べて、高いコストをかけて半導体を製造するしかないの

です。電力コストは半導体の国際競争力に直結している

ので、電力コストの低コスト化への早期改善が望まれま

す。 

 

一方、通商面においては、

JSIA としてWSC（世界半
導体会議：日本・米国・欧

州・韓国・台湾・中国の 6
極で構成される半導体業

界の会議体）に参加してい

ます。WSC は産業界で纏
め た 要 望 や 提 言 を

GAMS(日本・米国・欧州・
韓国・台湾・中国の 6 極で
構成される政府/当局会合）

と呼ばれる政府/当局に伝

える事ができる他業界に

は無いユニークな仕組み

を持っています。 

 

我々はこの仕組みを利用し、MCO（マルチコンポーネ
ント IC）と呼ばれる新型半導体の無税化の実現を目指し
ています。MCO とは、技術の発展に伴い、モノリシック
IC とともに能動素子、受動素子、その他の部品が同一
パッケージ内に同梱された新型半導体です。この新型

半導体は、現時点では定義が存在しないために、関税

分類上は集積回路に含まれず、通常の集積回路が受け

られる無関税の恩恵を受けていません。 

 

昨年の9月にドイツのベルリンでGAMSが行われまし
たが、MCO 定義についての中国政府の賛同を得る事
ができず、GAMS全体での合意は得られませんでした。
現在、各極の半導体業界が各国政府に働きかけ、情報

技術協定（ITA）の範囲に含める事により、世界で広く無
税化される事を目指しています。通商をはじめとし、知的

財産や環境問題等、これ以外のテーマにおいても、

JSIA は WSC を活用することにより、政府/当局に対す
る世界レベルでの提言を実施しています。（図 4） 
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図 4 WSC(世界半導体会議)について－会議関連図 
 

私は部会長に就任してからすぐに、経済産業省幹部

との会合を設定し、半導体業界の要望について意見を

述べさせていただきました。 

また、次の5つの要望を政府に対して正式に提言して
います。(図 5) 
 

① 円高の是正 

② 電力の低コストかつ安定的な供給 

③ 設備投資、研究開発投資の支援 

④ 通商面での競争環境整備 

⑤ 日本再生戦略に基づく、国内新規産業の育成加速 

 

円高の是正や電力の安定供給体制が整わなければ、

日本の半導体産業が国内に残る事は極めて困難となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 半導体業界としての政府への要望(まとめ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、税制や通商面でのイコールフッティングが実現

しないと日本の半導体の競争力は益々低下してしまいま

す。立地補助金を始めとする設備投資支援や研究開発

支援においては、今後も継続的に実施される事を政府

に期待し、税制の面でも優遇策の検討をお願いしたい。 

 

最近、米国は製造業重視と国内回帰の動きが活発化

しており、オバマ大統領は各種資金の提供と税制優遇

策を展開しています。また、ニューヨーク州は半導体産

業に対して手厚い資金援助を行っています。その額は

日本に比べて 2 桁の違いがあるのが現状です。さらに、
通商面での競争環境の整備をお願いしたい。日本再生

戦略に基づいて、エネルギー、医療、農業等の分野へ

の半導体産業の拡大の支援と構造改革に向けた国内

雇用の受け皿の整備もお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新しいビジネスモデルの提案 

日本の半導体産業が低迷しているのは取り巻く環境

の悪化だけが要因ではなく、我々自身の問題もいくつか

あります。 
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その一つがビジネスモデルの変化に対する対応の遅

れがあると思います。 

従来、日本の半導体は、優秀なエンジニアやオペレ

ータに加えて、部品、材料、製造装置、水などの半導体

を製造するためのインフラが国内に整っていたため、過

去においては、開発や調達、生産を国内で実施する垂

直統合型のビジネスモデル(IDM：Integrated Device 
Manufacturer)が主流であり、販売のみを世界レベル
で行っていました。 

 

最近は次第に調達・生産の海外依存度

をあげています。今後はさらに垂直型アライ

アンスと水平型アライアンスのバランスした

ビジネスモデルに移行して行くべきであると

考えます。 

 

垂直型/水平型アライアンスとは研究・開

発から設計、調達、製造・生産、販売・ロジ

スティックと言う垂直統合型に研究・開発コ

ンソーシアム、設計委託、ウエハ・ファンドリ

ー、後工程委託（OSAT）、ビジネス・パート
ナーなど部分的に水平アライアンスを取り

入れて行くモデルを言います。特に、このモ

デルのなかで、競争領域と非競争領域を明

確に分離して、競争領域は個社で対応し、

非競争領域については半導体部会がまと

めて活動するべきだと考えます。（図 6） 
 

図 6 日本半導体産業のビジネスモデル 
 

 

４．スマート社会に向けたアプローチ 

社会的課題の解決に取り組むスマート社会では、災

害対応や安全インフラを実現するための安心安全対策、

スマートグリッドやスマートハウスを実現するエネルギー

関連事業、クラウドコンピューティングの活用やセンサー

技術の活用による医療、歩行者検知で安全運転を制御

する交通システムの構築等のテーマがあります(図 7)。 

それぞれのテーマに即したアプリケーションに求めら

れる技術の方向性としては、下記の 5 点を挙げることが
できます。 

 

① 意味理解（状況を理解・判断する技術） 

② 無給電（超低電力動作技術） 

③ 100年耐久（劣化対応/継続動作技術）  
④ 自己成長（機能アップ対応技術） 

⑤ インターオペラビリティ(多種システム接続安全 

動作技術）  

図 7 社会的課題の解決に取り組むスマート社会 
 

 

我々としては SIRIJ（半導体産業
研究所）の研究成果を利用するなど

して、スマート社会をテーマとした活

動も推進しており、スマート社会関連

案件の政府への提言にも繋げていき

たいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．日本の半導体業界として推進するテーマ 

日本の半導体業界を取り巻く環境は、過去に無いほ

ど厳しさを増してきています。この難局を乗り切るために、

半導体業界としては何ができるのか、地位を向上するた

めの施策は何か、一致団結できるテーマは何か、業界と

して得られる利益は何なのか、日々刻々と変わりゆく状

況の変化に対応するためには何をすべきか等について、

私が部会長に就任する際に、各委員会の委員長に対し
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て、これらの課題を十分議論し、何をテーマとして今後

活動していくのか真剣に考えて欲しい旨を伝えました。 

 

各委員会においては、これらの課題について、かつて

無いほど真剣に議論していただき、いろいろなテーマを

提示していただきました。私としては、日本の半導体の

再生に向けた半導体部会全体の重点テーマとして、「国

際競争力強化への対応」を掲げる事にしました。 

 

また、各委員会から提示された活動テーマを大きなテ

ーマで括り、下記の3点を重点テーマとして設定しました。

現在、各委員会においては、この重点テーマに即した活

動を展開しています。 

 

(1)社会貢献および省エネ対応でスマート社会実現に向
けた半導体技術の検討および社会制度のあり方の 

研究を進め、半導体の新市場を開拓すること。 

 

さらに、半導体業界で実施してきた省エネ技術の他

業界への提供等を検討する。また、省エネへの貢献  

度を評価する算出方法を提案する。他に工場稼働率

に応じたエネルギー最適化施策の検討、PFC排出量
削減・排出量測定技術の検討等を行う。半導体業界

で共有化できる電力コスト削減施策の検討・政府への

提言、電気料金等の電力コスト削減に繋がるイコール

フッティングの要請をすること。 

 

(2)イコールフッティングを実現すること。具体的には諸
外国と比較して日本半導体業界の競争力を阻害する

税制諸課題を抽出し、政府に対して税制改正要望を

行う。マルチコンポーネント ICの日本と諸外国の間の
関税不均衡を是正するため、国際機関を通して無税

化を実現する。諸外国の半導体実用新案急増を受け

て、WSC の活用も視野に入れ国際的に妥当な知的
財産権のあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 半導体部会(JSIA)二ヵ年中期計画 

(3)部会外部との交流を図ること。経済産業省幹部と部会
役員会との間の定期的な Face to Faceの意見交換、
および提言実施。半導体関連工業会およびアプリケ

ーション側の工業会との意見交換等を実施し、交流を

図ります。 

 

半導体装置業界(SEAJ)との間で 200ｍｍラインの長
期利用を可能にするソリューションの合意を目指す。

JEITA 総合政策部会への半導体部会の参加等、

JEITA本体委員会および他部会との意見交換を実施し、
交流を図ります。尚、部会の対外アピールとして重点テ

ーマ(1)～(3)をはじめ部会の活動・成果を広くアピール
する場を積極的に設けて、委員会毎に二ヵ年の中期計

画を策定し活動しています。（図 8） 
 

また政府に対するパブリックコメントにも積極的に参加

しています。昨年の 8月には、「エネルギー・環境に関す
る選択肢」に対する意見を提出、今年の 1 月には、電力
料金値上げに対する国民の声として、「電力料金の値上

げは容認できない」とし、下記 3 点についての検討、実
施を政府に求めました。 

 

① 国のエネルギー政策を早期に確定した上での審査

を実施すべき 

② 競争原理を働かせる事を目的とした関係法制度の

検討をすべき 

③ 電力料金が国際競争力を阻害しているとの認識に

立った産業政策を策定すべき 

 

 

７．おわりに 

JEITAの半導体部会(JSIA)の部会長としての任期は
二年間です。この間、日本の半導体産業の再生のため

日々邁進する所存であります。皆様のご協力もよろしく

お願い申し上げます。 
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横浜市では、市民の力や国際港都としての魅力など

の強みと、環境や観光などの新たなニーズをつないでい

くための政策を「横浜版成長戦略」（図１）として取り組ん

でいます。横浜市が将来にわたって持続可能な都市で

あるためには、基盤となる横浜経済を元気にしなければ

なりません。 
そのため、横浜市の強みを最大限に活かし、新たな

産業や雇用の創出に全力を上げ、活力みなぎる横浜市

を創り上げていく必要があります。また、一方で活力ある

横浜市を創り上げるためには、経済の活性化と地域で

暮らす人々の活力が必要です。 
しかも、この二つは相互に関連しあっています。という

のは、新たな産業の育成など経済が活性化することで雇

用が創出され、人々の活力が生まれるからです。 
地域で暮らす人々がいきいきと活躍できる環境を創出

し、人々の活力をつくることで地域がにぎわい、新しいニ

ーズが掘り起こされて、経済の活性化につながっていき

ます。 
そこで、横浜版成長戦略として、「成長産業の強化」と

「地域で暮らす人々の活力づくり」や、これらを生み出す

「成長を支える基盤づくり」について重点的に取り組んで

います。以下では、横浜版成長戦略の中でも産業界に

焦点をあてた「成長産業の強化」についての取り組みを

ご紹介します。 

 
 
 
 

 
「成長産業の強化」における 2つの戦略テーマ。 
(1)環境最先端都市戦略   
～低炭素社会に向けた需要創出による市内経済活性

化～ 
環境未来都市を目指す横浜市には、製造業やサービ

ス業、研究開発機関などが集積しており、経済活性化へ

の貢献が期待されています。低炭素社会に向け、需要

の創出を通じてビジネスチャンスを提供し、市内企業の

技術革新（イノベーション）を促すことで、市内経済の活

性化につなげていきます。 
(2)中小企業の技術・経営革新戦略  
～中小企業の競争力の強化による成長支援～ 
社会課題を背景に今後市場拡大が見込まれる「環境」

「健康」等の成長分野を中心に、中小企業の「イノベーシ

ョン」を多様な視点から促進します。また、企業が積極的

にイノベーションに取り組む上で、その土台となる経営基

盤強化など「基礎的支援」の充実を図っています。 
 
1．横浜スマートシティプロジェクト（YSCP） 
戦略を進める上での具体的なプロジェクトの推進事例

として横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）について
ご紹介します。   

YSCP（図 2）は 「370万人規模の先進都市横浜市を
舞台に、世界一のスマートシティ・モデルを先行確立、

海外都市に向けて横浜型ソリュー

ションを輸出していく」をコンセプト

として推進しています。低炭素社会

を実現する個々の要素技術は、わ

が国の企業が世界標準を競ってき

ましたが、それらを繋げて社会シス

テムへと昇華する機会は多くありま

せんでした。 
YSCP では、横浜市の持つ中小

国家にも比肩する規模、そして多

様な地勢（みなとみらい21や関内・
関外などの中心市街地や日本有

数の港湾地域、郊外には港北ニュ

ータウンなどの大規模開発地や

緑・水豊かな住宅地なども存在）、

市民が実際に暮らしている社会イン

フラ更新が容易でない既成市街地

へのシステム適用を目指しています。 
 
 

横浜市が取り組む「横浜版成長戦略」 

横浜市経済局 成長戦略推進部 新産業振興課 
環境・IT 担当課長              早川 恵庸 

図 1 横浜版成長戦略のイメージ 
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「実用化まであと一歩」に迫った企業の英知を、多様な

地勢を擁する横浜市へ結集させることにより、市民が実際

に暮らす街で持続的に発展する社会システムを構築し、

世界一のスマートシティ・モデルを先行確立し、海外都

市に向けて汎用的に展開できる横浜型ソリューションを

輸出していくことをミッションとして活動しています。 

 
(1) 横浜型スマートシティの目指すところ 
ミッションを達成するためには、Scalable(規模)、

Speed( ス ピ ー ド ) 、 Sophisticated( 先 進 性 ) 、
Satisfaction(ユーザー満足)の 4 つの要素を横浜型ス
マートシティに取り組む必要があります。 

1 つ目の要素としては、Scalable（規模）なスマートシ
ティを目指しています。輸出先として想定されるアジア新

興国の各都市の規模でもスマートシティが機能すること

を証明することが必要です。世界最大規模の横浜市の

特性を活かしたスマートシティを構築し、世界に展開可

能なソリューションの構築を実現するために、実証実験

の規模に加え、拡張性という面でも、新しい社会インフラ

に必要となる情報システムの拡張性（新しいサービスや

システムの追加、ユーザーの拡大に耐えうる）を強く考慮

しています。 

 
2 つ目の要素としては、Speed（スピード）あるスマートシ
ティの導入を目指しています。成長著しい新興国への展

開性には、速やかなスマートシティの構築は必須です。 
YSCP では、導入スピードを上げるアプローチとして、

設備の構築のみならず運用を含めた「都市一括ソリュー

ション」として導入することや、既存都市インフラも最大限

活用することにより、スマートシティの立ち上げスピードを

高めます。 

 
3 つ目の要素としては、Sophisticated（先進性）ある

スマートシティを目指しています。日本の誇る先進技術

のみならず、安価な成熟技術との融合を図ることで、コス

トパフォーマンスと高品質を両立したスマートシティを目

指します。このため、新しいインフラに必要となる情報シ

ステムの構築に際しては、相互接続性（様々なシステム

と相互に連携できる）を強く考慮します。 
 

4 つ目の要素としては、Satisfaction（ユーザー満足）
あるスマートシティを目指しています。スマートシティの市

民が自ら参加し、エコを実現するソリューションを目指し

ます。そのためには、利便性を損なわない我慢しない

“エコ”の実現が必要です。 

 

(2) 地域エネルギーマネジメントシステムと、大規模ネッ

トワークの相互補完 

地域内で蓄電・蓄熱機能を持つことで再生可能エネ

ルギーを地産地消し、再生可能エネルギーの大量導入

に対応した地域エネルギーマネジメントを実施します。ま

た、地域内で供給する「電気エネルギーと熱エネルギー」

の最適運用も実施します。さらに複数の地域エネルギー

マネジメントシステムを連携制御・管理する仕組みを検

討します。具体的には、3 エリアにおける CEMS 導入を
実施します。CEMS は、地域内に導入される HEMS、
BEMS、EVおよび充電インフラとの連携により地域内の
エネルギー利用と CO2排出の見える化を実現します。ま

た、経済的インセンティブを考慮し、HEMS で地産地消
を促進するエネルギー機器の運転制御を実現します。ま

た、地域内翌日想定需要と実績の差分を BEMS、
HEMS の制御によって吸収する制御を実施し、地域エ
ネルギーマネジメントシステムと大規模ネットワークの相

互補完を実施します。 

図 2 YSCPの将来像
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(3) 次世代交通システム 
CO2 を排出しない次世代自動車（主に電気自動車の

普及促進と、公共交通の利用促進等の交通システムの

エネルギー利用効率化により、運輸部門の CO2排出量

を削減します。また、太陽光発電が大量導入された系統

において、電気自動車が電力貯蔵可能な社会インフラと

して活用できるかを検討します。具体的には、3 エリアに
おける EV の大量導入と充電インフラの整備、充放電対
応 EVを用いたエネルギーマネジメントを実施します。 
 

(4) 横浜スマートコミュニティ 
市内中小企業を中心としたプロジェクトとして「横浜ス

マートコミュニティ」が活動をしています。横浜スマートコ

ミュニティは、「自然に学び、自然を活用するコミュニティ

を創る」ことを基本コンセプトとし、植物細胞が持つエネ

ルギー生成、蓄積、制御の仕組みから、スマートハウス

で必要なエネルギーシステムの構築を考えました。参加

企業が技術を持ち寄り、複数の家のそれぞれが持つエ

ネルギーをハウス間連携することにより、相互にエネルギ

ーを融通できるスマートコミュニティの実証実験を行いま

す。実証実験として建築するスマートセル（図 3）では、
家のエネルギーに必要な太陽光発電や風力発電機、燃

料電池などの発電・蓄電・蓄熱・地熱の利用、エネルギ

ー変換機器の実験、HEMS などの IT情報機器の実証、
家電品の省エネ試験、窓や壁の断熱性能など、様々な

性能試験などが行われます。また、地域の企業が参加

できるように数理モ

デル、シミュレータ

などの最新技術を

用いた実験環境も

導入し、参加メンバ

ーが利用できる実

証試験のインフラと

しても利用可能とし

ます。 

 

2．環境未来都市から発信する 
次世代のスマートハウスへ 

「環境未来都市」構想(図 4)は、国の「新成長戦略」
（平成 22年 6月閣議決定）に位置付けられた 21の国家
戦略プロジェクトの一つです。 

いわゆる環境問題だけに限らず、超高齢化社会に対

応し、かつ、都市の創造性を発揮して活力を生み出す、

バランスのとれた豊かな都市、すなわち「誰もが暮らした

いまち」「誰もが活力あるまち」を作り出すことを目指して

います。また、それらの成果を国内外に向けて普及展開

することで、経済の活性化につなげます。横浜市は平成

23年 12月に国から環境未来都市に選定されました。環
境未来都市構想では「低炭素社会の実現と水問題の解

決」「超高齢化社会への対応」「文化芸術・産業の振興」

等に取り組みます。誰もがいつまでも幸せに、楽しく、安

心して暮らすことができる街の実現を目指します。 
 

3．半導体／エレクトロニクス関連 
企業連携による環境・エネルギー分野の取り組みをご

紹介しましたが、横浜市には様々な産業があり、異業種

交流なども盛んに行われています。ここでは、IT・半導
体関連の活動で代表的なものを紹介します。 

 

(1) 横浜ＩＴクラスター交流会 (図 5) 
(2013 年 3 月、“新横浜 IT クラスター交流会”から改

名)新横浜駅には東海道新幹線のぞみ号が全て停車す

るなど、中部・西日本方面や東京へのアクセスも良好で

す。この様な立地の良さから新横浜駅周辺地区にはア

ーム（株）、イノテック（株）、富士通マイクロソリューション

ズ(株)など半導体の設計開発を中心とした企業が多数

進出・集積して、その数は約 300 社にもなります。 この
新横浜駅の企業集積を活かして新しいネットワークを形

成し、これをまちづくりに つなげていくため、技術交流・

情報交換を主体とした交流会を開催しています（年 4
回）。交流会は今年の 1 月で 40 回目の開催を迎えまし
た。知名度も向上し、今や新横浜駅周辺企業のみなら

ず市外からも多数の方が参加してお

り、参加者の皆さんが交流を深めな

がら新しいネットワークやアライアン

スの形成がなされています。交流会

では最新の技術動向や研究など

様々な角度からテーマを企画してい

ます。市外からのご参加も可能です

ので、ご興味のある方は是非ご参加

下さい。 

図 4 環境未来都市プロジェクト概念図 

図 3 スマートセル(4月 26日オープン) 
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(2) 横浜エンベデッドコンソーシアム 
  横浜市全域には 300 社を超える組込み関連企業が
集積しています。横浜のポテンシャルをさらに活かすた

めに、平成 19 年 3 月、民間企業有志と横浜市により、
横浜エンベデッドコンソーシアムを設立し、企業間・エン

ジニア間のネットワーク構築を進めています。コンソーシ

アムでは、産業界・教育機関・行政が一体となって人材

育成や高品質化に向けた取組みを推進することにより、

横浜市を組込み技術の世界的拠点「組込み技術先進

都市」にすることを目指し、フォーラムの開催や技術者の

ための研修会など様々な活動を神奈川県情報サービス

産業協会を中心に進めています。 

 
4．新たな分野における半導体の役割 
新しい概念による新しいまちづくり、家づくりを進めて

いくためにはエレクトロニクスの技術が欠かせません。例

えば現在のスマートハウスを制御するためには、各種セ

ンサー類、通信機器、エネルギー制御のためのパワー

半導体など半導体の利活用分野は広がっています。ま

た、高齢化の進展に伴う社会的課題解決などのために

も半導体分野の重要性が増しています。この様に重要

性が増す反面、昨今の経済情勢を見渡しますと日本の

半導体産業は逆風にさらされています。 

横浜市としましては、半導体業界を元気にするため、

民間企業の皆様と協力して様々な取組みを進めていま

す。その一例として、先ほどご紹介しました横浜ＩＴクラス

ター交流会及び横浜エンベデッドコンソーシアムと合同

開催した１月 17 日のセミナーでの講演内容についてご
紹介します。「海洋と宇宙」という新しい分野に関する第

一人者のお二人にご講演頂きました。 

 

(1) 深海探査技術の現状と最新の調査結果 
   講師：海洋研究開発機構（JAMSTEC） 

観測技術担当役 土屋  氏 

「日本の領土は世界 61 位ですが、EEZ（排他的経済
水域）を含めると６位の超大国となります。近年のレアア

ースやメタンハイドレートの発見等により、海洋の重要性

が高まっていますが、広大であり深海域であるため調査

が進んでいません。この広大な経済水域の調査を行うた

めには安価・簡易な深海探査機が必要であり、開発には

民間の力が必要。そのため、民間の中小企業が中心と

なった江戸っ子 1号プロジェクトの支援を行っています。
この中小企業が中心となった本プロジェクトにより中小企

業が元気になってほしいです。深海潜水船建造の要素

技術は各国とも自国の技術だけでは建造できず、逆に

言えば要素技術を持っていれば世界展開が期待できる

ものであり、是非企業の皆様には頑張っていただきた

い。 

 

(2) 人工衛星を作ってみませんか？ 
     ～手が届く宇宙開発時代の幕開け～ 

  講師：慶応義塾大学大学院 

白坂  准教授 

「宇宙ステーション補給機である「こうのとり」の設計は

特殊な環境下における厳格な安全要求が必須であり、

常に安全設計を心掛けているが、それでもハード・ソフト

においてエラーが起きることがあります。現在の宇宙開

発は大型化しており、予算も数百億円かかります。その

ため、新興国では参入が難しく、小型衛星や超小型衛

星が新たな市場として成長する可能性が高いです。超

小型衛星については、ビジネスユースが開始され、衛星

に関する汎用品を組み合わせれば完成してしまう製品も

登場しています。今後はマーケットを見出すことが難しい

ですが、国内だけでなく世界がターゲットになっていきま

す。」 

 

５．おわりに 

今回、ご紹介した横浜市の成長戦略について、ぜひ

多くの企業の皆さんの参加をよろしくお願いします。 

 

＜語句説明＞ 

CEMS 地域内エネルギー監視システム 
 Cluster/Community Energy Management System 
HEMS 家庭内エネルギー監視システム 
 Home Energy Management System 
BEMS ビル内エネルギー監視システム 
 Building Energy Management System 
EV 電気自動車 
 Electric Vehicle 
 

＜参考 URL> 

横浜スマートシティプロジェクト 

http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/yscp/ 
環境未来都市 

http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/futurecity/ 
横浜スマートコミュニティ 

http://www.smartenergy.co.jp/yokohama/ 
横浜 IT クラスター交流会 
http://www.shin-yokohama.jp/ 

 
 
 
 
 

図 5 横浜ＩＴクラスター交流会の様子 
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最近のユビキタス機器には多機能、高性能システムを

実現する為、従来の SoC技術のみから SiP（System in 
Package）技術が多く使われている。この度、半導体事
始の執筆の機会をいただき、SiP を開発するに至った経
緯や体験談をまとめることになった。ここではスタート時

の呼び名が MCM（Multi Chip Module）であったが、
その後世の中に浸透し始めた頃に SiP に名称変更した
ので、SiPの表記で統一している。 
 

１．突然の呼び出し 

1998年 10月に上長から日本ビルにてこういう会議が
あるから出席するように！という指示があった。 

当時、私は日立製作所半導体事業部・システム/ソリュ

ーション統括本部/画像通信用 LSI 設計部に所属して
いた。何の話かよくわからないまま指示された会議に出

席すると、営業関係者、応用回路関係者、プロセス開発

関係者ら10人程度の方々が参加していて、「マルチチッ
プモジュール」なる物を新規事業として参入開発するた

めのデザインレビューとのことであった。この時、既に三

洋電機から発売された「ゴリラ」というカーナビゲーション

に SiPが搭載されているとの情報があった。 
その頃はシステム LSI の開発費が膨大になってきて

おり、なんとか開発費が少なく、すぐに市場に投入出来

そうな製品の一つとして SiPを新たに事業展開出来ない
かという発想で、まずはそのための課題や製品としてど

んな構成が考えられるかなどから検討を始めた。後でわ

かったことだが、当時の石橋正半導体事業部長の指示

で世の中には SiP という新しいコンセプトを持ったシステ
ム LSI が生まれているので日立でも次のビジネスとして
検討するようにとの指示であった。 

 

２．開発スタート 

1999年 1月から SiP を事業化するための組織として
「MCM 開発室」という名前で新たにスタートした。  

「MCM 開発室」は既存の組織からの寄せ集めで、まず

は私とマイコンシステム部の宮下公一氏との 2 名のスタ
ートであったが、その後 5名のエンジニアを追加して計 7
名で、初めての SiP 開発に取り組んだ。宮下氏はマイコ
ンシステムの開発用評価ボードを担当していて、当時

SH4の性能を最大限発揮してかつ安定動作をさせようと、
40mm角の 10層基板に SH4＋64MSDRAM＋バスド
ライバ IC などを搭載したハイブリッド IC 相当を検討し、
試作した頃であった。 

 

まずは出来るだけ短期間で拡販用 SiP サンプルを作
成する必要があったので、この 40mm 角のハイブリッド

IC 相当をベースにして初めての SiP サンプル（図 1）を
作成することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 初めての SiPサンプル 
 
SH4＋64MSDRAM＋バスドライバ＋キャパシタンス

/抵抗(以下、C/Rと表記)の構成とし、厚さは 2mm、基板
サイズも 27mm 角と大幅に小さくした。 しかし、実際の

試作に当たっては基板設計、実装設計、試作ライン選定、

テスト方法などの多くの課題を克服しなければならず、

困難を極めた。幸い社内関連組立てラインのルネサス東

日本セミコンダクタ相模工場にて検討し、当時としては最

も薄い実装が可能なFC(フリップチップ)接続方式を採用
した。そして基板メーカーの協力を仰ぎながら基板設計

を行い、電源、GND の配置方法及び電気的特性を考
慮した配線ルールや BGA(Ball Grid Array)のボール
配置ルールなど初めての SiP 用基板設計基準作りをし
ながら詳細設計に入り、6層基板と 8層基板の 2種類の
試作を開始した。結局ノイズ対策を優先して 8 層基板で
のサンプル作成となり、何とか初めての SiP 製品サンプ
ルは 5月末に完成した。 
 

３．ビジネスフロー 

SiPサンプルを作成するのと同時に新たに SiPビジネ
スフローを考えなければならなかった。というのも日立は

LSI 設計部が収益責任を持つことになっており、企画立
案、設計した製品の製造原価も含めて管理しており、(売

価－総原価＝利益)の管理責任があった。しかし新設し

た「MCM 開発室」はシステム構成を決定した後は、そ
の構成に必要なシステム LSI を他のロジック設計部から、
またメモリはメモリ事業部からの調達を行い、SiP 製品と
して売ることを考えていたので、従来同様に収益責任を

素子積層 SiP技術の開発 
元ルネサステクノロジ SiP開発センタ長  赤沢 隆 
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持てるのかが不明確であった。こういうビジネスは初めて

であったが、まずは事業として成立するかどうかが先決と

の判断もあり、「MCM 開発室」での収益責任というビジ
ネスフローでスタートした。営業部隊とも何度かビジネス

フローの議論を重ねて、標準品SiPのラインアップを取り
揃えて拡販するという方針でまとまり、SH3、SH4 を搭載
した SiP製品のラインアップを急いだ。図１に示した SiP
以外にも汎用に優れた SH4＋64MSDRAM や、SH3
＋64MSDRAMといった構成の標準SiPを揃えていくこ
とになった。 ここでちょっと話は逸れるが、こうして

「MCM 開発室」という独立した SiP 専用設計部を設立
出来たからこそ、今日の SiP 製品を他社に先駆けて開
発、量産することが可能となり、SiPというジャンルが確立
したのだと思う。他社も同じような時期に同じようなコンセ

プトで SiP 製品の開発を始めたと聞いているが、専任の
設計部隊を設立したのは日立だけだったようで、例えば

ASIC設計部の一部の人がSiP製品を担当、あるいはシ
ステム LSIの開発後に SiP化を検討するなどしていたよ
うである。パッケージ部隊がSiPを開発していた会社もあ
ったようで、SiP 固有の問題を解決出来なかったようであ
る。SiP 固有の問題であるテストフローや他社からの部
品調達の課題と対策は、6項で述べる。 
 

４．初めての量産 

 2000 年の秋頃に、初めての受注が決まった。受注と
いってもロット 500 個程度の商談であったが、既に SH4
を採用していたワイヤボンディングメーカーのボンダ装置

の改良タイプに、最初に開発した SiP サンプルの SH4
＋64MSDRAM＋バスドライバ＋C/Rの SiPを採用した
いとの事であった。しかし、FC(フリップチップ)接続として
初めて採用した ACF(Anisotropic Conductive Film)
方式は、まだ量産技術が確立しておらず、量産用の治

工具も未整備で量産工数が多大など問題が多かった。

また、耐湿性に弱いという特性も見つかったが、兎に角、

受注した以上量産をしなければならず、人海戦術で量

産を継続するという厳しい状況が 2 か月程続いた。この
方式の知見を持つ日立のデバイス開発センタや機械研

究所への依頼など、量産技術の確立を急いだが、ACF
方式は基板表面レジスト膜の厚さと ACFの厚さ、基板
の硬さ及び組み立ての際の圧着させる圧力のパラメータ

が複雑に絡み合うことで製造バラツキが生じるということ

が判明した。 結果としてACFを用いた FC接続方式は
量産の安定性を維持するのは難しいという結論(当時の

材料での条件であり、現在は ACF 接続でも全く問題は
無い)となり、以降、Au-はんだを用いた FC 接続へと舵
を切ることになる。FC 接続は ACF 方式、Au-はんだ方
式、はんだボール方式と 3種類（図 2）あり、既に LCDド
ライバ IC では実用化されていた ACF 方式が一番安価
でかつ量産に耐えられる技術ということで採用した経緯

がある。しかし SiP としては初めての実装方式でもあり、
平行して他の方式も検討を始めていた。 

 

図 2 FC接続技術の比較 
 

その頃、新光電気工業(株)が、この Au-はんだ方式に
て量産技術の目途がついたとの情報を得て、上記の量

産後、Au-はんだ方式の試作評価を急いだ。図 3 の
SEM 写真に示すように、はんだプリコートにスーパジャ

フィットを使ったFC接続で基板をクリーニングした後、は
んだ粉末を付着させフラックスを塗布し直接リフローする

方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 Au-はんだ方式の接続部断面 SEM写真 
 

特徴は、(1)はんだ組成選択の自由度が大きい、(2)パ
ターン精度が高く、ファインピッチ対応が可能、(3)はんだ
の膜厚が均一でかつコントロールが可能などであり、SiP
の量産技術として非常に安定していて最適な接続方法

と判断した。幸いなことにACF方式はこの製品を含む少
量ロット生産のみであったので、以降この方式を取りや

め、新たなスーパジャフィット法を使った Au-はんだ方式
へと切替えていった。 

 

５．飛躍 

初めての少量量産も何とか終えた 2001年は標準SiP
製品を必死で拡販し、少量ロットながら少しは受注が増

えてきた。だが在庫を抱えながらのビジネスでは効率が

悪く収益も出ず、SiP 事業として踊り場に来ていた。そこ
でどうすれば大きな受注が見込めるか必死でもがいてい
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た、まさに丁度その頃、カスタム設計部とカシオ計算機

(株)(以下カシオと記す)間でデジタルカメラ用画像処理

ASICの開発が進められていた。 
カシオの方にも日立が SiP のビジネスを開始したとの

情報が入っていたので、一度説明に来て欲しい旨の連

絡があった。カシオはデジタルカメラとして 1995 年に
「QV-10」の名前で今のデジタルカメラと同様方式の製品
を、既に世の中に出していた。そして次世代の新しいコ

ンセプトを持ったデジタルカメラを開発する中で、薄型/

小型を特徴とするために画像用 ASICを含めたいくつか
の LSIを SiP化出来ないかとのことであった。 
私にとっては売り上げ拡大の大きなチャンスであった

が、SiP としての本格的な量産実績が無い、他社メモリを
搭載した SiP のテスト実績が無い、開発期間が少なく日
程がタイト、価格設定をどうするかなど課題が山積みであ

った。いろいろな議論をさせていただき、一旦は時期尚

早ということで棚上げになりそうになったが、カシオの開

発責任者から、「あなたが本当にSiPをやりたいのなら一
緒にやりましょう」と言ってくれたことで、日立内部の説得

も出来、初めて本格的な量産(1 万～3 万/月)の受注を
いただけた。仕様としてはマイコン＋画像用 ASIC＋
FLASH＋SDRAM の 4 チップ構成で 23ｍｍ角、厚さ
1.6ｍｍとなった(図 4)。 

図 4最初のカシオ向けデジタルカメラ用 SiP 
 

従来のデジタルカメラのシステム基板は 3 枚必要であ
ったが、主要 LSI の 4 チップを 1 パッケージ化すること
によりシステム基板を１枚にすることが可能となり大幅な

小型薄型化を実現できるようになった。また定量的なデ

ータは無いが SiP 化することで、システム基板間の配線
長も短くなるのでセットとしての消費電力も小さくなり、な

により EMI(Electro Magnetic interference/電磁輻
射)ノイズが大幅に減少した。 

この時にカシオの責任者から一緒にやろうと言ってい

ただけなければ、今日の SiP は無かったかもしれない。
改めて、その度量に感謝申し上げたいと思っている。そ

して多少の不良問題などあったが、順調に量産も立ち上

がり SiP 採用のデジタルカメラが初めて世の中に登場し
た瞬間であった。これを契機に、カシオのデジタルカメラ

にはほぼ全量 SiP が採用され、また同時に他のデジタ

ルカメラメーカーにも採用されることになり本格的な SiP
量産時代に突入した。 

 

６．他社ウエハの調達とテストフロー 

もう一つ特筆すべき事項に SiP ビジネスには他社のメ
モリウエハを調達しなければならないということがある。

SiP 標準品を開発している時は、同じ社内のシステム
LSI 及びメモリを調達していれば良かったが、カスタムシ
ステムであるデジタルカメラの構成に他社製メモリが必要

になれば当然、他社メモリのチップあるいはウエハを調

達しなければならない。 

当時は半導体メーカー同士でチップあるいはウエハを

購入することなど有り得ない状況であった。セットメーカ

ーを介して他社のチップあるいはウエハを購入すること

は極まれにあったが、SiP ビジネスを本格的にやろうとな
るとこの道は避けては通れなかった。幸い、上記のカシ

オのデジタルカメラの場合はカシオ経由で他社半導体メ

ーカーのウエハを購入するルートが出来た。 

その後、原価低減のために日立と他社半導体メーカ

ー間で直接取引を開始するようになったが、この時の問

題はウエハ購入でのテスト方法であった。 

SiPのウエハ～組立てまでのテストフロー(図 5)につい
て、半導体の通常のテストフローは、ウエハでのテスト＋

組立て後のテストのトータルテストにて LSI の動作保障
をしているのが一般的である。しかし、他社ウエハを購入

するとなるとこのテストの考え方が崩れることになり、当然、

途中工程のウエハでの出荷では完全な動作保障が出来

なくなる。 

その為に KGD(Known Good Die)、KTD(Known 
Tested Die)という定義が存在することになる。KGD は
完全にテストされた良品という意味だが、KTD はある程
度テストされているが完全な良品ではないという、やや曖

昧な定義である。そこで大事なのが購入するウエハに対

して KGD を要求するのではなく、KTD で購入し、SiP
に組み立てた後、SiP として如何に動作保障出来るよう
なテストを施すかである。 

 

 
図 5 SiPのウェハ～組立てまでのテストフロー 
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SiP の構成は大きく分けると自社のシステム
LSI及びロジックLSIと他社メモリのSDRAMあ
るいは FLASH の一例がある。図 6 の例は、自
社 LSI と他社 LSIの動作を分離出来ることであ
る。自社のシステムLSIやロジックLSIは動作保
障出来るテストが可能であるが他社メモリは自社

LSI と切り離すことにより、他社からいただけるテ
ストパターンにて KTD のテストが容易に出来る
ことになる。つまり、自社と他社の LSI を独立さ
せてテストすることが可能になる方式とした。更

に、自社のシステム LSI からアクセスプログラム
により他社メモリを内部バスからアクセスしパター

ンマッチング方式のテストを行うことにより実装動

作保障が可能となった。 

このテスト方式が確立出来たことにより、他社

の半導体メーカーからの購入スペックも明確とな

り購入ルートが出来上がった。それ以降は他社ウエハの

購入実績から更に別の半導体メーカーからのウエハ調

達も容易となり、SiP ビジネスとしての他社購入ルートは
完全に確立したのである。国内の他社メモリウエハはもと

より海外の他社メモリウエハも含めてほとんどの半導体メ

ーカーとの取引実績を作った。 

図 6 テスト端子を用いたテスト方式 
 

７．積層 SiPの開発 
SH3、SH4＋64MSDRAM の構成ではいずれも横に

並べた構造を採用しており、どうしても外形が大きかった。

そこで更なる小型化を目指して検討を重ね、チップの下

段はFC接続して基板に接着させ上段は上向きでワイヤ
ボンディングして接続するという世界で初めての 2段ある
いは3段重ね方式の積層SiPの開発に成功した(図 7)。 
小型/薄型化する為の積層SiPの要素技術としては、(1)
ＦＣ接続技術（ファイピッチ、超多ピン、狭間隙アンダー

フィル）、(2)ワイヤボンディング技術(ファインピッチワイヤ、
低ループワイヤ、長短ワイヤ、オーバハングボンディン

グ)、(3)超薄型ウエハ研磨技術(低ストレス裏面研磨、低
ストレスダイピックアップ、薄厚み DAF)、(4)モールド技
術(薄厚みモールド、低反り)、(5)基板技術（薄厚み基板、
微小はんだプリコート）などが挙げられる。 

図 7 積層型 SiPの構成例 
 

８．まとめ 

そして 2003年は、日立と三菱の半導体事業が合併し
た新たな(株)ルネサステクノロジが誕生し、新事業の一

角として SiP ビジネスも注目され飛躍的に伸びた年であ
った。別のデジタルカメラメーカーに単品で採用されて

いたSH3系の積層SiPの採用も新たに決まり、いよいよ
月産 100万個体制までに成長した。その後は、デジタル
民生機器(デジタルカメラ、デジタルムービ、プリンタ、

TV)を中心に医療機器、高周波用途、産業機器にも広
がり、同時に大規模量産品である携帯電話にも採用され、

月産数千万個に拡大していった。 

こうして 1999年に初めた SiPビジネスは、組織化から
始まりサンプル作成、拡販、売り込み、量産開始、量産

不良、新技術開発とあらゆる経験をしながら、世の中に

認められていったのだが、正直、今日まで大きな発展が

出来るとは思っていなかった。 

そこには多くの先輩方の暖かいご支援と失敗しても続

けさせていただいた企業の土壌、そしてたまたま時流に

乗って成長したデジタルカメラや携帯電話のニーズとし

てSiPの特長である小型/薄型化技術がピッタリはまった
ことが挙げられる。ここに改めて上司や先輩方、並びに

関係各位に感謝申し上げたい。 

また最後になってしまいましたが、改めてカシオ計算

機(株)の方々及び新光電気工業(株)の方々に、一緒に

SiP を立ち上げていただいた御礼を申し上げたいと思い
ます。 
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＜はじめに＞ 

わが国のエネルギー政策は、2011年 3月の大震災と、
それに伴う福島第一原発の事故によって大きな転換を

余儀なくされた。2010 年までの基本は原子力発電を中
核の電源と位置づけ、その比率を 5割まで持ち上げる事
によって電力コストの低減とCO2排出量を大幅に削減す

るというものであった。鳩山首相の「2020 年までに CO2

排出量を 25％削減（1990 年比）」の発言は、このような
事を背景にしてなされたものである。 

福島第一原発の事故によって、原子力に対する疑念

と恐怖感が広がった。「安全神話」が崩れ、疑心暗鬼が

横行し、政府・東電・専門家の言う事に満幅の信頼を置

く事ができず、判断基準が失われているように思われる。

2012 年の師走選挙では、12 もの政党が乱立し、「原発
にどう対処するか？」が大きな争点となった。即刻の原発

停止を主張する「卒原発」から、期限を切っての「脱原

発」、原発への「依存率低減」、「条件付容認」など意見

は大きく分かれた。 

理想的な電力とは何か？ それは「供給が安定してい

ること、安いこと、安全・安心であること、地球に優しいこ

と、資源の枯渇がないこと」などの条件が挙げられる。 

しかし、理想的な電力はどこにも存在しない。どうすれば

少しでも理想に近づけることができるか・・・これがわが国

にとって喫緊の課題として問いかけられているのだ。昨

年の師走選挙も含めて、これまでの多くの議論は「原発

は是か非か」という点に集中しているように思える。即ち、

「0か1か」を迫る形で、問題のスコープを狭めてしまって
いるのではないか。理想に近づける為のエネルギー問

題は極めて多岐に渡っており、多元的な広い視点で考

察しなければならない。 

私は電力や、原子力について専門家ではなく、むしろ

素人の一人である。素人でありながら、このような問題に

ついての私見をまとめようと思ったのは、次のような理由

からである。 

 

①エネルギー問題は単に特定の専門分野の問題でなく、

自然科学や工学の広い分野にまたがっており、さらに

は医学、人文科学、社会科学的な分野にも関連して

いる。 

 

②半導体の分野からエネルギー問題を見るとき、その解

決には半導体技術が大きな役割を果たすであろうこと

は論を待たない。 

スマート・コミュニティーからスマート・ハウスに至るま

で、「スマート」と名のつくシステムで中核的な役割を 

 

 

果たすのは、センサーやプロセッサなどの半導体デバ

イスに他ならない。また、照明分野においては LED
へのシフトが省エネの為の切り札となる。再生可能エ

ネルギー分野では半導体をベースにした太陽発電が

主役であり、風力・地熱発電においてもパワー・エレク

トロニクスが大きな役割を果たす。 

 

③エネルギー問題は、日本にとって極めて厳しい問題

であるが、これは将来にわたって人類共通の問題で

ある。資源の少ない日本にとって「省エネ」、「省資源」

は強い「ニーズ」であると同時に「強み」でもある。ニー

ズと強みを合わせる事によって世界に先駆けた技術

を開発し、大きな産業基盤を育成すべきである。エネ

ルギー問題が、そのようなきっかけになることを願って

いる。 

 

以下の私見はそのような背景のもとに、今日から 20年後
（2030 年代）を見たとき、どのようなエネルギー・ミックス
を目指すべきかについての提言である。 

 

(１)省エネの推進 
わが国のエネルギー問題を考えるに当たって、最優

先の課題は「省エネ」である。各種の選択肢がある中で、

需給がどの程度逼迫しているかによって、その答えは大

きく異なってくる。例えば、夏の甲子園での高校野球で

ある。決勝戦の頃に電力消費がピークになると言われて

おり、供給側としてはその為の設備容量を手当てしなけ

ればならない。短時間のピーク電力を何とかする事がで

きれば、事態は大きく変わってくる。即ち、「省エネ」の範

疇においてはトータル需要の低減とともにピークカット、

あるいはピークシフトも重要な課題である。 

昨今、スマート・シティー、スマート・ビルからスマート・

ホーム、スマート・メータに至るまで、IT を駆使した省エ
ネ活動が急速に広まりつつある。例えば「北九州市スマ

ート・コミュニティー事業」もそのようなプロジェクトの一つ

であり、60社が参加して推進中である。この事業で ITを
担当する IBM 社によれば、2012 年の夏に前年比 9～
15％のピークカットを達成したとの事である。また、三菱
電機では東電管内の事業所で節電に取組み、2011 年
夏に前年比でピークカット 28％、トータル節電 15％を達
成したとの事である（日経エレクトロニクス、2012 年 12
月）。さらに家庭用、業務用を問わず、照明用のエネル

ギー削減には LED へのシフトが大きな役割を果たす。
今後、LED の発光効率はさらに改善され、コストはラー

エネルギー問題についての私見 
SSIS理事長  牧本次生 
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ニング・カーブに沿って着実に下がっていくことになるの

で、加速度的にシフトが進むだろう。LED へのシフトは
半導体技術が直接的に「省エネ」に貢献できる分野であ

る。昨今のいくつかの実証事例を踏まえ、また産業構造

においてはエネルギー消費型から省エネ・ハイテク型に

移行することなどを考慮すると、これからの 20 年で、日
本全体として 15～20％の節電は現実的な可能性がある
と考える。即ち、現在日本の総発電量は約 1兆 kWhで
あるが、20年間で 1500億～2000億 kWhの削減を行
なう事である。 

 

 閑話休題：日本の電機メーカーは長きに渡って日本

経済の牽引役を果たしてきたが、このところ甚だ精彩

を欠いている。既存の事業の範疇で、従来路線に固

執し、グローバルな視点で新しいマーケット・クリエイシ

ョンが行なわれなかった事が大きな原因だろう。前述

のようにわが国は天然資源・エネルギーに乏しく、「省

エネ」には大きなニーズがあり、強みもある。このニー

ズと強みを最大限に生かしてマーケット・クリエイション

をなすべきである。日本では既に人口がピークを打っ

て減少に向かうが、世界的には更に増え続けるので

エネルギー問題は益々深刻になる。電機メーカーにと

っては、大きなビジネス・チャンスの到来だ。省エネの

ための技術・製品・システム・サービスを早期に開発し

て広く世界に供給することによって、業界の再生につ

なげる事を期待したい。 

 

（２）再生可能エネルギーの推進 

再生可能エネルギーとしては、既存の水力発電と新

分野としての太陽光、風力、地熱、バイオなどを使った

発電がある。いずれも CO2 を発生しないクリーンなエネ

ルギー源である。現在のところ、水力を除く新エネルギ

ー源については、その将来性について期待と不安が大

きく交錯しているように思われる。期待派は「クリーンな電

源であること、分散電源であること、一度設置すればラン

ニング・コストがかからないこと、今後の技術革新の余地

が大きいこと」などをあげ、これからの「希望の星」として

位置づけている。 

一方、ネガティブな見方としては「コスト的に他の方式

より高い、面積効率が悪く日本に向かない、出力が不安

定であてにならない」事などをあげ、「今は固定買取制

度で高く買い上げている事で成り立っている。ゴルフで

言えば高いハンデをもらって参加しているようなもの、大

きな顔はできない筈」といったところであろう。実際のとこ

ろ、太陽発電の場合、買取価格は 1kWhあたり 42円で
あり、家庭向け電力価格の 23 円に比べてかなり高い。   
2010年の実績では、国全体のエネルギーに占める割合
は水力が 8～10％、再生エネルギー（太陽光、風力、地
熱など）があわせて 2％となっており（国家戦略会議資
料）、現状では「微々たるもの」といわれても仕方がない

ほどの数字である。しかし、再生可能エネルギーが「分

散型」であることの特長は極めて重要であり、先ずはこれ

を生かして推進を図るべきである。例えば、離島や半島、

山奥など電力網につながりにくい所では必須の手段で

あり、大きな意味がある。 

昨年、沖縄・宮古島を旅行したが、宮古島では 2008
年に「エコ・アイランド宣言」を行い、太陽光発電、風力

発電などの建設を積極的に進めている。(写真 2枚) 
 

写真 1．宮古島エコ・アイランド宣言  

 

         写真 2．宮古島の風力発電 

 

いずれも、設置した後では燃料費、材料費などのラン

ニング・コストがかからないので、重要な社会インフラとし

て行政の支援のもとに強力に推進すべきであろう。この

ような動きが時とともに、宮古島から沖縄全体へ、さらに

は九州全体へ、そして日本全体へと広がることを期待し

たい。 

再生エネルギーの大きな課題はコスト低減である。太

陽光発電の現在の実力は 30～40 円/kWh と言われて
いるが、これをいかに早く、家庭用コスト(23 円/kWh)、
更には業務用コスト(14 円/kWh）以下にすることができ
るかだ。それを実現するのは、一つには量産効果(いわ

ゆるラーニング・カーブ)であり、もう一つは技術革新によ

る変換効率向上である。 

現在の変換効率は 15～20％であるが、既に米国ベ
ンチャーの Solar Junction では特殊な化合物
(GaInAsSb/N)を使った 3 重接合方式で 44％を達成し
たとの事である。さらに、50％に向けて接合の多重化を
検討しているという(IEEE Spectrum 誌)。過去のトレン
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ドから推して、今後 20 年程度の時間軸を考えれば変換
効率向上の技術革新は大いに期待できる。 

風力発電については国内における実績は少ないが、

海外においては陸上、海上など各種の方式が稼動して

おり、既に重要な電源の一つになっている国もある。国

内での風力発電容量は現在のところ 340 万 kW である
が、世界合計では24億kWとなっており（日本経済新聞、
2013年 1月 4日）、実に日本の 700倍である。日本に
はまだ多くの拡大の余地がありそうだ。 

さて、再生エネルギーの大きな欠点の一つは出力の

不安定性である。太陽光は「発電は日が当たっていると

きだけ」であり、風力は「風がなければ一休み」である。こ

のような不安定性を均して使い物にする為には、大容量

の蓄電器が必要であり、この分野における技術革新にも

大きく期待したい。 

各種の方式が検討の俎上にあがっているが、「水素を

使った貯蔵」なども大きな可能性を秘めていると思われ

る。電気自動車の普及も再生可能エネルギーと組合せ

る事によって電力の平準化に大きな役割を果たすので、

国の重点施策として推進すべきだ。車への補助金に加

えて、高速充電器の整備なども大事な施策である。再生

可能エネルギーについては、重要な社会インフラの整備

といった観点から、次のような形で日本政府が優先的に

取り組むべきである。 

 

① 離島や半島、山奥など電力網から遠く、ニーズの 

  高い所から始めて、積極的な建設を促進すべき。 

② 一旦、設置すればランニング・コストはかからないの

で、初期投資の一部を補助金のような制度で賄って、

普及を促進すること。 

③ 発電・蓄電の研究開発を支援して、コスト低減の為

の技術革新を日本がリードできるようにすること。 

 

（３）火力発電についての考え方 

火力発電についての観点は「いかに早く比率を下げ

るか？」に絞られる。その背景にあるのは以下のようなこ

とである。 

 

①原油・ガスなどの燃料輸入のコストが甚大である。

（2010年の実績で 17兆円、現在はさらに増えている
筈） 

②化石燃料はいずれ枯渇する恐れがある。 

③地球温暖化の元凶である CO2の発生源である。 

 
2010 年の火力への依存率は 63％であったが、当時
（3.11以前）は原発の比率が 26％を占めていた。現在、
原子力の稼動は大飯原発の 2 基のみであり、全体に占
める比率は 2％程度と推定される。水力＋再生で 12％と
すると、現時点における火力への依存率は 86％程度と
推定される。 

地球温暖化問題は世界全体の問題であることから、

日本国内に閉じた形の対策ではあまり意味がない。日

本ではオイルショックの頃から、国を挙げて省エネ対策

を進めてきたので、世界全体に占める CO2 排出量の比

率は米国、中国、インドなどに比べてはるかに少ない。  

今後さらに必死に対策しても国内だけでは、その効果

はたかが知れている。むしろ、途上国への技術支援など

を強化して、「実質的に世界に貢献」し、それを以って

「削減実績」に組み入れるようにすべきだと考える。 

  

   閑話休題：昨年（2012年）10月中旬、北海道へ旅 
行した。ツアーの謳い文句は「美しい紅葉」と「鮭の

遡上」を見る事であったが、二つとも見事に外れた。

ニセコ、大沼公園、洞爺湖などの紅葉は一向に進

んでおらず、がっかりであった。また、千歳川に群れ

をなして遡上する筈の鮭は殆んど見られなかった。

驚いた事に、同じ時期に小樽運河に鮭の大群が押

し寄せたとの事が NHK のニュースでも放映された。
その時に聞いた説明が「地球温暖化の影響が北海

道にも及んでおり、水温が高くなったので、鮭も自

分の川を間違えた」ということであり、妙に感心した

のである。しかし、よく考えてみるとこれはどうもおか

しいのではないか？ 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報告
によれば今世紀末までの 100 年間で（温暖化対策
がなければ）気温は 1.1～6.4℃上昇するとの事。こ
れは一年平均では 0.01～0.06℃であり、年毎の短
周期的な気温変動の範囲に比べると 1 桁ないし 2
桁も小さい。つまり、北海道の鮭や紅葉の異変は長

期的な温暖化とは関係なく、短周期的な変動と解

すべきではないのか、との疑問が湧く。現に、今年

の冬の気温は平年をかなり下回っており、温暖化の

傾向からすれば逆向きの動きだ。しかし、専門家に

よれば、これは地球温暖化の傾向と矛盾するもので

はなく、むしろ温暖化の影響そのものだとの事であ

る。即ち、例年に比べて「暑い夏と寒い冬」の到来

自体が異常気象であり、それがまさに地球温暖化

の影響に他ならないとのこと。われわれの日常生活

においても、既に温暖化の影響が出始めていると

考えなければならない。 

 

（４）原子力への取組み 

原子力への取組みについては、特に 3.11 大震災後
の福島第一原発事故以来、賛否両論の意見が大きく分

かれるところである。賛成派の言い分としては、「発電コ

ストが安いこと、出力が安定していること、CO2 排出がな

いこと、準国産電源であり国家安全保障の点からも欠く

ことはできない」といった点であろう。一方、反対派の意

見は、「安全性が担保されていない、放射能が怖い、コ

ストが安いといっても廃炉まで含めれば安いとはいえな

い」、といった点にあるが、背景には目に見えない放射

能に対する不安感や現実体験に伴う恐怖感もある。  

これまで、放射能による直接的な死亡の事例は少な

いようだが、この事のみで、恐怖感を払拭することはでき
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ないだろう。現に、10 万人単位の人が福島原発事故の
ために避難生活を余儀なくされており、この事実は何より

も重い。また、原子炉から 30km範囲内の住民は常に不
安な気持ちを持ちながらの生活であり、心の奥底では

「わが家には嫁も来てくれないかも」、といった心配があ

るのではないだろうか。 

一方、電力は日々の生活を営み、国が生き延びてい

くためには、絶対的に必要な資源である。電力がなくな

る、或いは需要を満たせない事によって、社会は混乱し、

日常生活は悲惨な状況に陥ることは論を待たない。突

然の停電になった場合には交通、通信、病院など多くの

公共機関が機能を失ってしまう。その事によって人命が

失われることもなしとはしない。 

3.11後の福島原発の事故を受けて、事故の原因や対
策方針は次第に明らかになってきている。また、独立機

関としての原子力規制委員会も発足し、安全性の確保

について、これまでとは異なる視点でのチェックが可能と

なっている。このような状況を踏まえて、安全が担保され

ている原子炉については慎重ながらも再稼動を認める

べきではないか。再稼動にあたっては、あくまでも念には

念を入れるべきで、拙速は厳に慎むべきだ。 現在、稼

動しているのは大飯原発 2 基のみであり、全発電量の
2％程度をカバーしていると思われる。今後既存の原子
炉を再稼動する事によって10～15％の比率に持ち上げ
る事は、トータル・ミックスの中で必要でもあり、また現実

的な可能性であると思う。 

 

（５）エネルギー・ミックスのあり方 

以上の議論をベースに、20 年後に目指すべきエネル
ギー・ミックスについて提言したい。現在の総発電量を約

1 兆 kWh とすれば、その比率は次のように想定される：
原子力の寄与は（大飯原発2基のみとして）2％、再生可
能エネルギーは 2％（内、9割が太陽光、残りは風力他）、
水力は 10％、残りの 86％は火力。将来のあるべきエネ
ルギー・ミックスを策定するにあたっては、次のような考え

方を基本としたい。（数値は現状の総発電量を 100％と
したときの相対値）                                                 

①まず、可能な限りの「省エネ」を進める。目標としては

20年で 15～20％の削減。 
②再生可能エネルギーの比率を可能な限り高くする。

現状の 2％に対し、目標は 15％。 
③水力は現状の横ばい（10％）とする。 
④これによって残りの 55％～60％を原子力と火力で按
分する事になるが、この按分は慎重に行わなければ

ならない。国全体の経済情勢（貿易収支など）、CO2

排出量削減の動向、原子力の安全性に対する国民

の信任などが勘案されなければならない。ここでは 20
年後の現実的な可能性として、火力 45％、原子力 10
～15％とする。 
 

以上の考察をベー スにした 20 年後のエネルギー・ミッ
クスを、現在の総発電量(約 1兆 kWh)を 100％とした相

対値として下表に示す。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｅｎｃｏｒｅ 読者の皆様へ＞ 

天然資源に乏しいわが国とって、エネルギーをどのよ

うに賄っていくかは国民一人一人の問題であり、その解

決に当たっては、特定の専門家のみに任せることなく、

広い視野からの意見の集約が必要である。半導体技術

は省エネ、創エネ（太陽光発電など）の双方にとって、欠

くことのできない技術分野であり、そのような視点からあ

えて提言を試みた次第である。 

この問題について、広く読者の皆様からのご意見をい

ただき、「智恵の集約」ができればと願っています。特に、

次のようなテーマについて、補足的なコメントやご意見の

ある方は、事務局(info@ssis.or.jp)に送付願います。 
①20 年後のエネルギー・ミックスのあるべき姿 

②エネルギー問題に対する半導体技術の貢献につ

いて 

③エネルギー分野、広くは環境関連分野が拓く 

  半導体市場について 

以上 

    ********************************* 

＜詰将棋の楽しみ＞詰め手順の解答 

・第 1図：2ニ馬、同王、1ニ飛まで 3手詰。2手目 4三
王なら 4四飛で詰む。 

・第 2図：1五桂、2ニ王、2三金、1一王、4四馬、3三
竜、同馬、同馬、1 ニ飛、2一王、2二歩、3一
王、1一飛成、4 ニ王、5一竜、同王、5二飛、
4一王、5三桂、3一王、2一歩成、同王、1ニ
飛成、3一王、4一桂成、同王、5二桂成、3一
王、3ニ金、同馬、2三桂不成、同馬、4ニ成桂
まで 33手詰。 

・第 3図：4七桂まで 1手詰。 
・第 4図：183×11＝2013、959×21＝20139、 

411×49＝20139。 
・第 5図：4四桂、同歩、2一竜、同王、3三桂、2ニ王、

3ニ金、同王、2一角、3三王、3ニ飛、4三王、
3五飛成、4ニ王、3一竜、同王、3ニ金まで17
手詰。3手目に無仕掛り（攻め駒なし）になるの
がミソ。2手目、同馬や同桂の場合や、4手目、
同王と取らず 4 三王の逃げた場合など、17 手
以内で詰まないといけないが、紙面の関係で

変化手順は省略します。 
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私の趣味は下手の横好きばかりであるが、その中で詰 
 
 
 
 
 
私の趣味は下手の横好きばかりであるが、その中で将

棋だけは少々レベルが高いと思う。将棋のプロ棋士は、

小学生の頃から大人を次々負かせて天才ぶりを発揮す

るらしいが、私の小学校時代は回り将棋や積み木崩しな

どに興じているだけであった。中学生になって将棋を本

格的にプロ棋士から指導を受けている友人と知り合い、

彼と何度も相手している内に定跡など覚えて強くなった。 

私はプロ棋士に習ったことはないが、彼から間接的に習

っていた訳である。新聞社主催の将棋大会に出て、強

い中学生がいると友人と二人が新聞紙上に写真が出た

こともあった。彼とはメクラ将棋をよくやった。将棋盤を見

ないで座標を言えば良く、頭の中に局面が形成されて

いる訳で、電車の中などで26歩、84歩などと言っている
のを回りの乗客が変な顔で見ていた。 

 
大学では将棋部に入り、関東大学対抗戦での成績が

良かったので 3段を頂いた。町の道場では 5段と称して
いたが勝率は高かった。ソニーに入社して囲碁が県代

表クラスの実力のある友人と知り合い、将棋盤と囲碁盤

を並べて、将棋は私が飛車を落とし、囲碁は 3石置いて
お互いに教えあった。その結果、囲碁も一般の道場では

5 段で打てるようになった。ただし、囲碁は複雑な局面に
なるとウンウン唸りながら考えないと分からないが、将棋

はほとんど考えなくても手が見えるので、同じ 5 段と称し
ても全くレベルが違う。瞬時に手が見えると言えば大変

な才能かと思われるかも知れないが、下の記事にあるよ

うに訓練の賜物なのである。 
 

 
毎日新聞 2012年 11月 28日夕刊より 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20～40 歳代はもっぱら仕事のため将棋をご無沙汰し

ていたが、詰将棋パラダイスと言う詰将棋マニア向けの

月刊誌だけは見ていた。この雑誌に初心者向けの欄が

あり、その担当を 2 年間引き受けた。全国の中学生など
が作った詰将棋作品が送られてくるのを添削し、良い作

品を数点紙上に載せる。彼らのために優しい作を 50 題
集めた小冊子を自費出版した。500 部刷ったが人伝て
に聞いた人から注文が来てアッと言う間に無くなってしま

った。定価を百万円にしたため、誰も代金を払ってくれ

なかった。 

 

昨年その小冊子が神田の古本屋に 4000 円で売って
いたと聞いて呆れた。その作品から簡単な 3手詰め作を
呈示します（第 1図）。攻め手はたった 2手、受け手は 1
手動かすだけで詰む訳です。 

第 1図  3手詰 
 

第 2図は、33手詰の少々難しい作ですが、是非将棋
盤に並べて鑑賞して頂きたい。序盤の馬を只で捨てに

行ったのを取らないところと、最後の収拾が駒 2 枚で仕
上げるのが実に爽快でしょう。これを清涼詰と言って作

品の価値を高めるとされている。 

 

詰将棋は、電車の中で考えることが多かったが、会社

の会議中にも時々やっていた。話題が下らないと議論に

参加しているフリをして、頭の中では詰将棋を解いてい

たが周りの人は誰も分からない。 

 

詰将棋の楽しみ SSIS会員 サクセスインターナショナル（株）取締役  

加藤俊夫 
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第 2図 33手詰 
 

以来、詰将棋は余り製作しなかったが、年賀状にその

年の干支に関係ある作品を作って、マニア同士が交換

している。第 3 図は平成 17 年の作で、初形が「十」で、
詰め上がりが「七」になる全く易しいお笑い 1 手詰め曲
詰です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3図 初形、詰め上がり曲詰 
 

一般の方は詰将棋の年賀状を貰っても面白くないと

言われるので、その年の年号を織り込んだ虫食算にして

いる。毎年、数人の方から回答が送られて来る。 

第 4図は、2013.1.1を織り込んだ作です。 

第 4図 2013年 年賀虫食算 
 

古希になったのを機会にボケ防止には詰将棋が良い

と思い、以前の小冊子の続編を作るべく創作を始めた。

5手詰、7手詰程度の軽い作品が100題ぐらい出来たが、
本当に満足できるのは 3 割ぐらいなので、出版にはまだ
まだである。 

 
その中でかなり凝った作品が出来たので、将棋世界と

言う雑誌に投稿してみた。すると詰将棋コーナーに採用

されただけなく、年間の最優秀作の選考に残って詰将

棋に強いプロ棋士数名が色々な角度から選考され、惜

しくも優勝は逃したが 2位に入った。 
 
更に詰将棋パラダイス誌でも最優勝候補に上がって議

論された。それが第 5 図である。プロ棋士の中でも詰将
棋に強い谷川浩司元名人でも解くのにてこずったそうで、

素人の有段者なら 1 日考えても解けるかどうか？ この
作は、詰め手順が難しいだけでなく、初形が実戦に現れ

そうな簡素形で、詰め上がりも角と金だけで詰む清涼詰

が評価されたものである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5図 雑誌入選作 17手詰 
 

詰将棋など作って何になるって？禅士に学生が尋ねた。

「座禅をして、どんなご利益があるのですか？」 
「ご利益などない」 
「ご利益がないのに、なぜ座禅をやるのですか？」 
「ご利益がないから、やるのだ」 
詰将棋も座禅のようなものかも。 
 

50 手、100 手のような大作を盤に並べないで暗算で
詰ます場合、数時間没頭して夜が更けるのも忘れて無

我の境地、解けたところで何のご利益もないが幸せな時

間である。 
 
＜詰め手順＞ 
本文で紹介した第 1～5 図の詰め手順にトライしてみ

ませんか？解答は、23ページをご参照下さい。 
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＜はじめに＞ 

  今回で 11 回目を迎えたシリコンシーベルトサミット福 
岡 2013 が、2 月 19 日（火）に市制 50 周年を記念して
北九州市の北九州国際会議場で行われました。 

本サミットに出席しましたので報告します。 

 

＊シリコンシーベルトサミット福岡とは 

2003 年から福岡県にて毎年開催しているアジアを中
心とした半導体の国際会議です。半導体に関する最先

端技術や市場動向について、参加者同士が情報交換

を行える場と位置付けられています。 

 

＜開催概要＞ 

今回のサミットのメインテーマは、「グリーンアジアを支

える半導体」です。このテーマの背景には、2011 年 12
月に「グリーンアジア国際戦略総合特区」に指定された

福岡県が、アジア全体の活力を取り込み、環境を軸とし

た産業競争力を強化するという狙いがあります。 

一方で国内の半

導体業界は、企業

の相次ぐ工場閉鎖

や人員削減など苦

しい状況が続いて

おり、今後どのように

事業を展開すべき

かについて、アプリ

ケーションからデバイスにわたって考えるべきだという思

いが込められていると感じました。  

プログラムは 2件の基調講演、パワーデバイスや次世
代 ITS等の技術講演のセッション1、さらに「次世代社会
システム構築と今後のアジア地域との連携展望」と題し

たパネルディスカッションによるセッション 2 という構成で
した。以下に各講演概要を紹介します。 

 

＜講演概要 他＞ 

１．基調講演 

 (1)「Let’s design our future with smart sensors」    
Chong-Min Kyung氏 (KAIST) 

   韓国のグリーン・ノベーション関連の最先端技術とし

て、健康、モバイル、車両、環境モニタリングの 4 つの
領域におけるセンサー技術の重要性と、信号対ノイズ

やパワー等に関する課題について説明。 

 (2)「持続可能な社会を支える技術・製品戦略」 
  中村公規氏 (株)安川電機 常務執行役員 

自然エネルギーを有効利用する技術・製品の必要

性について、畜エネルギー技術を使った事例として 

“FEMS”や“smartシェルター（災害時の避難場所）” 

 

等を説明した。 

 

＊FEMS：Factory Energy Management System 
    工場向けの電力使用量の可視化と節電の為の 

機器制御等を行うシステム。             

講演風景              パネル展示風景 

 

２．セッション 1 技術講演 
  テーマ「次世代パワーデバイスとスマートシティ」 

はじめに九州工業大学の大村一郎教授が、“ネガワッ

ト”という考え方により、社会の豊かさと共に増大する

CO2 排出量の抑制を図ることを提唱。次に、三菱電機

(株)の大森達夫氏は、現在主流の Si パワーデバイスか
ら、SiC による新構造のパワーデバイスの技術開発を紹
介し、今後の更なるパワーエレクトロニクスの応用展開に

ついても言及。3番目には、(株)日立製作所の森岡道雄
氏が、世界各国で実証実験が始まっている“スマートシ

ティ”構築について、エネルギー、交通、防災のインフラ

に必要な「都市の時空間モデル」による都市経営を支援

する“地理空間基盤システム”を説明。最後に、西鉄情

報システム(株)の浦正勝氏が、生活者が安全・安心によ
る次世代 ITSシステムを活用した新都市交通情報基
盤の構築を紹介。システムの一元化に、九州一円の

都市交通に関わる企業が全面協力。 

 

３．セッション 2 パネルディスカッション 
モデレーターは、九州大学の安浦寛人副学長、パネ

リストには、三菱商事(株)の岩野和生氏、キャノン(株)顧

問の南谷崇氏、電気通信大学の市川晴久教授の 3人と
いうメンバで行われました。結論はでませんでしたが、次

世代社会システムの構築では、アジアの中間所得層に

対するサービスに対応したシステム設計が重要とのこと。 

 

 

最後に、今後もシリコンシーベルトサミット福岡がアジア

を中心とした半導体の国際会議として、最先端技術や市

場動向に関する情報発信源となっていくことを期待した

いと思います。 

                              以上  

シリコンシーベルトサミット福岡 2013 参加報告 
SSIS 会員兼編集委員  大森純一 

編 集 委

員 

告
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＜故中原 紀 諮問委員を偲んで（元三洋電機）＞ 

                    SSIS会員 堀内豊太郎 
中原さんは、私の社会人として最初の上司でした。私

が現役時代に発揮できた力の半分以上は中原さんから

教えられ、感化されたものと言っても過言ではありません。 

素晴らしい人でした。1960 年代なかば半導体量産幕開
け、歩留まり問題、製造現場のトラブルの中、中原さんは

部下を集め週一回の輪講を欠かさず、P Review、
J.A.P、IEEE等に半導体関連の論文が載ると我々に配
り輪講で議論をしました。いつも、一見、学者・教授のよう

な風采ですが大変人懐こく、話好きで、時には長州人特

有の熱っぽさが度々出てきます。中原さんは京都大学

理学部物理学科修士課程を修了後、当時三洋電機に

移られ半導体事業の立上げに当たられていた岩瀬新午

氏（通研にて日本で最初のトランジスタ動作を確認）に請

われ三洋電機半導体事業部に入社されました。技術課

での不良品解析中にトランジスタの特異な動作現象に

興味を持たれ、後にこの現象の解明と理論化で母校か

ら理学博士の学位を授与されています。その後、技術部

長、開発部長を歴任され、さらに半導体の応用製品を開

発するエレクトロニクス事業部、そして情報システム事業

部を立上げ取締役事業部長として活躍されました。退職

後は足利工業大学の客員教授として半導体教育に尽力

され、またSSIS発足当時から参画され、運営委員として、
特に講演・研修会委員長として 10 年以上にわたり貢献
されました。中原さんはアインシュタインを大変敬愛して

いらして数々の著述もあり、唯一の趣味が彼と同じバイ

オリン演奏です。今頃はきっと天国でアンサンブルを楽

しんでいるのではないでしょうか。 
ご冥福をお祈りします。 

                               以上 

 

協会ホームページをリニュアルしました 
2月12日に当協会のホームページをリニュアルいたし

ました。昨年実施しましたアンケートでも目的のページに

たどり着けない、アクセスルートが複雑、イメージが暗い

などのご意見をいただいておりましたが、グローバルなメ

ニュ－を導入し、トップページのイメージも刷新いたしま

した。新たなホームページを是非ご覧いただき、更に改

善に向けてのご意見をお寄せください。 

 

1～3月実施行事 
1月： 理事会、執行会議 
2月： 執行会議 

社員総会、特別講演会 
3月： 執行会議 

新入会員(2013.1.1から 2013.3.31) 
個人会員 

馬場久雄、伏木 薫、東條敏幸、御法川和夫、 

秋山俊恭、柳原昌志、柳原俊明 

(ご入会順、敬称略) 

賛助会員 

キャリア・デベロップメント・アソシエイツ株式会社 

株式会社トラスト・テック 

(ご入会順、敬称略) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 
2012年 7月（76号）掲載以降、2013年 3月 31日ま

でに、下記の 81名の方からご寄附をいただきました。 
紙面を借りて御礼申し上げます。 

Jan Goodsell、青木昭明、秋山信之、荒巻和之、 
池野成雄、 生駒英明、 伊東秀昭、 伊藤 達、 

内田雅人、 内田康臣、 内山雅博、 内海 忠、 

梅田治彦、 遠藤伸裕、 遠藤征士、 大西新二、 

片野弘之、 加藤重道、 釜原紘一、 神永 晉、 

神山治貴、 河崎達夫、 川名喜之、 川西 宏、 

川端章夫、 川渕勝弘、 木原利昌、 金原和夫、 

久保正次、 桑原 裕、  古今博久、 小林伸至、 

小宮啓義、 近藤明彦、 坂本典之、 崎谷文雄、 

佐々木 元、沢田憲一、 柴田圭一、 柴田圭造、 

島 亨、   清水秀紀、 鈴木司郎、  平 強、 

鷹取正豪、 高橋令幸、 高畑幸一郎、田中俊行、 

田中喜男、 田辺 功、  谷口勝吉、 趙 成洙、 

寺崎隆一、 長岡利明、 中上明光、 中田靖夫、 

永塚幸夫、 野澤滋為、 萩原良昭、 橋本浩一、 

畑 捨三、  畑田賢造、 初鹿野凱一、羽田祐一、 

日比野雅夫、藤江明雄、 藤澤良次、 星野 清、 

堀内豊太郎、堀江洋之、 牧本次生、 松本光由、 

萬田和彦、 溝上裕夫、 宮川宣明、 宮下 実、 

元榮川常、 山崎俊行、 吉澤六朗、 吉田庄一郎、 

和田俊男 

 

今後の行事予定 

5月 
9,10日 
22日 

半導体入門講座 

SSISシンポジウム(大阪)
6月   

7月 18日 講演会（東京） 

8月   

9月 

20日 
 

下 旬 で

計画中 

賛助会員連絡会 

特別講演会（東京） 

海外見学会（ロシア） 

10月 3,4日 半導体アドバンスト講座 

11月 計画中 オープンゴルフ 

12月 2日 講演会（東京） 
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5月半導体入門講座 概要 
日時：5月 9日(木)-10日(金) 
場所：全林野会館 プラザ・フォレスト(東京・茗荷谷) 

講座テーマ “文系新入社員にもわかり易い” 

初心者向け『半導体入門講座』 

講師：牧本次生氏(当協会理事長、元日立専務、 

元ソニー専務) 

*詳細案内、プログラム、参加費、参加申込書は、下記

URLをご参照下さい。 
URL:http;//www.ssis.or.jp/ssis/ssis013c.htm 

 
 
5月 SSISシンポジウム(大阪) 概要 
日時：5月 22日(水) 13:30 －17:00 
場所：グランキューブ大阪(大阪国際会議場) 

リーガロイヤルホテル隣  

プログラム： 

基調講演『ミニマルファブ構想の現状と今後の展開』 

 ミニマルファブ技術研究組合 久保内講一氏 

パネルディスカッション 

『日本発の次世代半導体システム「ミニマルファブ」の 

将来展望』 

久保内講一氏、浅野種正氏、大津留榮佐久氏、 

池田修二氏、井上道弘氏 

 

 

7 月講演会(東京) 概要 

日時：7月 18日(木) 17:00－18:30 
場所：全林野会館 プラザ・フォレスト(東京・茗荷谷) 

演題：「豊かな長寿社会に向けて人と協調し支援する 

ロボット」 

講師：高木宗谷氏  

トヨタ自動車(株) パートナーロボット部 理事 

 

 

10 月半導体アドバンスト講座 概要 

日時：10 月 3 日(木)-4 日(金) 

場所：全林野会館 プラザ・フォレスト(東京・茗荷谷) 

詳細は後日ご案内予定 

 

SSIS 各委員会 委員一覧 

（2013 年 2 月 12 日現在 敬称略） 

[講演企画委員会] 

委員長：溝上裕夫 

委員：内山邦男、島 亨、森野明彦 

アドバイザー：伊野昌義 

[編集委員会] 

委員長：周藤仁吉 

委員：相原 孝、秋山信之、家田哲郎、遠藤征士、 

大森純一、高畑幸一郎、田中俊行、 

    西村光太郎 

アドバイザー：岡田隆 

［文化活動委員会] 

委員長：野澤滋為 

委員：岩本永三郎、内山雅博、島 亨、高橋令幸、 

    田辺 功 

[関西地区委員会] 

委員長：田中俊行 

委員：井上道弘、河崎達夫、小宮啓義、檜垣幸夫、 

    麻殖生健治、和田悟 

[九州地区委員会] 

委員長：荒巻和之 

副委員長：吉崎寛信 

委員：姫野浩二 

[教育委員会] 

委員長：片野弘之 

副委員長：高畑幸一郎 

委員：荒巻和之、池永和夫、北村嘉成、沢田憲一、 

    鈴木俊治 

アドバイザー：市山壽雄 

[新事業企画委員会] 

委員長：喜田祐三 

委員：荒巻和之、金澤雅義、川西 宏、佐藤吉広、 

    周藤仁吉、鷹取正豪、田中豊一、室伏秀之、 

    山崎正雄、吉崎寛信、Helen Chou 

[論説委員会] 

委員長：井入正博 

委員：市山壽雄、釜原紘一、川端章夫 

アドバイザー：溝上裕夫、和田俊男 

[広報委員会] 

委員長：橋本浩一 

委員：馬場久雄、吉澤 仁(6 月より) 

アドバイザー：和田俊男 

[歴史館委員会] 

委員長：伊藤達 

委員： 荒巻和之、石川 元、伊東秀昭、木原利昌、 

     渡辺二之 

アドバイザー：堀内豊太郎 

 

会員状況（3月 31日現在） 
個人会員 295名  賛助会員 51団体 
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