
 1

製造革新への期待     

ミニマルファブは新しい波をおこせるか？   
半導体産業人協会理事長 牧本次生 

    第 13 回 SSIS シンポジウム開会挨拶 

 
     
 
 
 
 
1、半導体産業の曲がり角 

半導体産業はこのところ、大きな曲がり角に差し掛

かっているように思われます。今日までムーアの法則

を道標として発展してきましたが、それを支えてきた

CMOS の単純な微細化では難しくなり、3 次元集積

の方向への模索が続いています。一方、微細化技術

の本命は EUV
とされているも

のの、光源の出

力 不 足 な ど で

難渋しているの

が現状です。さ

らに、大口径化

に つ い て は 、

300mm まではほぼ 10 年おきに進んできたものの、

450mm ではその時期が近づいては遠のくといった

状況で一進一退です。半導体の将来はこれまでの

単純な外挿線にはないと言えるような状況であり、今

まさに常識を破るような挑戦が必要です。 
2、顧客満足こそ究極のゴール 

事業運営の基本に立ち返って考えるに、顧客にで

きるだけの満足を提供することこそがそのゴールであ

ります。顧客の要望が何処にあるかによって製品が

カスタムに向かうか、標準品に向かうかの選択が決ま

ります。たとえば、差別化、高性能・ローパワー、安い

単価を求めるならばカスタム品が向いており、製品の

フレキシビリティー、短いタイム・ツー・マーケット、安

い開発費を求めるならば標準品になります。いずれ

にしても、「標準化指向」も「カスタム化指向」もオール

マイティではなく、その時代の技術レベルや市場動

向でよりよい方法が選択されてきました。まさに、「半

導体の振子」のような感じで揺れ動いてきたのです。 
これを正弦波であらわしたものが Makimoto’s  

Wave と呼ばれているものですが、10 年ごとに標準

化とカスタム化が入れ替わっています。そして、2007
～2017 年の 10 年間はカスタム指向の時代です。製

品としては SoC／SiP がその代表的な事例ですが、

ここでさらに期待されるのがカスタム化指向の「製造

革新」です。 
3、ミニマルファブへの期待 

本日のメーンテーマになっていますミニマルファブ

は、これまでの伝統的な流れとは全く次元の異なるも

ので、閉塞した半導体業界に新しい波を起こしてくれ

るのではないかと期待しています。しかし、このような

波は革新的な技術のみで立ち上がることはなく、「技

術とマーケットとの対話」が不可欠であり、両者の間で

共鳴を起こせるか否かにかかっています。即ち、その

技術を欲している市場は何処にあるのか？ その技術

を受け入れる応用分野は何か？ あるいはその技術

をどのような製品に適用するのか？ といったことにた

いして明快なビジョンがなければなりません。 
特に大事なことはどのようなところにコスト的な優位

性があるのかの見極めです。半導体のコストは「開発

に要するコスト」と「製品の単価」に分けられ、カスタム

化指向、標準化指向はそれぞれに異なる優位性を持

っています。コスト的に優位性があり、それなりの規模

を持つドメインをミニマルファブが見つけることができる

か否か。 ここが勝負どころではないかと思われます。 
近 3D プリンターが注目されて各国の首脳が国

を挙げて推進してゆくことを宣言しているほどに加熱

しています。これはまさに「究極のカスタム指向」の

「製造革新」です。ミニマルファブも発想の原点にお

いて 3D プリンターと相通ずるものがあり、この点で大

いに注目されるところであります。 
これからの半導体産業は従来の外挿線上にないこ

とは明白であり、ミニマルファブはそのような現状にお

ける製造革新への挑戦であります。皆様のご協力で

日本発のイノベーションとして成功して欲しいと願っ

ているものであります。 
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第 13 回 SSIS シンポジウム 
5 月 22 日大阪国際

会議場(グランキューブ

大阪 ) に て 第 13 回

SSIS シンポジウムを開

催しました。本年は停

滞する日本の半導体業

界に一つの風穴を開け

るものにならないかという期待のもと、「ミニマルファブ」を

取り上げ、その現状の紹介と今後の展望について議論を

行いました。当初企画の段階でも「ミニマルファブ」構想

そのものに基本的な疑問を持つ委員もおり、議論の公平

性を期すためにそのような人もパネラーに加えて討論す

る方が良いのではないかという考えもありましたが、半導

体と長く付き合ってこられた会場の人から必ずそういった

質問がでるので会場とやりとりするほうが面白い議論にな

ると思い、パネラーには「ミニマルファブ」をアプリケーシ

ョンの立場を含め、積極的に推進された方々にお願いし

ました。結果的に会場との熱心なやりとりがあり、実りのあ

る議論ができたと思います。以下その様子をご報告しま

す。 
 

 
1、ミニマルファブ構想 

私は日立製作所で主と

して半導体設備開発を中

心に仕事をした後に、本

社の生産技術部で日立グ

ループに亘ったモノづくり

全般に携わってきました。 
この間に SELETE など

の経験も経て 2008 年から

産業技術総合研究所(以下

産総研)の「ファブシステム研究会」に参画し、昨年には国

家プロジェクトの受け皿となる「ミニマルファブ技術研究組

合」の設立に係わってきました。 
ミニマルファブ構想は産総研の局部クリーン化の研究か

ら始まり、半導体産業の閉塞感を打破したいという思いから

広く産業界の意見を取り込んで 2008 年のファブシステム

研究会で纏めました。この中身は、今後の半導体工場の姿

を①450mm のような大型化、②300mm ファブの高付加

価値化、③既存レトロファブの活用、④最小単位の生産シ

ステムの 4 つに分類し、その中で巨大投資を伴わない④

のミニマルファブ開発の重要性を指摘したものです。2010
年には産総研の原代表が中心になり、「産総研コンソーシ

アム・ファブシステム研究会」を設立し、賛同メンバーの拡

大を図り、現在77企業、7大学、3特許事務所、5公的機関

が所属しています。 
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何故ミニマルファブが必要かというと既存の大量生産

が主体の半導体生産システムにおいて粗っぽく言えば、

設計検証コストの 9 割、製造装置のソフト検証費の 7～8
割、混流生産における稼働率の 1～5 割、製品のユーザ

利用率 90～99.9％にムダがあります。これは 9 図からも

見てとれるように既存大量生産において 1 万個以下の部

品は切り捨てられていて、量産品を無理して使っているこ

とによって生じるものです。 
9図は横軸に1品種の生産個数、縦軸にチップ価格及

びチップを使う家電商品価格をとって、既存のメガファブ

で作られるものとミニマルファブで目指すところを表現し

たものです。ミニマルファブでは例えば現在 5 千億円か

かる 1 ライン建設を 5 億円の 1000
分の1におさえることにより、見捨て

られていた 1 万個以下の部品製造

コストを抑えて価格帯 10 万円以下

の家電品に搭載される領域にも拡

大できます。この図のとおりのコスト

が実現すれば発展ターゲットとして

は 100 万個のレベルまでコストメリ

ットがあるわけで、そうすると年間

10 兆円の大型ファブに匹敵する市

場もターゲットになりうることになりま

す。 
ウエハサイズは0.5インチで大体

1 円玉程度の大きさです。これは基

本的に 1 枚のウエハに 1 個のチッ

プという概念です。ミニマルファブ

では 1 プロセス 1 分で考えていま

すので、フルに流せば月産 4 万枚

は可能という計算になります。 

ミニマルファブは多品種

少量生産がベースで数量の

少ない立ち上がり時期の装

置間搬送は手運び、レイア

ウトはジョブショップ方式に

なると考えています。大体装

置が 200 台あれば殆どの試

作品ができるのでオフィス環

境としての全体のスペースと

しては10m×20mあればラ

インアップできると思いま

す。 
ミニマルファブの最大の

特長は 1 日で IC 生産が可

能という製造期間を最小限

に縮めることにあります。こ

のため、試作を繰り返しても

時間がかからないこと、また

試作の条件、装置構成がそのまま量産に使えることにより、

従来「死の谷」と呼ばれていた研究開発から量産焼き直

しで長時間かかっていたところが殆どなくなり、一気に

「死の谷」を解決するものです。 
こうした研究開発から量産までの時間やコスト縮減のた

めの努力は過去にも多く挑戦されていて、たとえば仕掛

を減らす QTAT、HALCA プロジェクトにおけるミニファ

ブ、枚葉搬送、ボール半導体、真空一貫システム、密閉

搬送システムなど試みられましたが、それぞれ良い点も

あったものの、本来必要な開発投資が継続できなかった

ために所期の目的を達成できずに頓挫しています。 
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その反省も踏まえてミニマルファブは生産コストが安い、

トータルの開発コストも 50 億円程度と安いことから現実的

であるといえます。 
 

2、国家プロジェクト 
2012年より「ミニマルファブ技術研究組合」が経産省委

託費6.5億円(平成24年度)を得て国家プロジェクトとして

発足しました。組合には産総研と民間企業21 社(平成25
年からは 24 社)が加わり、各社のトップが理事になってい

ます。プロジェクトリーダには産総研の原史朗氏が就任し、

登録研究員は約 110 人(平成 24 年度)で日々この旗振り

役をしています。平成 24 年度の主な事業内容は①各装

置開発、②ウエハ、構成部品搬送システム開発、③ミニ

マルプロセスライン開発で、組合各企業がそれぞれを担

当しています。研究開発の成果は「ファブシステム研究

会」会員企業と連携して評価します。 
また産総研と九州地区の企業を主体にした「ミニマル

ファブ 3DIC ファブ開発研究会」が実装工程の開発を手

掛けており、前工程との連携をはかっています。 
研究開発のロードマップは平成24～26 年の 3 年間に

製造装置、ウエハ、装置構成部品、プロセスラインの開発

を完成させ、以後6年間に実用レベルラインを構築し、量

産化のための開発を行う予定をしています。現在国家プ

ロジェクトになっているのは最初の 3 年間の開発です。 

 
3、開発概要と進捗状況 

装置間の搬送に関してはミニマルシャトルという磁場ロ

ック・アンロック機構を持った密閉容器を開発して、クリー

ンルームを不要とするミニマルの基本技術になっていま

す。実用に向けた課題はほぼ克服していますが、まだ値

段が高いので量産に向けてコスト低減の対応をして行き

ます。装置へのウエハ授受に関しては装置に共通(標準

化)のロード・アンロード機構を開発しました。現在はゲー

トバルブを備えた真空装置対応のものを開発中です。 
ユーティリティに関しては、電源は AC100V でどこでも

使えるようにし、有毒ガスなどはクローズして装置内部で

除害、冷却は総て空冷にし、純水・超純水は装置内部に

タンクで持つ方式としています。 
装置などのスタンダードではデファクトを目指していま

すが、SEMI の標準とどう調整してゆくか、今後の検討が

必要です。装置の筐体は様々な改良が加えられて実用

に耐えられる共通筐体ができています。パネルの外形は

(ミニマル装置筐体標準パネル)のとおり、総てのプロセス

装置に共通になっています。背面のパネルには圧縮空

気、窒素ガス、電源と除害済みのクリーン排気

の 4 ポートのみが装備されます。 
各組合員によって開発された装置は産総研

内に設けたモデルラインに集約してミニマルラ

インを構築、評価しています。またプロセス開

発、デバイス評価など今後進める上でまだミニ

マル装置が揃っていないところは産総研にある

既存 4 インチなどの装置とハイブリッドで流せる

治具も開発しています。 
現在の装置開発状況はフォトリソ関係がほぼ

実用レベルになっており、スパッタ、プラズマエ

ッチャー、CVD、インプラは各組合員のところ

で鋭意開発中です。 
対外発表は 2012 年 6 月に実装の JPCA に

出展しました。産総研、ファブシステム研究会と

共催でしたが約 1500 名の来訪者があり、活況

でした。また同年12 月にはセミコンジャパンに出展し、フ

ォトリソのデモを実施し約 3000 名の来訪者があり、注目

を集めました。その際、開発が進んだ装置に関しては今

年の 4 月から販売開始をするというアナウンスをしまし

た。 
また横河ソリューションサービス社、ミニマルファブ技

術研究組合、産総研が中心になって販売・サービスの体

制、プロセスサポート、メインテナンスの体制なども合わ

せて検討しています。またセミコンジャパンでアンケート
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を実施したところ、ミニマルファブに「興味深い」、「賛同

する」といった人が大多数で、また今後具体的な購入を

検討するという人も幾人かおられました。 
 

4、今後の展開 
平成 25 年度の主な計画は装置関連ではまだ完成途

上にある真空装置(エッチャー、スパッタ、CVD、インプ

ラ)の開発を加速すること、分析・評価装置など新たな開

発項目を強化すること、および昨年度開発した機器のブ

ラッシュアップを行います。実装工程は国家プロジェクト

としての開発費は投入できていませんので、当面は産総

研(九州)の「ミニマル 3DIC 開発研究会」と連携して行き

ます。 
国家プロジェクトは 3 年の予定ですが、その後のフェ

ーズ 2 としてどうするのがよいか、経産省とも検討して行

きます。ただフェーズ1終了後はミニマルファブを企業化

して行くなど、新たなビジネスの検討も始めています。包

括的な権利の確保として知的財産の取得、デファクト標

準としての規格化、ロゴ、商標などの認証、それに日本発

のブランドを高める必要があります。 
ミニマルファブの最初の顧客はおそらく大学、公的研

究機関などがターゲットになります。また当初のデバイス

としてはMEMSを中心とした特殊用途、外部に機密を漏

らしたくないものなど高い集積度を必要とせず、付加価

値の高いものが対象になります。我々は総数１万個以下

のデバイスに大きな手付かずの市場があることを信じて

開発を進めて参りたいと考えています。 
 

5、質疑応答 
細見 最初に問題として設計検証と装置のソフトウェア検

証にお金がかかるということを指摘されていましたが、そ

の解決が示されていなかったと思いますが。 
久保内 ミニマルファブでは試作コストや TAT が圧倒的

に小さいことで設計検証がやり易くなるため、検証コストを

抑えられます。また装置が簡素化される

(特に搬送系)ことで装置開発コストを抑え

ることが可能になると思っています。 
 
塩山 

ウエハ

の搬送

システ

ムと現

状にお

ける線

幅はど

うなっていますか？ 
久保内 現時点での装置間搬送はミニマ

ルシャトルという密閉容器での手搬送で

す。ミニマルシャトルの搬送の自動化は

次のステップです。線幅は現状で1～2ミ

クロン、プロセス条件次第で 0.5 ミクロン   
ですが、当面は微細化よりデバイスを流    
せることに主眼を置いています。 

 
東條 私は山口出身

で政治の分かる技術

屋を目指しているの

ですが、ミニマルファ

ブにおいて政治を動

かしうるキーワードが

あれば教えてくださ

い。 
久保内 難しい質問ですが、今まで見捨てられていた１万

個以下というデバイスの市場に光を当てることがイノベー

ションだと思っています。ユーザが自分のところで作れる

という意味で国家保安の面からも意義があると思います。 
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井上 本日のパネ

ラ ー は 、 そ れ ぞ れ

の立場からミニマル

ファブを推進されて

いる方々ですが、こ

のパネルの目的は

単にミニマルファブ

の PR ではなく、経

験のご豊富な会場

の皆様の意見を広く賜り、これからのミニマルファブ

の開発を推進してゆく上での指針にして参りたいと

思っております。先ほど久保内様からご紹介のあり

ましたミニマルファブの特長；究極の 1 個生産、超

短 TAT、クリーンルームレス、死の谷が存在しない

といった諸点に加えて、パネラーの方々から、3D パ

ッケージの紹介、また製品にどういう市場が考えら

れるのかというアプリケーションサイドの期待を付け

加えていただいた上で、ミニマルファブの先端デバ

イスへの対応性が本当にあるのか、長い間苦労し

て作り上げたプロセスの困難な問題を短期間に一

挙に解決できるのか、新しいビジネスとしての展開

が本当に可能なのか、そのためにはこれから何が

必要なのかということを会場の皆様と議論して参り

たいと考えております。 

 
浅野 私は 1980 年代から 3DIC に興味を持って研

究しており、現在は産総研の井上様らとミニマルフ

ァブの 3DIC の開発をやっております。私は大学で

の経験しかないのでビジネスのことは無視した勝手

なことを言わせていただこうかと思います。今、産総

研では前工程を「つくば」で開発しておりますが、九

州では TSV を

主体とする 3D
パ ッ ケ ー ジ を

受け持って全

体 と し て 一 貫

ラ イ ン が 構 築

できるようにし

て い ま す 。 九

州 の 活 動 と し

ては、ミニマル

ファブで作ったものだけでなく、従来のメガ

ファブで作られたものも対象に 3D パッケー

ジ の 開 発 を 行 っ て い ま す 。 TSV(Trough 
silicon via)の 3DIC 化プロセスの中では既に開発

着手したもの、絶縁膜形成や裏面配線のように前

工程開発から転用できるものがありますが、貫通穴

開け、バリア・シード形成、パッシベーションなどまだ

手付かずのところもあります。 
何しろその多くは手弁当でやっている状況です

ので、国の予算を獲得すべく頑張っています。私個

人としては先ずは Si インターポーザをしっかりしたも

のに作り上げたいと思っています。現在ミニマル

3DIC ファブ開発には 32 企業、5 大学、3 公的機

関に参加いただいています。開発実施中の装置と

しては 3DLSI 用超音波アシスト先端マイクロバンプ

接合装置、ミニマルファブに対応したデバイス検査

装置、10ｍｍ角チップ用の塗布・現像装置などがあ

ります。 
大阪は進取の気性があるので、是非大阪から新

しいものを作って欲しいと思います。これからは日本

の半導体を復活させるという発想ではなく、全く新し

パネルディスカッション 

日本発の次世代半導体生産システム 

「ミニマルファブ」の将来展望 

パネリスト 

ミニマルファブ技術研究組合         久保内講一 

九州大学システム情報科学研究院     浅野種正 

福岡県産業科学技術振興財団       大津留榮佐久 

ティーイーアイソリューションズ        池田修二  

モデレーター 

産業技術総合研究所             井上道弘 

3DIC化プロセス
5

バンプ形成

(支持基板貼り付け)
薄形化

貫通孔開け

絶縁膜形成

ボトムエッチ

バリア・シード形成

貫通電極埋込

裏面配線

パッシベーション

テスト

ダイシング

パッケージング

接合

前工程用開発からの転用

開発中

前工程用開発からの転用

開発開始 or 計画中
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センシング素子
MEMS

圧電素子
フォトダイオード

・
・
・

雑音除去 データ解析

動作検出
振動検出
重力検出
衝撃検出
温度検出
光検出

・
・

スマートセンサーは、雑音除去がキーポイント

Key Parameter
・電圧感度
・周波数応答性
・温度特性

電子機器には数多くのセンサーが搭載されている。これらのセンサーが検出するのは、
温度、光、位置、動き、圧力などに関するアナログの信号情報である。
電子機器の競争力を高めるためには、センサーから得たアナログ信号を、マイコンや
プロセッサで扱えるようにデジタル信号に変換する必要がある。

スマートセンサーの構成

福岡次世代社会ステム創出推進拠点

い発想で半導体産業を創り上げていく必要がありま

す。従来のメガファブがカバーできなかったもの、即

ち個人向けで具体的な形のあるもの、例えば東芝

が出している生体モニター用センサのようなものが

注目されます。さらに個人の主観的欲望を満足さ

せるためには予測できない要望に即座に対応でき

る必要があります。究極のカスタム品 MY LSI が要

求され、それに対応できる小回りのきくシステムに勝

機があるのではないかと思っています。 

 
大津留 私は TI 時

代にバイポーラから

SoC までロジック系

の あ ら ゆ る 分 野 を

経験し、2000 年に

入 っ て ソ ニ ー で

MEMS 及び SiP
の立ち上げをやりました。 

2005 年から暫く現場から離れてヒューマンインタ

ーフェイスをやっていたのですが 2010 年代に入っ

てミニマルファブに出会い、3 年目になります。私の

立場はこの経験からミニマルファブのプロダクトをア

プリケーション面から考えることにあり、そのターゲッ

トは箱物でなく、センサーとアクチュエータに絞るべ

きと考えました。 
今文科相から予算を頂いてバイオ、化学用医療

用センサーに取り組んでいます。最近の ISSCC に

提出される論文の傾向をみると、生活、安全、エネ

ルギーがメインになっていて、そうした用途に対応し

たデバイス開発の必要性が高まっています。 

STARC でも今後投資すべきターゲットはセンサ

ーモジュールだとしています。センサーには加速度、

振動、電圧、光などいろいろありますが、これらのア

ナログ情報をデジタル信号に変換するためには雑

音を除去してやる必要があります。私のところでは

非常に簡単なアルゴリズムで 0.5 ミクロンの実力でも

作りうる LSI を考えています。昔のバイポーラ IC の

応用も考えていて超低ノイズアンプ、温度補償電圧

にもミニマルファブ製品を使えると考えています。 

 
池田 私は日立製作

所で半導 体プロセス

開発及び生産をやっ

てきました。2010 年

のセミコンジャパンで

ミニマルファブの展示

を見 せていただいて

自 分 が推 進 している

研究開発ファンドリに

最適なコンセプトだと思い、早速、原リーダーとコン

タクトを取らせてもらいました。つくば地区には多く

の研究機関が集まっており、この地区を中心として

産業界の発展を推進するのがつくばイノベーション

アリーナという活動です。私どもはつくばイノベーシ

ョンアリーナ構想のもと、産総研との共同研究で、

産業界の研究開発をサポートしています。 
2010 年以降半導体のビジネスは明らかに新しい

分野へとシフトしています。異分野に半導体技術が

使われるようになってきているのが特徴です。例え

ばアメリカの癌センターで研究していた医療機器を

半導体技術で作成したところ、価格を 100 分の 1
程度に低減できる事がわかりました。この例のように

異分野技術と半導体生産技術が融合することによ

り、革新的な技術／商品が生まれる可能性が広が

ります。しかしながら異分野の人は互いに他分野の

技術が分かりません。ミニマルファブの画期的なこと

は異分野の障壁を大幅に下げるところにあります。

ミニマルファブにより、半導体の研究開発が促進さ

れ、多くのアイデアが集まる場所が出来ると考えて

います。 
個人レベルの研究者には、資金調達が技術開

発の大きな障壁となっています。発明者が投資家

のもとに出かけて資金調達するには莫大なエネル

ギーを使います。成功する証拠がなければ、資金

調達は出来ませんが、成功するかどうか確かめる初
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期の資金が有りません。私たちはミニマルファブを

使って研究者のアイデアが有効であることを証明す

るお手伝いをしたいと考えています。そうすれば、資

金調達しやすくなり、次のステップに進む大きな足

がかりとなります。 
アメリカのファブ調査をしたところ、194 ある中で

15%が大学、政府、関連の研究機関です。これら

は 100mm、75mm といった小径のウエハを使って

いるところがメインです。最先端の微細化を追いか

けているところもありますが、MEMS のような微細化

をあまり要求しない研究も幅広く行われています。 
0.5 ミクロン以上の加工レベルを利用しているとこ

ろが 90 ラインもあります。機密事項の多い製品は、

ファンドリを利用せず、自前で製作しています。政

府、大学関連で作るチップは少量多品種が多く、

従来のファブの生産設備で作るとチップ単価が高く

なります。ここにもミニマルファブがその効果を最大

限に発揮できる分野があると考えます。 

 
井上 もともとミニマルファブは多品種少量生産向

けに開発しているものですが、ただいまの皆様のご

講演の中でアプリケーション面に新しい具体的な提

案も出て参りました。3DIC も異分野の融合という面

から新しいアプリが考えられると思いますが。 
浅野 SiP の 3D 技術からは例えば化合物 IC とか

異種材料とも組み合わせが考えられます。現在は

シリコンインターポーザのように具体的なところから

取り組んでいます。 
久保内 既に 0.5 インチのサファイア基盤で LED
の試作が行われたり、気づかないところで新しいア

プリケーションが生まれつつあります。 
井上 ミニマルファブについて根本的な意義につい

て会場からご意見を伺いたいと思います。 
伊藤 皆様の話しでどう

にも納 得 のいかないの

は経済合理性で、0.5 イ

ンチのウエハ代 その他

考えても、いわれるコスト

でものができるとは到底

考えられません。世の中

に 4～6 インチで償却の済んだ安価に生産できるフ

ァブが沢山あるのに、新しくミニマルファブを開発し

て投資するメリットがあるとは感覚的にどうしても思

えないのですが。 

久保内 確かに現状で比較すると、4～6 インチライ

ンで作るほうがずっと安くできます。1 ライン 5 億円と

いうのも装置量産の効果を期待してのもので今の

装置価格を積み上げるとそれでは無理というのは事

実です。ただ将来的にそうしたメガファブは装置、部

品のサポートがなくなってきますし、設備に比べ量が

少ないとクリーンルームの維持だけでもコストがかか

るので、クリーンルームレスで標準化されたミニマル

ファブラインのメリットが出てくると確信しています。 
現状 0.5 インチウエハは 300mm のウエハから切

りだして作っています。0.5 インチウエハの引き上げ

装置も開発中です。将来的にも専用の引き上げ設

備を作るメリット(品質・コスト)があるか否かは今後の

課題です。 
崎 谷  既 存 の フ ァ

ブでは過去の経験

の積み重ねでマス

フ ロ ー と か の 条 件

が出来上がってい

ますが、ミニマルフ

ァブではこれらをまたプロセス、デバイス毎に作らな

ければならないので大変な作業になると思います。

0.5 インチウエハにしても研磨工程など個々に考え

てゆくと大変な作業です。ミニマルファブは研究開

発、学生の勉強用には非常に素晴らしいと思いま

すが、産業用としては成り立たないと感じますし、そ

れにこれだけの国家予算をつぎ込んでよいものか

疑問に思います。 
大津留 アプリの面から捉えると、450mm ウエハで

メリットが出るデバイスは極めて限定されますが、総

生産数数百個レベルのアプリを考えると幾らでも出

てきます。産業用にも微細化と大量生産とは別の

速さ、安さを求めるシステムのジャンルが確実に存

在するということはいえると思います。ミニマルファブ

のコスト比較を行う場合、開発段階、試作段階、量

産段階と 3 つに分けて行うとその特長が良く出てく

るのではないかと思います。 
中村 ミニマルファブ

の特 色 は新 しいアイ

デアを具現化するた

めの優 れた システム

であると思うのですが、

単にメガファブとのコ

スト比較をしているより
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も早くラインを立ち上げて斬新なデバイスを作り出

すことにより、その価値が見直されると思いますが。 
池田 まさにその通りで早く産総研にラインが立ち

上がればどんどんお客さんをつれてきて実績を作り

たいと思っています。そのために開発の加速をお願

いしています。 
久保内 加速せよという声はあちこちからくるのです

が、残念ながら今の国家予算では装置を全部そろ

えるのは難しいので例えば広く出資を募るなど組合

後の企業化出口を検討します。 
井上 浅野先生から MY LSI という言葉が出まし

たが、産業用として各企業が自前で作る独自の少

量デバイスが必ず必要になると思いますが。 
大津留 車、家電、重電、医療などいずれも試作段

階ではミニマルファブが威力を発揮しますし、ソフト、

プロセス両面でブラックボックス化にも貢献すると思

います。また製造中止になったものの部品供給義

務に対しても細かく対応できるミニマルファブが向

いています。 
河崎 JASVA としても

中小企業に試作の奨励

をしてきたのですが、現

状のアナログ系の設計

資産に対応するために

は デ ザ イ ン ル ー ル が

0.25 ミクロンに対応でき

ることが必要です。ミニマルファブが 0.5～1.0 ミクロ

ンしか対応できないとなると市場性がないのではな

いかと危惧します。今後 90 ナノくらいまではできるよ

うにするスケジュールを持たないといけないと思いま

す。 
池田 確かに 1.0 ミクロンでできるデバイスとなると

MEMS などニッチな分野になりますので、LSI に対

応するには、もう少し微細化させる必要があると思

います。 
細見 例え 5 億円

でファブができたと

しても各地ばらばら

にあっては結局メン

テナンスに困ると思

い ま す し 、 半 導 体

に取り組む人も分散してレベル維持が難しいと思い

ます。 
久保内 分散の効率の悪さに関しては装置メーカ、

ソリューションメーカでカバーすることを考えていま

す。いろいろ既存ファブの経験者はご心配されます

が、とにかく実績を作って結果をお見せするのが一

番だと思っています。 
進藤 昨年からミ

ニ マ ル フ ァ ブ の

話 をいろいろ伺

ってきましたが、

メガファブと同じ

土 俵 で コ ス ト 比

較 さ れ て い る の

は ま ず い と 思 い

ます。ミニマルファブでなければできないこと、適し

た分野をはっきり絞って議論すべきだと思います。

製品に商品性がなければ作っても意味がないので

デザインルールを含め、市場のニーズをしっかり把

握してそれに対応できる開発が必要だと思います。 
大津留 ファブを持っている立場、もっていない立

場でコストに対する見方が違うので、それぞれ分け

てミニマルファブのコストを計算して示す必要がある

と思います。それから 90 ナノまで必要だというのは

大賛成で既存のライブラリーを活かすためには是

非実現させて欲しいと思います。 
今井 私は大学で医

療 用 のセンサーと信

号処理の開発をやっ

て い ま す が 、 試 作 を

TSMC に頼むと 1 ク

ルーに数ヶ月かかりま

す。アナログ関係では

特に試作の繰り返しが多いものでミニマルファブの

超短 TAT は非常に魅力的です。メガファブとの単

純なコスト比較は無意味で大学、研究開発機関に

焦点を当てた開発をしていただければよいのでは

ないかと思います。これがうまく行くと FPGA はほと

んど不要になり、専用のコンパクトな IC ができると期

待しています。 
井上 初めに牧本理事長が述べられた「半導体の

将来は外挿線の上にあらず」ということが本日の共

通認識かと思います。熱心なご議論をいただき、有

難うございました。 
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1、はじめに 

New York 州の州都 Albany の New York 州立大学
Albany校の一角に位置する次世代機能デバイスの研究開発
施設は、計画から 15年以上経過し、2006年に本格稼働を始
めて 7年である。そこには、New York州立大学、College of 
Nanoscale Science and Engineering (CNSE) のトップであ
るDr. Alain Kaloyeros教授の強力なリーダーシップのもと、
300mm ウェーハのプロセス装置およびその評価設備、その

他の最先端研究設備が整っている。近年、ナノテクノロジーの

最先端研究が急速に進み、世界的にも注目されているホット

スポットになっているのである。特に、2011 年からは太陽電池
の共同開発から製造まで進める国家プロジェクト PVMC や、
450mm ウェーハのプロセス技術、装置、材料の開発を行う共
同プロジェクト G450Cが始まった。そこで、Collegeの発足か
ら10年近く経ち、規模も急速に拡大してきているので、近況を
紹介する。 
2、Albany Nano Techの現状 

New York 州がハイテク産業の振興をテコに、今回の
Albany のようなプロジェクトを、地域振興・雇用促進を目指し
て考え始めたのは 1990 年代のなかばであろう。日米の半導
体産業界で、300mm ウェーハの時代を迎える機運が盛り上

がっていた頃である。その底流にある最先端ロジックデバイス

開発を推進したい IBMの要求と、New York州政府の求める
全米における最先端産業での一層の地位向上という考えが一

致して、ナノテクノロジーに関しては民間企業と協力し、州立

大学を活用する一大プログラムが Albany でスタートした。
2001 年には計画の概要が決まり、州立大学を中心とした新し
いプロジェクトへの参加を募り、資金の予算化が進められた。

2003年、最初のクリーンルームを含む建物が完成し、2004年
からは最先端半導体製造装置の導入が開始された。世界初

の ArF レーザー光源の液浸露光装置の導入と共に運用が開
始され、85nm レベルの微細加工と銅を用いた多層配線工程
のプロセスが可能になった。 

2006 年、メインのクリーンルームの完成に伴い、IBM、 
SEMATECH などの研究開発部門が集結し、その年の秋か
らはCMOSプロセスデバイス開発が可能な一貫ラインが稼働
を始めた。以降、この”Albany NanoTech Complex”と呼ば
れる300mmウェーハのクリーンルームの充実・拡張が年々進
んでいる。2013 年までの累計で 140 億ドル以上の投資を行
い、クリーンルームに加えて、Nanobioscience の実験室、研

究者のオフィス棟などの建設が次々と進み、建物・設備を整備

拡充し続けている。そして、現在では大学関係の研究者、技

術者に加え、外部からの共同研究者、共同利用施設の利用者

など、3000 人以上が勤務する世界有数のナノテクノロジー先
端研究拠点になっているのである。 
現在のファシリティーは、約 150 ksqft の 300mm および

450mmウェーハのクリーンルーム、約15 ksqftの実験室を始
め、全体で約 1,000 ksqft を超える床面積の研究施設が
CNSEの管理のもとに運営されている。 

 
図 1に示す現在の建物群は、New York州立大学Albany
校のメインキャンパスの西端に位置する。NanoFab、South、  
Central、Northにはメインの300mmのクリーンルームがあり、
NanoFab Xが 2013年にオープンした 450mm ウェーハ対
応の新しいクリーンルーム棟である。そして、右下の 4 階建て
の建物がNanoFab Eastで、カフェテリア、銀行を含む、オフ
ィス棟で、大学をはじめとして、2000人以上の研究者、技術者
が利用している。これらのクリーンルームの設備の中心は、何

と言っても300mmウェーハ対応の20 nmレベル以下の微細
加工が可能な最先端の露光装置である。 
図 2に示すように、ASML社製の ArF レーザー露光装置
に加え、これも世界初の EUV(極端紫外線)露光装置が 2009
年に導入された。2013 年には処理能力が量産対応を視野に
入れた次期機種が新しいクリーンルーム棟に導入される計画

である。露光装置の他にも、最先端半導体工場にあるプロセ

ス装置及び検査装置が200台以上並び、これらを使用して20 

ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立 大 学 ア ル バ ニ ー 校 の  

産 学 連 携 と  
ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー 産 業 へ の 展 開  

図-1 

ニューヨーク州立大学 教授 工学博士 平山 誠 

CNSE(College of Nanoscale Science and Engineering)の全容 
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CNSEのビジョンとミッション 

nm 以降の技術を適用した Full CMOS のプロセスフローが
可能になっている。これらの装置を擁する研究開発ラインは、

デバイスメーカーと同じように 24時間 7日間稼働しており、装
置のオペレーションはニューヨーク州の職員である専用の作

業者が行っている。研究開発が目的の施設であり、量産工場

に見られるような 300mm ウェーハ運搬のための自動搬送設

備はなく、全て作業者が装置間を運搬するが、月産約 3,000
枚以上の処理能力がある。約 140 ksqft(約 12,500 m2)のクリ
ーンルームは、全面ガラス張りの見学通路から誰もが見渡す

ことができる。半導体の研究開発設備や製造工場が、誰にで

もどこからでも見渡すことができる構造を有していることは極め

てユニークである。この巨大なクリーンルームを運用する 2 交
代の作業者は約 200 名、プロセス技術開発を行い、外部から
のウェーハプロセス委託をサポートする技術者は約 100 名を
超える。その他、購買、資材、経理、人事、法務、そしてクリー

ンルームの管理保守部門などを加えると、400 名を超える人
員がNew York州政府のNPOであるResearch Foundation
という外郭団体の職員として働いている。 

300mm ウェーハのクリーンルームの他にも、実験室として

のナノバイオサイエンスの実験設備も整備されている。さらに、

TEM、SEM、AES、XPS などの物理分析機器がそろった分
析部門も保有しており、大学およびこの共同利用施設の利用

者も使用出来る上に、外部からの分析依頼にも応えている。 
そもそも、この産官学の共同、連携による研究開発の中心

に位置する CNSE のビジョンおよびミッションには、技術の事
業移管を目指すことが必須であると明確にうたってある。 
図 3 にまとめたのがそれである。ビジョンは、工業のロード
マップ実現のために優秀な人材と設備、およびそのパートナ

ーシップを活用することであり、ミッションではそのパートナー

シップを持って、ナノテクノロジー産業を興隆させ、その優位

な立場を築くことにあると明言しているのである。 
CNSE のビジョンおよびミッションからも分かるように、

CNSE での研究開発、事業化推進は、半導体技術の研究開
発にとどまらず、CNSE を主体にした太陽電池、燃料電池な
どのエネルギー関連技術、バイオサイエンスと融合したナノバ

イオ分野、メディカル応用の分野の研究開発などにも展開し、

それぞれが大学を基点として産業界へ貢献する仕組みを構

築することを推進している。そして、この共同利用施設をオン

サイトで研究利用する他にも、米国エネルギー省(DOE) 、国

防総省 (DOD)などとの共同研究、委託研究はもちろん、300
社以上の民間企業との共同研究も行われている。 
図 4はNew York 州立大が持つ共同利用施設を利用する
枠組みを示している。この共同研究施設の一番の利用者は

IBM であり、推進する最先端高速ロジックデバイスの研究開

発が中心である。IBMは300mmウェーハを用いた独自の最
先端研究開発設備を保有せずに、最先端半導体技術の研究

開発は Albany の共同利用設備を活用して推進するというビ
ジネスモデルを構築し、グローバルな連携も実現した。このビ

ジネスモデルの根幹は、IBM の研究開発部門が New York
州の施設を使用して、IBM の必要とする研究開発ができると

いうことである。そこに、New York 州立大学の保有する研究
開発機能と、外部からの共同研究参画の活用も加わる。さらに、

SEMATECHや、半導体製造装置メーカー、半導体材料メー
カーなどとの共同研究開発を可能にし、この共同利用設備の

外部からの活用へも門戸を広く開放している。このような従来

では考えられなかった最先端技術の共同研究というスキーム、

すなわちオープンイノベーションとも言われる共同研究体制を

確立し、誰でもが使える共同利用施設を活用し、研究成果を

上げるという新しい仕組みがそこに出来上がったのである。研

図-2 

図-3 

図-4 

CNSEのクリーンルームに保有する300mm対応露光装置 

CNSEの共同利用施設の活用主体の関係 
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究成果が上がれば注目を集め、最先端技術研究開発のため

に共同利用施設が活用できるというメリットが一層明らかになる。

すなわち、ハイテク技術の研究開発を行う研究所、企業からの

関心を集め、優秀な技術者が参集するという相乗効果をもたら

す。他方で、研究開発の隆盛が、一層の研究者、技術者の集

中を生み、共同利用施設を保有するNew York 州にとっても
地域振興をもたらすことになる。言い換えれば、これこそが産

官学の双方が”win win”になるシナリオを描くことができるビ
ジネスモデルなのである。 

また、産業界、外部研究機関との研究以外に、大学間の研

究も あ る 。 例えば 、 SRC (Semiconductor Research 
Corporation)傘下の NRI (Nanotechnology Research 
Initiative)が推進する全米の大学間の連携プログラムもその
一つである。その一つ、図 5 に示す INDEX プログラムは、
CNSEが幹事校となり、MIT、  Harvardなど東海岸中心の
研究共同体である。研究は主としてCMOSよりもさらに先の技
術の研究に注目 し 、 Spintronics 、 Quantum dot 、
Magnetics、Graphene deviseなどにフォーカスしている。 
もちろんこれ以外にも海外の研究機関、大学との連携も進

んでいる。最近では、図6に示す筑波大学数理物質科学研究
科、東北大学電気通信研究所、産業技術総合研究所、物質

材料研究機構などと大学院生の交換、研究者の交換派遣、共

同研究などの連携も行っている。日本以外ではインドの PSG 
Institution 、 University of Petroleum and Energy 
Studies やタイの Mahidol 大学とも同様の連携プロラムがス
タートしている。 

CNSE の研究開発施設の整備は、半導体技術の研究開発
を皮切りに始まったが、近年は米国大統領の後押しもあり、エ

ネルギー関連の研究開発及びその事業化を目指す活動も大

きくなっている。太陽電池に関しては、米国エネルギー省

(DOE)の胆入りで、太陽電池の研究開発とその製造技術の確
立を目指した 5 年間、総額 3 億ドルのプロジェクト Photo 
Voltaic Manufacturing Consortium (PVMC) が2011年か
ら動き出した。大学と DOE が中心になって、企業を募って技
術の開発、製造技術の確立をし、計画の最終年には１GW レ

ベルの製造ファシリティーの建設を目指したプログラムである。

(図 7) 

更には、エネルギー利用の効率化のための新技術の研究

開発、エネルギー創成の新技術の研究開発とその実証を目

指した研究開発、評価技術開発のためのプロジェクトもスター

トしている。”ZEN”(Zero Energy Nanotechnology Scientific 
Research Facility) Building と呼ばれる新しい研究開発の

図-5 

図-7 

図-8 

SRCの Indexプログラム参画の大学 

CNSEの最近の連携プログラム 

DOE主導のPhoto Voltaic Manufacturing Consortiumの概要 

Zero Energy Scientific-Research Facility (ZEN Building)  

図-6 
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ためのプログラムを推進する新棟の建設も始まっている。そこ

には日本からNEDOを介していくつかの企業が、新しい技術
の研究・検証に加わっている。これらの新しいプログラム推進

のための建屋は、次期 EUV 露光装置の導入と、450mm ウ
ェーハプロセス装置の評価検証のためのクリーンルームに続

いて建設されている。図8の左側の建屋が新しいシリコンデバ
イス開発のためのクリーンルームであり、右側の建屋が ZEN 
Buildingと呼ばれるものである。 
半導体に関しての最新の話題は何と言っても、450mmウェ
ーハプロセスを使用した最先端ロジックデバイスの共同開発コ

ンソーシアムG450Cである。2011年秋にスタートしたG450C
は Intel、TSMC、Samsung、Global Foundry、IBMが集結
したまさにグローバルな共同研究体であり、その要にいるのが

CNSE である。このコンソーシアムのビジョンは図 9 に、オブ
ジェクティブは図 10 に示す通りである。西海岸のシリコンバレ

ーでもなく、南部テキサスでもなく、東海岸に、世界のトップク

ラスのデバイスメーカーが集結していることに注目すべきであ

る。そこには日本のメーカーの名前はない。しかし、製造装置、

材料、周辺機器の供給では半数以上が日本のメーカーであり、

半導体工業を支えることには変わりない。シリコンウェーハの

供給、装置・材料の供給が整い、450mm ウェーハを使ったデ
バイス開発が本格的に始まるのは、2015 年以降であろう。そ
れまでの助走期間に、G450C が各種の標準化を進め、規格
の整備を行う。そこに日本が貢献するためにも、限られた情報

と機会を有効に活用し、産業基盤を支える日本の役割を一層

強固なものとしていく必要がある。そのためには産官の協力が

必須である。 
3、新しいビジネスモデルの仕組み 
ではなぜ Albany での最先端研究開発が、このように急速
に立ち上がることができたのだろうか。一番に言えることは、き

わめて壮大な教育・研究事業を、地域の振興、雇用の促進、と

いった国や地域にとって必要不可欠な要求と重ね合わせた上

で、産業への貢献に繋げるという大きなスケールの仕組みを

実現したことであろう。言い換えれば、中長期に実現可能性の

ある計画の全体像をまず作り、研究開発を推進する人が魅力

を感じ、参画しやすい環境を整えたことである。これは研究開

発をしたい側が、あるいは研究開発を必要とするものが、必要

な環境を整備し、推進する仕組み(体制)を構築することが、プ
ロジェクト成功の源泉だということを意味している。そして、この

点がこのプログラムの本質であり、参加者を納得させるビジネ

スモデルだと考える。ビジネスモデルを実現するために

は、 ”ヒト、モノ、カネ” が必要である。大きな絵を描き、周囲
を巻き込んで推進する、さらには実現するまでの道のりを進む

上で、継続性を持つことができるリーダーが必要ということであ

る。 
翻って、日本でのこうしたことの実現可能性を考えると、2、3
年で異動を繰り返す慣習のある官僚の仕組みがあり、多くの

規制がある日本では、同じビジネスモデルの構築は難しい。

大切なことは、継続可能なしっかりしたコンセプトを共有するこ

とである。研究開発をしたい側の産学が、継続し、ブレないシ

ナリオを持つことが不可欠ではないかと考える。 
Albany で成功している共同研開発コンソーシアムの研究
開発推進のためのオペレーションのキーワードは、フレキシビ

リティとビジビリティである。さらには、CNSE を主体としたコン
ソーシアムが、これだけの規模で最先端の研究開発を推進し、

成果を得ることができているのは、研究開発主体とオペレーシ

ョンの主体が区分されているからである。双方の主体のそれぞ

れの役割と責任、価値観、評価を相互に共有し、リスペクト出

来ているからである。人種はもちろん、所属する組織が異なる

研究者、技術者が一堂に会し、 competitive であり 
pre-competitiveでもある関係を保ちつつ、同じ設備を利用で
きるルールとコンプライアンスがあるということでもある。このこ

とは、最先端研究開発を必要とするものが、それを推進するこ

とができる環境を自ら整備することであり、行政も含め広い範

囲での協力なしにはできないことを示している。そこには先進

国としての成熟さが求められるのである。 
 
 
 
 

図-10 

Global  450 Consortium のビジョン 

Global  450 Consortium のオブジェクティブ 

図-9 
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「ドイツを代表する“ものづくり”企業・世界最大の自動車部

品メーカー」であるボッシュは超日本的経営(日経ビジネス

2011.1.24)。そのスローガンは Quality of life(生活の質の向

上)です。創業者一族が同族経営の道を取らず、会社の株式

の大部分を「ものを言わない株主 ボッシュ財団」が所有する、

創業から 130 年間成長し続ける世界のトップ企業、それがボッ

シュです。 

 

１、創立 

1886 年、ボッシュの創業

者であるロバート・ボッシュ

は、ドイツ南部の都市シュト

ゥｯトガルトに工房「精密機械

と電気技術作業場」を開設し、

機械工、見習工の 2 名とと

もに電信機械システムなど

の組立、設置、修理の事業

を始めました。 

ロバート・ボッシュは自転車

を使い精力的に営業に飛び回

り、その儲けの大部分を事業

拡張の再投資に注ぎ込みましたが、投資に見合うほどの受注

が伸びず、創業の数年後には、倒産寸前の危機に直面し、

1893 年には 25 名の従業員のうち 2 名だけを残し解雇せざる

を得ませんでした。 

その後、親類や友人、銀行に借金をして何とか持ちこたえ、

1899 年には解雇した従業員を呼び戻し、28 名を雇用するま

でに持ち直しました。このことは彼にとってとても重要な苦い教

訓となっています。 

1887 年にはガソリンエンジンの創業者といわれるオットー

の求めにより、マグネトー式低圧点火装置(固定式)を製造しま

すが、これはボッシュとして商業的に成功した初めての製品と

なりました。 

その後、1898 年にダイムラー社の依頼によりこの低圧マグ

ネトー式点火装置を装備したブートン 3 輪自動車を納入しま

す。これがその後自動車機器サプライヤーとして大きな成長

軌道を歩む一歩となります。 

しかしながら、皮肉なことにこのビジネスの成功が、ダイムラ

ーをはじめ多くの企業から、度重なる買収攻勢を招き、ビジネ

スの成功は買収攻勢をも招くリスクがあるということを学び、独

立独歩でビジネスを行なうことを決意します。そして企業として

財務上の独立性を保持することは、次の 2 つの優位性がある

ことも学びます。 

1、他人から借金をする必要が無い 

2、自らの決断について他人に言い訳をする必要が無い 

また、これは現在のボッシュの経営方針の第 1 です。 

“The Bosch Values”の第 1 項「将来と収益への志向」の

文言にもうたわれています。 

「・・・・・私たちは、収益志向で活動し、意思決定を行ないま

す。それによって、会社の成長と財務上の独立性を確保しま

す。・・・・」 

そして、この経済的独立性の重要性を尊ぶ精神は、1937 
年にそれまでの株式会社から「有限会社(GmbH)」へと会社組

織の形態を変更したことにも象徴されています。 

これは「自己責任で完結する会社形態ならば、他者(株主)か

らの利潤追求の要求に左右されることなく、長期的な視野に立

った意思決定のもとに投資や経営を貫徹できるという創業者の

経営哲学に基づくもので、今日のボッシュが財務上の独立性を

保持し、自主独立、自治に基づき適切な事業活動を行ない、多

肢に渡り長期的な研究開発への投資が可能なのも、この創業

者の精神を何世代にもわたり堅持しているからです。」 

2、ボッシュ の商標：シンボル「アンカー」マーク 

ボッシュは海外進出にも積極的で、1913 年には売上高の

88%をドイツ国外で達成、翌1914年には世界5大陸に33拠点

を設けるまで成長しましたが、第 1 次世界大戦のドイツ敗戦によ

り、ドイツ企業であるボッシュも海外資産や、特許を没収されるな

ど、ブランドという経営資産を大きく損ないました。 

このため、社内外の「信頼」「信用」を回復し、ふたたび成長

軌道に向かうため、ブランドの再構築に取りかかりました。 

1902 年に開発した、マグネトー式高圧点火装置を、新しい

Interview 先   ボッシュ株式会社 マネージャー 河内聡一郎  氏 

Interview 株は未公開、借金はゼロ 

 創業 130 年の優良企業ボッシュ 

コミック 

ロバート・ボッシュ伝記 

       Interviewer   編集委員  相原 孝 
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 セクター別  業績 単位100万ユーロ 

  2009年 2010年 2011年 

自動車機器 21,716 28,097 30,404 

産業機器 5,105 6,660 8,038

消資材・建築 11,331 12,480 13,052 

ボッシュ コーポレートスローガン＆The Bosch Values 

商標であるシンボル「アンカーマーク」に制定しました。今日の

ボッシュのコーポレートスローガン「Invented for life」と組み

合わされて使用されています。この「Invented for life」ですが、

“ Invented ”はドイツ語の“Technik”のことで、創造する、生

み出す、発明する、考察するということに加え、 

Technology =：技術的先進性と経済性⇒(市場での優位性)、

Quality ＝：高い品質、Reliability ＝：信頼・信用の獲得を

志向して、革新的で有益なソリューション(製品・技術)を提供す

るという意味を表しています。 

また、“ Life ”は次の 2 つの意味を表すものです。 

1)人々の生活・暮らし、生命、生きる力(活力)という意味 

2)ライフ(生き物の生命・生涯)はすべて連鎖し循環しながら、

連綿と続くことによって社会および地球環境で成り立ち、永続

的・持続的なものであるという意味 

ボッシュという企業は、先進の技術力・高い品質・信頼性・耐

久性を備えて製品と技術により、人々の生活の質(quality of 
life)を向上させることを企業活動の目的とし、循環型の持続的

環境社会(Sustainable society)の創出に寄与していく、すな

わち「人と社会に役立つ先進技術」を提供する企業であるとい

うことを表しています。 

3、ボッシュとモータリゼーションの歩み 

ガソリンエンジンの高回転化に大きな道を開いたボッシュの

マグネトー式高圧点火装置とスパークプラグ(1902年)はモー

タリゼーションの最初のマイルストーンとなりましたが、その後

もボッシュはヘッドライト/フォグランプ、レギュレータ、オルタネ

ータなど電気駆動システムを開発していきます。 

第１次世界大戦後の苦難の時代を乗り越えたボッシュは、

その後にホーン、ワイパー、ディーゼル燃料噴射装置、バッテ

リーなど、自動車機器に関するあらゆる種類の技術や製品を

送り出し、自動車産業界のリーディング・サプライヤーとして確

固たる地位を築い

ていきます。中でも

ディーゼルエンジン

の燃料噴射装置に

関してはその歩み

の最も範といえるも

のです。ディーゼル

エンジンは1897年

ルドルフ・ディーゼ

ルが発明し公式性

能試験運転に成功、これによって“世界で最も合理的(経済的)

な内燃機関”ディーゼルエンジンが誕生し、未来の内燃機関”

と注目されましたが、この時点ではまだ定置用でした。しかし熱

効率の良さや燃料の安全性などから車両への活用が期待され

、ボッシュとしても燃料噴射装置の開発を開始しました。 

1927年にはカムシャフトで作動する商用車ディーゼルエン

ジン用「列型ジャーク式燃料噴射ポンプ」の量産を開始し、最

初にトラックに装備されました。その後、サプライポンプ、ノズ

ル、グロープラグ、ガバナーなどを開発、そしてディーゼルエ

ンジンが産業機械用、船舶、鉄道、飛行機へと、用途が拡大し

1936年にはボッシュは乗用車用ディーゼル燃料噴射装置も

開発しました。このように、これまでボッシュはディーゼルエン

ジン関連製品のみにとどまらず、方向指示器や最近の自動車

に不可欠な「ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)」「ESC(横

滑り防止装置)」など重要な自動車関連部品を開発しています。 

車のボンネットを開けてもボッシュのロゴが入ったエンジンが

出てくるわけではありませんが、今では“No car without 
Bosch(ボッシュ なくしてクルマなし)”とまで言われるように、

今ではボッシュが供給する中核部品なくして車は成り立たな

いほど、欠かせない存在となっています。 

4、事業の多角化：世界恐慌と戦火の荒波を乗り越えて 

1929年の大恐慌の後、ボッシュは電動工具や住宅機器(家

電)、テレビスタジオ技術、ラジオなどの先進電気製品といった

分野にも進出を試みます。そのきっかけとして面白いものに、

電動工具の開発があります。ボッシュがそもそも電動工具を開

発した目的は、自社の生産工程において工具を駆使する事で

労力を軽減し、効率を上げるためでした。このように自動車の

枠組みにとどまらず、ニーズを見出し家電から新エネルギ

ー太陽電池など様々な分野に事業を広げ、事業分野のバ

ランス構造を保つことで景気動向の影響から企業を守り、

健全な財務体質を確保するとともに、暮らしをより豊かに、

生き生きと楽しい生活ができる様に、多肢に渡っています。 

技術で社会に貢献する、このことが現在までのボッシュの

1928年方向指示器開発
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車載用半導体売上シェア(２００６年度)    % 

1 Freescale Semiconductor 11.7

2 Infineon Technology 10.1

3 ST Microelectronics 8.8

4 Renesas  6.8

5 NEC Electronics 6.1

6 NXP Semiconductor 6.0

7 Bosch 5.8

8 Texas Instruments 4.2

9 Rohm 3.2

10 Toshiba 2.9

       出所)Accenture・Japan 

ロイトリンゲンの新半導体工場は2010 年3 月に操業を開始しました。最

先端の製造プロセスにより、競争力のある価格が確保されるとともに、パ

ワー半導体の製造も開始されました。このプロジェクトには合わせて約6 

億ユーロが投じられる予定です。 

発展を支えたものであると言えます。 

5、ボッシュの半導体 

米アップルのi-Phoneに採用された加速度センサーは自動

車用に開発したボッシュのMEMSで、業界最大手です。 

また、MEMSの製造に使われるボッシュ法(深堀エッチング

法)を開発し、その技術を使って日本のデンソーがアスベクト

比60のデバイスを開発しています。車載用半導体では2009
年は7位、2012年は6位と、ドイツ内の半導体市場で37.8％の

シェアを占めています。 

自動車には各種の車速、車間距離、温度、排ガス濃度など

のセンサーやエンジン制御、ブレーキ周辺、電装、通信など

各種の電子機器が使われていますが、その半導体もボッシュ

が開発し・製造を行なったものが多く、2010年に操業開始した

ロドリンゲンの新半導体工場では、パワー半導体の製造も行

なっています。 

ボッシュの半導体技術開発の強さを表す好事例として、イン

ドの低価格車「ナノ」用のECU(電子制御ユニット)があります。 

メルセデス・ベンツやアウディなどの高級車のECUを開発

したインド･ボッシュ現地法人の研究開発部門が低価格車用に

「センサーから信号処理、電気制御、演算」など4つの機能が

別々だったチップに、1世代前の技術を使い1パッケージ化し

て、汎用品として製造してナノに採用されました。 

このECUはすでに、中国など他の自動車メーカーにも採用

されています。このような開発ができたのも、ボッシユに専業メ

ーカー顔負けの技術力があるためで、タタ以外のメーカーに

も採用が急速に広がるのは技術的な裏づけがあった為で、新

興国の開発諸点で生み出した低コストのデバイスが先進国に

採用され、世界レベルの開発体制と専業メーカーに負けない

技術力があるからで、数世代前の技術を使いリバースイノベー

ションをボッシュが先駆けて実施した結果です。自動車には各

種センサー、車速、車間距離、温度、排ガス濃度・・・など多数の

半導体センサーが使われているが、ボッシュはMEMSや半導

体を使った多種類のセンサーの開発に先頭を走っています。 

 

6、品質と信頼性「ゼロ・ディフェクト(完全無欠)」 

－創業者ロバート・ボッシュの遺言 
「『信頼を失うくらいなら、むしろお金を失った方がよい。』 

私はいつもこの原則に従って行動してきました。 
自分が約束したことを必ず守ること、製品の価値によって得

た信用、そして私の言葉に対する信頼は、私にとって目先の

利益よりも常に優先されるべきものです。」 
「顧客からの信用と製品の評判は、一時的な利益よりも、大

事なものです。」 「誰かが私の作った製品を検査して、私が

何らかの粗悪な仕事をしたことを証明する… そんなことは考

えただけで私には耐え難いことでした。それゆえ私は、いかな

る客観的試験にも耐えうる仕事、いわば最高のうちの最高のも

のだけを出荷するよう、常に努めてきました。」 
製品品質だけでなく、すべての業務品質において「ゼロ・デ

ィフェクト(欠陥無し、完全無欠)」でなければ、顧客からの信

頼・信用は得られない。 
このロバート・ボッシュの経営哲学こそが、現在も変わること

なく、ボッシュの企業文化として社員一人ひとりに脈々と受け

継がれているのです。 
7．労務管理・福利厚生制度 

「私は、作業者および従業員に十分な給与を支払い、彼ら

を上からではなく同等の権利を有する対等なパートナーとして

扱うことが正しいことであるとずっと信じてきました。このことを、

特に指摘しておきたいと思います。」ボッシュの遺言 
創業者ロバート・ボッシュは、製品・技術のみならず従業員

に対する処遇の面でも革新的でした。当時のヨーロッパの労働

環境は苛酷で、労働者は「使い捨て」されるという状況の中、経

済活動の中心は「人」であるとの考えのもと、従業員に高い専門

性と責任感を求める分の報酬として、賃金や福利厚生面など、

きちんとした労務管理制度を導入しています。 
1906年には8時間労働制を施行、その数年後には半日休

暇や有給休暇制度を導入するとともに、年金基金、健康保険

など先進的な福利厚生制度もいち早く導入しました。 
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育児休暇の取得者の4割は男性で、介護休暇、パートタイム

など育児や介護などの状況により、勤務体系も色々用意され

て、就労支援されています。 
8．社会奉仕の精神 

「私は、社会のあらゆる困窮を和らげるだけでなく、特に人

々の道徳、健康、そして知力を高めることを目指します。」 
創業者ロバート・ボッシュは、社会に対し企業が奉仕するこ

とで社会とともに企業が発展する「社会奉仕」の精神について

も実践しており、公共事業や社会福祉等の多額の寄付を行な

うとともに、学術・教育の発展などの分野での社会活動にも取

り組みました。この「社会奉仕」の精神は、後述するボッシュ財

団の活動や、先般の東日本大震災後の積極的な復旧復興支

援活動など、会社そして社員に、いまでも脈々と受け継がれて

います。 
＊2011年の東日本大震災後の復旧復興支援として、ボッシ

ュ・グループでは、寄付として350万ユーロを日本赤十字社に、

また日本のグループ各社や従業員などからの募金と会社の「

マッチングギフト」として約2,600万円を義援金として日本赤十

字社に寄付しています。また宮城県東松島市を支援地域とし

て、仮設公共施設用にコンテナハウス300ユニット、ディーゼ

ル乗用車6台を同市に寄贈するとともに、社員ボランティアの

派遣やサッカー教室やクラシックコンサートなど交流支援イベ

ントを継続して実施しています。 
9．ロバート・ボッシュ財団 

創業者ロバート・ボッシュの「社会のあらゆる困窮を和らげる

だけでなく、特に人々の道徳、健康、そして知力を高めること」

という理念を実践し、ボッシュの社会奉仕活動の中心となって

いるのが、「ロバート・ボッシュ財団」です。ロバート・ボッシュ 
GmbH の株式の92％を有する同財団は、 ボッシュ・グルー

プからの利益配当を基金に、公益目的の社会奉仕活動を行っ

ています。創業者ロバート・ボッシュは第二次世界大戦中の

1942年に80才で亡くなっていますが、その遺言書の中に、会

社の利益配当金は慈善活動に施すこととの指示のもとに1964
年に設立され、「自社の利益は最終的に、企業の発展を支え

てくれた社会へ還元すべきである」というボッシュの経営哲学

を連綿と受け継ぎ、その社会奉仕の活動は、きわめて多岐の

分野に及んでいます。 
現在は、「人文・社会・自然科学と研究」、「ヘルスケアと人道

支援」、「国際理解の促進」、「教育と社会」、「市民社会と文化」

に関連する分野のプロジェクトを支援しており、毎年800以上

もの新しい国内外プロジェクトが選択され、合計110人の財団

職員がそれらの活動の運営・支援に携わっています。プロジェ

クトのうち60％は国際的なプロジェクトで、研究助成、奨学金、

賞の授与、コンテスト、研修、パイロット・プロジェクトの推進、各

国若手リーダーやジャーナリスト対象のプログラムなど多岐に渡

る活動を展開しています。なお、財団の2011年度の年間支出総

額は約6,800万ユーロ(約75億円)以上に達しています。 
10．ボッシュの企業統治と株主構造 

創業者の遺言に、次の言葉があります。 
「私が心から大切に思っているのは、ロバート・ボッシュ

GmbHが可能な限り何世代にも渡って存続すること(中略)、そ

して常に財務上で自立していることによって、他者に依存する

ことなく、自主独立の適切な事業活動を持続することです。」 
株式の大半は非営利組織である公益法人「ロバート・ボッシ

ュ財団」(持株比率92％、議決権なし)が保有しています。 
一方、株主の事業機能実行機関として、共同経営者会「ロバ

ート・ボッシュ工業信託合資会社」(議決権93%)があります。 
このようにボッシュという企業の最大の特徴は、資本(株主)と経

営(事業機能の決定権限)が完全に分離していることです。 
創成期に倒産の危機や買収攻勢にあう事から生まれた「常に

財務上で自立していることによって、他者に依存することなく自

主独立の適切な事業活動を持続する」という創業者の経営哲学

は、会社の定款としてボッシュの独自の企業統治(コーポレート・

ガバナンス)、すなわち株主構造に具現化されています。 
そして、ロバート・ボッシュが偉大といわれる理由は、創業者

一族による同族経営(オーナー企業)の道をとらなかったこと、

経営の最高機関がその時代時代の最高経営責任者としてふ

さわしい人物を選び出し、かつ財務上の独立性の確保によっ

て、経営者が長期戦略のもとに事業運営に専念するという環

境を作って亡くなった事であり、その後継者がその意思を頑な

に今も受け継いていることです。 
 

 

 

ボッシュ社をInterviewして 

ボッシュは日本にない経営形態を持っている。 

1、資本(株主)と経営(事業機能の決定権限)が完全に分離してい

ることです。創業者の経営哲学は定款としてボッシュの企業統

治に具現化し、遺言書として残している。 

2、ボッシュ工業信託合資会社はボッシュが毎年7～8％の利益を

生み出し続けるため、その時代で最適な経営者を選び、また監視

・監督を行なうなど、経営における意志決定の最高機関で、目的

を達成するためには、犠牲を恐れてはならない。(遺言書に) 

3、ボッシュ財団は純利益の2.5％を社会活動の運営基金として

創業者が残した社訓を実現のため、多岐にわたり社会奉仕活動

を行い、社会に還元していることです。 

4、日本の創業者。松下幸之助、井深大・・・など創業当時、日

本のトップ企業が、創業者の遺言を継承できず、ものを言う株

主など、何時倒れるかもわからない企業が多い中で、ボッシュ

は創業者が残した理念のもとに成長しつづけている。 

 

創業者ロバート・ボッシュが遺言書に残した理念と遺志を、

後継最高経営者が何代にもわたり守り、優良会社として発展し

続けるボッシュの経営には驚嘆するばかりである。 

 

Interviewer  半導体産業人協会  相原 孝 
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●日本経済復活、長期株価上昇の入口に立った 
日銀の新金融政策は、大成功し不当な株安、不動産

安、円高を大転換、2 年後には 2%インフレが視野に入
るだろう。黒田新日銀総裁に主導された金融緩和は日

本経済史における大きな画期となるだろう。何故なら諸

悪の根源は異常円高と株・不動産の過剰値下がりであ

り、それは完全に金融政策の射程の中にあるからであ

る。単純に考えて、貨幣供給が 2 倍に増えるのだから、
供給量が不変の株価、地価は 2 倍となり、円は(相手国
通貨供給が不変なら)2 分の 1 になる。まるで市場にバ
ズーカ砲を打ち込むように新金融政策が資産市場と為

替市場に絶大な衝撃を与え続ける。「間違っていた株

価・不動産価格、円」の是正がおきれば、日本経済を巡

る風景が一変する。現在 1.3 倍の PBR が世界平均の
1.9 倍までは上昇すると考えれば、日経平均株価は
18,000～20,000 円を目指すことになる。同様に世界で
最も割安であった不動産価格も高騰するだろう。それは

控えめに見積もっても今後数年間で、年間 GDP と同額
の500兆円以上の資産効果(株と不動産のキャピタルゲ
イン)を日本にもたらすだろう。日経平均は年末 16,000
円、2年後 20,000円、1年後 1ドル=105～120円が視
野に入ってきた。不動産関連をはじめとして投資と銀行

貸出も増加、2014 年から 3%程度の賃金上昇も始まる
公算が大きい。消費税増税前の駆け込みもあり消費・投

資は 2014 年にかけて大きく増加しよう。ただし資産価
格急騰自体が追加的購買力を生むのであるから貯蓄

余剰の解消は緩慢となり、長期金利は2014年から上昇
するものの 1.0%止まりであろう。今後の日本を二段階で
考えるべきだろう。先ずアベノミクスで円高デフレ脱却、

その先の改革で世界の経済大国日本復活へ、である。

日本の成長分野である医療、教育、農業は既得権益の

巣窟、それらを規制緩和自由化し、競争を導入し、資源

を誘導しなければならない。また移民法の改正、女性の

機会均等等の開かれた社会への変革も必須である。

TPP 参加を梃子とした構造改革、社会保障と労働の規
制改革推進が実現できれば日本は再度世界に冠たる、

高生産性経済大国になるであろう。第一段階だけでも

日経平均は 20,000円、第二段階が進展すれば日経平

均は 30,000円から 40,000円への展望が開けていくだ
ろう。 

 
●米国復活によって悲観論破綻、日本株・土地の異常

割安さも正当化出来なくなった 
「そんなうまい話があるはずはない。輪転機を回しさえ

すれば全てが解決する。錬金術である、呪文にかかっ

ている」、そうした懐疑をしり目に、株価は 11月 14日以
降 6 カ月で 8割上昇、5 月後半以降ピークから 2 割下
落したものの、依然昨年底値比 6割の高水準にある。ド
ル円レートも 78円から 99円まで 3 割弱の円安水準に
ある。これまでの日本人を支配した悲観論、宿命論が現

実によって否定されつつある。 
2009 年以降のリーマンショックによる国際金融危機

からの回復過程で着実にパニック心理が沈静化し、米

国や欧州では正常状態に戻ったのに、日本だけはパニ

ック心理を引きずってきた。いやパニック状態をむしろ正

常とする心理が広く蔓延し、定着した。欧米では危機と

いう異常事態からの回復を目指した政策が展開された。

量的金融緩和という前例のない金融緩和政策により失

われたアニマルスピリットが復元し、市場でのリスクテイク

意欲が完全に復活し、その先に持続的経済成長と長期

繁栄が見えてきた。リーマンショック直後には大恐慌時

以上に上昇した社債のリスクプレミアム(市場が織り込む
倒産確率)は元に戻り、株価は 2009年 3月のボトムから
2 倍を超えて上昇、米国のダウ工業株指数は史上最高
値を更新した。他方アベノミクスが登場する昨年11月前
まで日本株式はリーマンショック後の安値に低迷し、不

動産も下落基調が続いた。この結果日本株式、日本(東
京)の不動産価格は世界主要国の中で最も割安になっ
ていた。日本株のリターンである益回りは 8%と 1%弱の
債券利回りの 8倍となったが、それは歴史的にも国際的
にも前例のない高さであり、日本株式の馬鹿げているほ

どの割安さを示していた。また不動産においても、世界

主要都市の不動産のキャップレート(期待リターン)と債
券利回りの格差、イールドスプレッドを比較すると東京

は世界最高であり不動産の著しい割安さが明白であっ

た。 

円高デフレの終焉と日本の大復活 

株式会社 武者リサーチ 代表  武者 陵司 
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このような悲観の呪文から日本解放したものがアベノ

ミクスと、黒田氏が率いる新生日銀による新次元の金融

緩和政策である。空前のマネー供給により、リスク資産

投資の勧誘を打ち出した。日銀が中立性を放棄し、リス

クテイカー支援に回ったことが如実である。舞台は大転

換したのである。 
それにしても、何故輪転機を回し市場価格を支える

金融政策が効果的なのだろうか。それは「遊んでいる人

と資本を働かせ富と需要を生み出すこと」に有効だから

である。マネー、信用はそもそも経済活動にとって媒

介、潤滑油に過ぎないのだから、結果を出すために自

由に動かせばいいのである。そして出すべき結果とは、

需要創造に尽きる。現在、日本をはじめ先進国が患っ

ている共通の最大の病は、生産性が高まったために、

労働と資本の余剰が空前の規模で発生している点にあ

る。それが大幅な失業の増加と空前の低金利をもたらし

ている。この余剰を活用し新たな需要が創造されれば、

経済は発展し人々の生活水準は向上する。しかし余剰

が遊ばされたままなら、デフレ、超低金利と失業の大発

生となり経済は恐慌に陥る羽目となる。マネーはこの、

遊休資源(人と金)を需要に繋げる役目を持っているの
であり、政策はその目的のために動員されなければなら

ない。超金融緩和に対する評価も、この一点でなされな

ければならない。超金融緩和は「資産所得(=不労所得)
をもたらし非倫理的である」と言う問いは、本筋ではない

のである。 

 
●日本のデフレの原因をつくった金融政策 
失われた 20年とデフレの原因究明なしの、新金融政

策批判のオンパレードである。「金融政策ではデフレは

解決できない」「バブル、ハイパーインフレをもたらす」

「構造改革が必要」等は全て、現状は変えられないとい

う宿命論である。大多数の学者、ジャーナリストそして白

川日銀体制はそうした宿命論の信奉者であった。しかし

日本国民、安倍政権そして黒田日銀新体制はそうした

悲観論が導く暗い現実を拒否したのである。 
それでは日本だけがかかった病「長期デフレ」の 2 大

原因は何であったのか。それは円高と株・不動産の過

剰値下がりであった。為替も資産価格も本来は循環的

なもの、それが 20 年間一方方向に偏り続けたことは日
本だけに起こった特異な現象である。円高と資産価格

下落の相乗効果が世界中で唯一日本においてだけ 20
年近くに及ぶ賃金下落をもたらした。1980 年代までの
円、株価と不動産価格行きすぎであり、その是正は当然

であった。1980 年代末、日本の特異な産業競争力の
高まり、大幅貿易黒字は円の不当な安さを示していた。

また戦後の土地担保金融と過剰貯蓄が自己実現的に

もたらした資産バブルも、どのような理論によっても正当

化できないものであった。つまり 1990 年代前半の円高
と資産価格下落は戦後日本経済の過剰成功がもたらし

た歪みの是正としての正当な意味があった。そしてその

背景には極端に強くなった日本企業の競争力が米国

経済を困難に陥れているという現実があった。今振り返

ってみれば、1980 年までの日本の繁栄は覇権国の国
益を損なうもので、砂上の楼閣だったのである。 
しかしその是正が行き過ぎた。過剰な円高と過剰な

資産価格下落の継続が、相乗効果となって日本企業に

異常な賃金下落圧力をかけ続けた。世界の労働市場は

一物一価、同一労働同一賃金の原則が貫徹しつつあ

る。生産性を上げぬままに賃金を引き上げても、それは

インフレ→通貨安となって逆襲される、つまり世界賃金

に回帰する。 
同様に生産性を上げぬままに通貨高になっても、国

内賃金下落を引き起こし世界賃金に収斂する。過去 20
年間の執拗な円高は国内賃金の下落圧力を定着さ

せ、日本に世界唯一のデフレをもたらした。一般的な通

貨変動は購買力平価と比べてプラス・マイナス 30％程
度の為替変動が限度なのに、円の場合は一時 2倍とい
う異常な評価が与えられた。それによって国際水準に対

して日本企業のコストは 2倍となり、賃金も 2倍となった
ために、企業は雇用削減、非正規雇用へのシフト、海

外移転などを進めた。この結果、労働コストは大きく低

下し、かろうじて競争力を維持できたものの、日本の労

働者の賃金はいわばその犠牲となり、長期にわたって

低下し日本にデフレをもたらしてきたと言える。 
またピーク 1989 年の日本の株式と不動産の合計時

価総額は 3,100 兆円(対 GDP 比 6 倍)に達したが、そ
れが 2011 年には 1,500 兆円(対 GDP 比 3 倍)へと半
減した。この下落は年間平均 80 兆円に達し、それは名
目 GDP の 16%に相当する。この資産価格下落は、直
ちに企業と金融機関の問題資産償却コストや担保価値

下落による信用収縮となり、企業の収益とアニマルスピ

リットを奪った。負の波及効果は金融や不動産など内需

関連業種に連鎖し、企業のコスト引き下げ=賃下げ圧力
を高めた。企業が空前の貯蓄余剰を抱えているのも資

産価格下落に際しての財務バッファーを確保するため

と言う面が強い。この過剰な円高と資産価格下落に金

融政策は決定的に影響を及ぼした。白川氏までの日銀

は「通貨は財務省管轄、資産価格は市場が決定するも

の、であずかり知らぬという態度」を取り続けてきたが、

それは誤りであった。1990 年前後のバブル形成とバブ
ル潰しにおいては、日銀の金融政策は決定的な役割を
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果たし、バブル潰しを指揮した当時の三重野総裁は「平

成の鬼平」とジャーナリズムからの喝さいを浴びた。しか

し日銀が「失われた 20年」後半の過度の資産価格下落
を放置し続けたことは、片手落ちであった。プラスのバ

ブルを潰しながら、マイナスのバブルを容認し続けたの

であるから、市場が極端なリスク回避にとらわれ続けた

のも当然であった。人々は著しく割安の株式(益回り
8%、配当利回り 2%)を避け、ゼロ金利の預金や 1%の
国債に大半の貯蓄を寝かせ続けた。金融市場がリスク

キャピタル提供の場として完全に機能しなくなったので

ある。金融市場の機能不全に日銀の責任は大であっ

た。 
このように見てくると「日銀金融政策の革命的変化」

(ファイナンシャル･タイムズ紙)がいかに有意義か、明白
になるだろう。黒田氏が率いる新日銀はマネタリーベー

スの2年倍増、国債残存期間の3年から７年への延長、
上場投資信託(ETF)の買い増し等により、リスクプレミア
ムの引き下げ、リスク性資産投資の勧誘を打ち出した。

日銀が中立性を放棄し、リスクテイカー支援に回ったこ

とが如実である。舞台は大転換し株高と円安が始まった

のである。 

 
●超金融緩和によるデフレ脱却は、構造改革を推し進

める 
多くの経済学者やエコノミストは「必要なのは構造改

革であって金融緩和ではない。構造が変わらなければ

いくら金融を緩和しても停滞から抜け出せない」と主張

しているがそれは、「長期デフレ」が構造改革を押しとど

めてきたという点を無視している。デフレ終焉はそれ自

体が構造政策なのである。20 年間続いたデフレは、価
格メカニズム(市場価格によって最適資源配分を行う機
能)を麻痺させ、潜在需要が大きな成長分野への資源
配分を阻害した。ハイエクは「恐慌の原因は部門間の相

対価格の歪みによる資源配分不全」としているが、日本

はそれが 20 年近く続いたのである。デフレとは、例える
なら「冷凍保存」のようなもので、変化を止めてしまう働き

を持っている。つまり日本の経済停滞の原因は本来成

長産業であるサービスセクターが、成長できていない点

にあるが、その原因はサービス価格の長期的デフレによ

り、サービス産業が全く儲からなくなってしまったからで

ある。つまりデフレが成長分野への所得配分を阻害して

いるのである。 
それは日本の高度成長期の歴史を振り返ればはっき

り分かる。技術革新と生産性向上によって国民生活は

急速に向上し、都市と農村間、製造業とサービス業間の

所得格差が縮小したが、それは製造業等の高生産性セ

クターが稼いだ所得が、サービス価格インフレ、農産物

価格インフレとなってサービス産業や農業に移転するこ

とによって可能となった。いわゆる「生産性上昇率格差

インフレ」であるが、デフレは生産性上昇率格差を埋め

合わせる所得再配分機能を壊してしまったのである。 
そうした事情は先進国の項目別物価、セクター別雇

用、セクター別賃金推移における日本の特異性に顕著

に表れている。各国の雇用を見ると製造業の雇用減少

は世界共通であるが、非製造業に関しては日本だけが

雇用停滞に陥っている。そしてその原因はサービス価

格のデフレにある。項目別物価推移を各国で比較する

と、衣料品、テレビ等製造業製品価格は各国共通で低

下しているのに、サービス価格は日本だけがデフレ、他

国がサービス価格インフレと著しい相違があることが分

かる。そして賃金を見ると日本だけ過去 15 年にわたっ
て賃金が下落しており、特に非製造業の下落が大きい

ことが明瞭である。つまり世界中で日本だけが『サービス

価格デフレ→サービス産業の収益悪化→賃金下落・雇

用悪化』という悪循環に陥ってきたことが明瞭であると言

うことは、量的金融緩和によって円高が転換し、資産価

格が上昇すれば、今までの悪循環が好循環に転換する

と考えられる。円高と資産効果によって企業に賃金上昇

余力が生まれ、賃上げ傾向が開始される。賃金上昇や

株価・地価値上がりは家計に追加的購買力をもたらす

がその大半は、既に飽和状態にある衣料品やエレクトロ

ニクス製品ではなく医療、教育、娯楽等のサービス分野

にふり向けられ、そこで新たな需要を生む。サービス価

格は上昇に転じサービス部門の賃金も上昇する。つまり

サービス価格デフレの悪循環からサービス価格インフレ

の好循環が起こる、と想定されるのである。 

 
●日本経済復活を支える地政学的要因 
アベノミクス成功の根本的理由として、覇権国米国の

国益が変化している事を指摘しないわけにはいかない。

対中圧力と言う観点から日米同盟を強化したい米国の

国益があると言うことである。米国はアジア最大の民主主

義国である日本経済のデフレによる衰弱を地政学的リス

クと感じ始めている。東日本大震災直後の G7 による協
調介入、アベノミクス登場以降の円急落の容認などは、

地政学的配慮によってもたらされている、と考えられる。 
近代日本の歴史を振り返ると、地政学が経済の盛衰

を規定したことが分かる。なぜ戦後日本経済は 1990 年
まで空前の繁栄を遂げ「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と

評され世界の優等生になったのか、その日本が 1990
年以降異例の長期停滞に陥り世界の落第生になった

のか、を理解するには地政学的観点の導入が不可欠で
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ある。1990 年に起こったことは、日米安全保障条約の
変質である。1990 年までの日米安保はまさに極東の防
共の砦としての役割があった。日本はアジア前線におけ

る不沈空母として、政治・軍事・経済の全てにおいて米

国の世界戦略の要にあり、その様に育てられた。従って

1990年前後のソ連・共産主義世界体制の崩壊により日
米同盟の役割は、一旦は終わった。それにもかかわら

ず日米同盟が存続し続けたが、その戦略的意義は大き

く変質したと考えられる。1990 年初頭、米国では安保
瓶のふた論が語られていた。なぜ米国は巨額のコストを

払って日本に駐留するのかと言う問いに対してその意

義は日本封じ込めにある、と説いたのである。世界第二

位の経済強国となった日本が、再度軍国化し対外膨張

を始めないとも限らない。日本の核武装、軍事大国化を

抑制することがアメリカの軍事戦略上緊要だ、と言うので

ある。 
このように存続するようにしたものの、日米安保の意

義は政治・軍事面では大いに希薄化した。経済におい

ては日米の立場の変化は更に際立っていた。1980 年
代後半から日本経済脅威論がまきおこった。放置すれ

ば日本経済が米国経済・産業を衰退させるという危機

感が米国を捉えた。実際、民生用エレクトロニクス、半導

体、コンピュータ、自動車などの基幹産業において、米

国企業は日本企業に負け続け、雇用にも深刻な影響が

表れていた。金融力を飛躍的に高めた日本企業による

米国の買いあさりも起きた。そこで日本の経済躍進を食

い止め米国の経済優位を維持するというのは、米国の

世界戦略にとっても最重要課題の一つとなった。その論

理は、日本経済は官僚支配・規制・系列・土地本位制

金融などの資本主義とは異質の要素により競争力を強

めておりそれは不公正である、日本の異質な部分を変

えさせ日本企業を米国企業とおなじ土俵で戦わせること

が必要(レベリング・プレイングフィールド)という「日本異
質論」である。そして実際日本に膨大な圧力がかけら

れ、1980年代後半以降日本の経済政策は米国対応に
翻弄され続けた。そして米国の要求を大いに受け入れ

た。日米安保瓶のふた論は米国の対日経済戦略の遂

行に当たって、大きな力となったのである。実際日本に

は市場経済とは相いれない前近代的経済慣行が多く残

っており、それがかえって日本企業の対外競争力を高

めていた。従って分析論としては「日本異質論」は正当

な側面が大きかったが、それを活用した対日圧力は覇

権国家米国の経済利害の貫徹そのものであった。 
1990年以降 20年間の「日本病」と形容される経済停

滞はこの米国の経済圧力によってもたらされた、と言え

る。日本を経済的に封じ込めるプロセスにおいて、決定

的だったのは、異常な円高であった。大幅黒字国の日

本の通貨が強くなるのは、変動相場制のもとでは当然

である。しかし前述のように日本の円高の場合、通貨の

購買力から見て異常であった。日本の労働賃金はその

犠牲となり、長期にわたって緩やかに低下し続け日本に

デフレをもたらしたのである。 
さて 2010 年代に入り、再び日米安保条約を再評価

する必要性が高まっている。1990年代の「日本異質論」
に代わっての「中国異質論」の台頭である。中国は

1980 年代末の日本以上に、近い将来近隣破壊的強さ
を持つことを恐れられている。現在中国の GDP(2009
年、4.8兆ドル)はほぼ日本と同等、米国の 3分の 1であ
るが、このままいけば 10 年以内に米国を凌駕する可能
性が高い。名目成長率を米国5%、中国15%とすれば5
年後に米国 1.27 倍、中国 2 倍、仮に人民元が 5 割切
上げられるとすれば、ほぼ 5 年あまりで名目 GDP 規模
は米国に肉薄することになる。外貨準備はさらに増大し

中国のバインクパワーが他を圧することは間違いない。

中国のそうしたプレゼンスは現在の問題ある市場主義、

民主主義、法治主義、財産権、知的所有権の状況から

すると、世界のかく乱要因になりかねず、覇権国米国が

容認できるものではない。しかも中国の強さは、日本以

上に技術・資本・市場などを海外に依存した成長構造

に起因しており、それはフリーランチの側面が大きい。

中国を抑制し自己変革の圧力をかけ続けるためには、

その隣国の日本のプレゼンスの高まりがバランス上求め

られることである。長期経済停滞により日本人が資本主

義や市場経済に対する信頼を失い、漂流し始めれば、

東アジアは大きく不安定化する。ここは日本経済の浮上

が、覇権国米国にとっても緊要となってくる場面である。

アーミテージ元米国国務副長官やジョセフ・ナイハーバ

ード大教授などの米戦略論のオピニオンリーダーは、日

本のプレゼンスの低下、二級国への陥落を真剣に危惧

している。それはペナルティーとしての異常な円高が再

現する可能性を一段と低くするものである。今や 1980
年代半ばから 2000 年前後まで、世界の貿易黒字を一
手に集め、強大な競争力を誇ってきた日本のプレゼン

スは大きく低下している。2012 年日本は原発稼働停止
による化石燃料の輸入増もあり 6 兆円の大幅貿易赤字
に転落した。所得収支の黒字により経常収支では黒字

が維持されているものの、世界の経常黒字順位では日

本は中国、ドイツ、主要石油輸出国に追随する立場とな

っている。日本封じ込めを目的とした 1990 年以降の安
保瓶のふた論の時代は終わりつつあると言える。 
以上が「日本にしみついた円高デフレ」を終わらせる

決定的要因となるはずである。 
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アベノミクス効果でミニバブルの様相を呈している株式市場

であるが、明確に製造業復活の強い足音は聞こえてこない。

政府は異次元の金融緩和を実行したとしており、確かに百貨

店、外食産業、専門店などの売り上げは上昇している。しか

し、一番重要な国内企業の設備投資急拡大という気運はなか

なかみなぎってこない。医療産業で言えば、300 億円を投じる

テルモの山口新工場、オリンパスの 200 億円を投じる国内 3
工場の増強などはあぶりだされるように出てきた。また、自動

車業界の設備投資は確実に拡大しており、ダイハツなどの中

堅メーカーにおいては前年に対し40～50％増という会社も続

出している。ところが、設備投資の大きな一翼をになう電機産

業に力がない。世界的な IT の成熟化もあるが、何といっても

韓国、台湾、中国などのアジア勢にやられまくり、家電品、パ

ソコンをはじめとする IT機器は瀕死の重傷なのだ。もちろん、

ニッポン半導体にも勢いがない。 
筆者はこうした情勢下をにらみながらも、中長期的には世界

の半導体産業は現状の 25兆円から40兆円マーケットに拡大

するのは確実だと見ている。IT が踊り場を迎えたとしても医

療、環境、自動車、エネルギー関連、航空産業などの成長産

業が半導体需要を大きく押し上げると見ているからだ。 

 

＊世界半導体ランキングはファブレス時代突入をあらわす 

 
IHSグローバル㈱による2012年の世界半導体市場マーケ

ットシェアランキングを見れば、様々なことが浮かび上がってく

る。トップ20の顔ぶれを見て、日本勢はわずかに2社、それも

東芝5 位、ルネサス 6 位とメダルにも届かない有様を嘆く人は

多いだろう。筆者が半導体記者として何とかやっていける、と

感じたころ、すなわち 80 年代後半のことであるが、この世界ラ

ンキングでは常にNEC、日立、東芝の3社が金銀銅を独占し

ていた。 
「インテル、サムスンにかなわないのは仕方がない。それに

しても成り上がりベンチャーのクアルコムに 3 位を奪われると

は情けない。どうにかならんのかね、泉谷クン。」 
80～90 年代に活躍した大手半導体メーカーの元幹部が眼

をつりあげて筆者に吠えた言葉である。「そんなこといわれて

も、どうにもならねぇ」と心のうちにつぶやいたが、IT 時代の変

化が、そのままランキングにあらわれるのだから、受け止める

しかないのだ。つまりは、スマートフォン、タブレット端末全盛

の現状にあっては、この専用チップに特化するクアルコム、ブ

ロードコムが圧勝するのは当然の帰結なのだ。 
それにしても、トップ 20 の増減率をみて驚くことは、クアル

コム＋27.2％、ブロードコム＋9.5％、NXP＋6.9％、エヌビデ

ィア＋8.7％、メディアテック＋4.9％となっており、何とファブ

を持たないベンチャー企業がすべてプラス成長になっている

ことだ。彼らは製品企画/開発/回路設計に特化し、製造はす

べて TSMC、サムスンなどのファンドリーを利用している。垂

直統合とはことなる国際分業型の典型的なカンパニーたちで

あり、この時代にマッチしたビジネス展開で勝利している。クア

ルコムは、日本円でいえば 1 兆円企業であり、ブロードコムも

6000 億円以上の売り上げをあげており、もはやベンチャー企

業とは呼べないほどのスケールになっている。 
垂直統合型、つまりは企画～設計～製造を一気通貫で行う

企業でプラス成長を遂げたのは、2012 年に限っては何とサム

スンとソニーの 2 社しかない。全半導体メーカートータルで

2012 年のセールスはマイナス 2.3％であり、明らかに不況の

年であるのに、ファブレスベンチャーだけは元気であり、しっ

かり利益を出し、売り上げも伸ばし続けている。 
ファブレスベンチャーの有利さは、様々に上げることができ

る。まずは、開発と設計特化であるからして、ほとんどといって

よいほど営業部門がいらない。また、事務系といわれる分野も

非常に少ない。必要なチップだけをファンドリーに頼むのであ

㈱産業タイムズ社 代表取締役社長  泉谷 渉
 

世界半導体産業は2030 年に40 兆円の巨大市場を築く 

～しかして IT は成熟化、日本勢の未来戦略は明確に見えてこない 
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るから、余分な固定費はいっさいかかえるリスクを持たない。 
そしてまた、有能なエンジニアのみで少数精鋭を武器に立

ち上げてゆくのだから、開発スピードも製品投入スピードも早

く、他社の追随を許さない。何よりも、IT の流れ、技術の流れ

を見て適切な製品企画を行えることで、「オンリーワンチップ」

をつくることができる。こうしたビジネスモデルに対し、日本勢

はまったく歯が立たなくなってきた。 
「それなら、日本においてもファブレスベンチャーを多く創

出するモデルをつくれば良いじゃないか」とおっしゃる向きが

多い。ちなみに筆者は、こうしたファブレスベンチャーを多く

擁する日本半導体ベンチャー協会(JASVA)の会長をつとめ

ているが、この数年間、これといった気鋭のベンチャーはあま

り登場していないのが現状だ。なにしろ、大手企業から有能な

人がスピンアウトしてこないわけであり、ベンチャー活躍とはほ

ど遠いというのが日本の有様なのだ。 

 
＊存在感の薄いニッポン半導体の設備投資は5000億円にも

届かず 
半導体産業新聞によれば、世界ベースでの2013年の半導

体設備投資は、前年比ほぼ横ばいの 517 億ドルになる、とし

ている。IT 市場の伸び悩みを反映して一時期は前年比 20～

30％のマイナス成長が予想されていたが、いまのところは大

きくぶれることはないとの見通しなのだ。 
「半導体設備投資はかつて世界経済を引っ張る大きな要因

であった。毎年の投資計画が発表されると、これにかかわる製

造装置メーカーや材料メーカーの株価が良くも悪くも大きく変

動したものだ。しかしながら、ここにきてそのインパクトは薄れ

てきた。かつては、高成長を当て込んで各社とも積極投資を

行い、全半導体生産額の 20～25％を投資するということもよく

あった。しかし、最近では 15％強の水準が続いているわけで

あり、向こう 5 年間についても 500 億ドル前後の投資にとどま

ると見られている。」 ため息をついてこう語るのは、半導体業

界では著名なアナリストである。確かに、半導体投資の巨大化

は多くのベンチャー企業を生み出し、製造装置メーカーの飛

躍的な売り上げ増に寄与し、また半導体材料メーカーの研究

開発を加速する要因となっていった。しかしそれも、今は昔物

語かもしれない。材料メーカーにあっても開発費を削られてい

ることから、エンジニアの顔色は決して明るくない。 
2013 年の半導体設備投資が、市況不透明の中でなんとか

前年比横ばいにとどまっているのはインテル、サムスン、

TSMC のビッグスリーが投資水準を落としていないからだ。何

しろ、世界のすべての半導体企業の設備投資のうち、62％を

このビッグスリーで占めてしまうほどの寡占化が進んでいる。 
台湾 TSMC の 2013 年半導体設備投資は前年比 8.4％増

となる90億ドルを計画している。中心は20ナノおよび28ナノ

世代の増強投資となる。特に High－k メタルゲートの比率を

飛躍的に高めていくと見られている。何しろ、世界半導体売り

上げランキングで 3 位のクアルコム、9 位のブロードコム、さら

にはエヌヴィディアやメディアテックなどのファブレス半導体メ

ーカーが飛躍的に伸びている以上、この受け皿となるファンド

リーには強い追い風が吹いている。ファンドリーの主役は言う

までもなくTSMCであり、主力顧客のクアルコムに加え、2014
年からは新たにアップルが加わってくる。 

世界チャンピオンのインテルはパソコン市場が低迷を続け

ているにもかかわらず、前年並みの 130 億ドル前後を投入す

るとしている。14 ナノ世代への微細化投資でコストを下げたい

考えだ。また、450 ミリウエハーや 3 次元立体構造トランジスタ

への移行も予想されるが、まだまだ大型の装置発注には時間

がかかるだろう。 

 
サムスンはいまやアップルを抜いてケータイ、スマホのチャ

ンピオンを目指すというだけに、モバイル向けのロジック、さら

には NAND フラッシュメモリー、DRAM などの投資に手を抜

くことはできない。今のところは、100 億ドル強の投資で前年

並みを投入する構えといわれている。 
「日本メーカーの半導体設備投資は、かつて世界を揺るが

すほどであったが、いまや全 32 社を合わせても 5000 億円も

切ってくるという状況だ。ほんの数年前までは少なくとも1兆円

以上の水準は維持していた。エルピーダメモリが経営破たん

し、ルネサスやシャープも経営危機という状況では、投資拡大

を期待できるメーカーは東芝とソニーぐらいしかない。情けな

い、とはこのことだ。」 
前記のアナリストが怒りと泣きを混ぜ合わせたような顔つき

で、吐き出すようにいった言葉である。日本企業全体として

は、ファブライトの方向に向かっているだけに、台湾やアメリカ

のシリコンファンドリーに対する依存度はますます強まってく

る。それゆえに、半導体設備投資が拡大してくる機運は今のと

ころまったく見られない。 
調べものがあって、10年前に執筆した著書をひっくり返して

いたら、パソコン市場の記述があり、そのあまりの進展の早さ

に改めて驚かされてしまった。今から 10 年前の 2003 年の時
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点においては、パソコンの全出荷台数は、まだ1億3000万台

であった。ところが、その 5 年後の 2008 年のリーマンショック

時には3億台を突破し、2010年にはほぼ4億までふくれ上が

ったのだ。これをピークに下降し、2013 年は下手をすれば 3
億台強くらいの水準になってしまうだろう。 

いうまでもなく、半導体アプリの出口としては、パソコンはい

まだに最大の存在であり、全アプリの 30％以上を占めてい

る。多分、90 年代にあっては 40％以上がパソコンという状況

であったと記憶している。2000 年の IT バブル崩壊から 2008
年ごろまで、半導体産業は 3～4 年ごとに繰り返す好不況の

波、すなわちシリコンサイクルが消滅したといわれたことがあ

った。しかし思い返してみれば、何のことはない、パソコンが

爆発的に伸び続けた数年間は、半導体のシリコンサイクル消

滅の時期と重ね合わさっていただけなのだ。 
パソコンはやはり、半導体テクノロジーの進展を大きく支え

たアプリであった。今やナノレベルの下のほうに突入した微細

回路線幅、200 ミリから 300 ミリ、そしていよいよ 450 ミリという

ウエハー大口径化などは巨大な開発投資、設備投資を呼び

込み、半導体産業の高成長につながっていた。しかし、それ

も最終出口であるパソコン成長の原動力があったからこそでき

たことなのだ。パソコンは 2011 年～2012 年にかけて 11 年ぶ

りというマイナス成長に転落し、今後も高い伸びが期待できな

いという。しかして、それは当たり前のことであり、パソコンを購

入できる購買力人口は 20 数億人であり、今やほとんど行き渡

ってしまった以上、買いかえ需要を中心とするマーケットにな

ってしまったからだ。 
さよう、まことにパソコンはあまりにも早く技術が進展し、量産

効果によるコストダウンともあいまって一気に、またたく間に、

すなわちほんの数年間で 3 倍にふくれ上がり成長を止めてし

まった。これに連動する半導体産業もまた 20 兆～25 兆円の

間をうろうろするばかりで、あのカリスマ成長力は失われてしま

った。もし、パソコンの市場拡大がもっとゆっくりなら、すなわ

ちプライスを下げる技術進化がもっとゆっくりであったのなら

ば、今日のような急失速による多くの悲劇(会社倒産、事務所

閉鎖・統合、大量の人員整理、大幅な賃金引き下げ)は起こら

なかったのではないかと思えてならない。ほんの十数年前

は、パソコンの平均単価は 20 万円以上だったのに、今や最

先端品でも5万～6万円で買える。これでは、もうからない。そ

してまた、半導体などの部材メーカーは、もっとさらにもうから

ない。 

 
＊140兆円の医療産業市場を筆頭に、新アプリ拡大で半導体

産業はもう一度伸びてくる 
半導体産業の将来性に対して赤ランプが灯り始めたと指摘

する人が多い。赤ランプはともかく黄色ランプぐらいの領域に

はあるだろう、として成長性を危ぶむ声も出てきている。 
確かに現在の世界の半導体市場は 25 兆円で、この 7～8

年間アップダウンはあるものの、ほとんど止まったままだといっ

てもいいかもしれない。 
何しろ半導体の出口であるアプリケーションを見れば、その

90％が IT 分野であるのだ。しかして筆者が度々指摘するよう

に、IT ハードの 3大主役であるパソコン、携帯電話、液晶テレ

ビはいずれも成熟化が著しい。IT全体もまた120兆円前後で

この数年間止まったままであるといえるだろう。 
確かに、スマートフォンのような爆発的な売れ行きを示す製

品も出てきた。スマホは 2011 年で 5 億台、2012 年は推定 6
億5000万台、2013年については8億台まで拡大すると予想

される。これだけを見れば、画期的な IT 製品が出てきている

ではないか、とおっしゃる向きもある。 
しかしてスマホとは何だろうか。それはパソコンであり、デジ

カメであり、もちろん携帯電話であり、はたまたテレビでもある

のだ。つまりは複合化機能商品であり、まったく新たな分野を

切り開いたものではない。それゆえに、筆者の解釈ではスマ

ホは、既存の IT の主役を食っているだけだと思えるのだ。で

あるがゆえに、当面はすごい伸びを見せても、いずれはサチ

って来るだろう。 
講演などにおいても筆者は、度々IT のカリスマ成長神話は

終わっていると指摘している。しかして、誤解しては頂きたくは

ない。IT がサチっても、決して半導体が止まった、とはいって

いないのだ。 
トランジスタ誕生に始まる半導体の歴史は、常に新規分野

を切り開く心臓部分の開発、という歴史であった。半導体は新

産業革命を起こす核弾頭であったわけであり、今後もその位

置は変わらない。たとえば、液晶は CRT を置き換えただけで

あり、太陽電池は石油などの既存エネルギーを置き換えてい

くだけだ。ところが半導体は、新しい成長分野を切り開く夢の

扉であり、何かを置き換えるという以上にこれまでにはないも

のを作り出す、という力を持っている。 
IT 以外のアプリでいえば、まず巨大化する医療産業が上

げられるだろう。この分野は10年後にも ITを上回る140兆円

の巨大市場を築くことは確実であり、デバイスと装置の両分野

で半導体技術が貢献している。iPS 細胞による再生医療、不

治の病といわれてきたガンを克服する各種の装置、さらには
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カプセル内視鏡など半導体技術を応用した製品開発は急ピッ

チで進められていくだろう。 
環境/エネルギーの分野においても、半導体の拡大現象は

続くだろう。太陽光や風力、地熱などの再生可能新エネルギ

ーには大量のパワー半導体 IGBT が採用されることは間違い

ない。また、米国発のシェールガス革命は火力発電の復活を

意味することになるが、この分野においても高耐圧デバイス、

システム LSI、マイコン、さらには各種ディスクリートが大活躍

するのだ。送電網の再配備が進み、スマートグリッド社会が到

来することで、各種の無線通信半導体がどうしても必要にな

る。また、次世代電力網はクラウドコンピューティングであり、

そのサーバーにはフラッシュメモリーが大量採用との見方が

強まっている。 
次世代環境車の世界においても半導体需要は増えてい

る。すでに4つのタイヤの気圧をマイコンコントロールするとい

う技術は採用が進んでいる。これに加えて突然衝突防止シス

テムを搭載しない車は作ってはならない、という法規制がかか

ってくるだろう。そうなれば、1 台の車に大量の CMOS センサ

ーが使われることになるのだ。もちろんハイブリッド車やEV等

の分野ではIGBTの開発が急加速してくるわけであり、SiCや

GaN を用いた新型パワー半導体が飛躍の時を迎えるだろう。 
筆者は2030年代には半導体産業は現状の25兆円から40

兆円に跳ね上がると見通している。しかして、40 兆円の中身

を類推すれば、おそらく IT 分野は 60～70％まで比率が下が

ってくるだろう。残る比率はやはり医療、環境エネルギー、次

世代環境車をコアとする新アプリが形成していくだろう。そして

また、忘れてならないのは将来的に 300 兆円の巨大市場を構

築するといわれる宇宙航空産業の幕開けが期待できるわけで

あり、リニアなどの次世代高速鉄道、ヒューマニクスロボット、

街角のデジタルサイネージなど半導体搭載が期待できる分野

はまだまだ数多い。 

 
＊産業競争力会議の重点分野に IT、半

導体がないという現状 

 
さて、安倍首相自らが議長を務めるか

たちで立ち上げた産業競争力会議の成

長戦略には多くの注目が集まった。安倍

首相がまず成長戦略の柱として取り上げ

たのは、「女性」と「医療」であり、また多く

の規制緩和を断行し、新エネルギー、次

世代インフラ、次世代農業などを後押し

することも明言した。一部制限つきであ

るがネットによる大衆薬販売などもスター

トすることになり、はっきりと前進する具

体策が出てきた。 
ところが問題は、この競争力会議の重

点 4 分野に IT はひとつも入っていない

ということだ。ニッポンのお家芸であった

家電産業をはじめ、半導体、液晶などの

IT における日本勢の後退が続いているだけに、この巻き返し

に国も一役を買ってほしいという声も多いが、残念ながら安倍

政権はこれを最重要とは考えていないようだ。 
確かに、かつて世界の頂点に君臨をした半導体産業は、世

界 2 位(シェア 16％)を保持しているとはいえ米国に大差をつ

けられ、韓国・台湾などアジア勢の急追を受けている状況だ。 
エルピーダメモリは経営破たんしてマイクロンに買収され、

多くの半導体メーカーが苦戦を強いられ設備投資も低調。し

かし一方で、CMOS センサーではソニーが世界首位に立ち、

今後の大型投資実行でウエハー能力倍増の 12 万枚を計画

し、さらなるシェア拡大を狙っている。 
また、環境エネルギーや家電の分野で活躍するパワー半

導体の IGBT においても三菱電機、富士電機などの日本勢

が世界シェアの 75％を押さえている。LED では日亜化学工

業が世界トップを走り、車載マイコンではルネサスが世界トッ

プのシェア 40％を保有、東芝は NAND フラッシュメモリーで

サムスンとトップ争いを演じるだけでなく、次世代メモリーの

MRAM においても世界最先行の量産技術を確立している。

ニッポン半導体はこうした個別の戦いぶりを見れば、決して負

けてはいないのだ。 
しかして、最大の問題点は日本勢の個別の強みが有機的

に結合されることなくバラバラになっているため、大きな戦い

の勢力を結集できないことにある。また、日本全体の成長戦略

の将来像は全く描けておらず、どの方向に向かっていくという

ロードマップも示されていない。今こそ、IT/半導体にかかわる

多くの団体・企業はそのもてる力を結集し、「ニッポンの明日に

賭ける夢」を徹底議論し、具体的なプロジェクトを立ちあげて

いくべきなのだ。 
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1、ファブレスの興隆と日本の半導体産業 

ロジックデバイスビジネスでは「ファブレス＆ファンドリー」 

モデルが伸長している。2012年半導体売上のベスト 20に

はQualcomm、Broadcom、Nvidia のファブレス3社がラ

ンクインしている。ファブレスは世界に150社以上、 日本に

は数社が存在するが、外国のファブレスに比べ日本のファ

ブレスベンチャーは成長が遅く、日本製ロジックデバイスの

シェア低下の一大要因と考えることができる。「ファブレス＆

ファンドリー」 モデルは更に伸長していくと考えられ、日本

のファブレス半導体ベンチャーが成功するための提言がで

きれば日本半導体産業発展の一助となるものと思われる。 

 

2、ファブレスの成功要因 

ファブレスとして成功している会社は、単に「ファブを持た

ない半導体企業」ではない。ファブレスのトップ企業である

Qualcomm は、携帯電話における高品質無線通信技術

（CDMA）を開発し、そのチップ (ASSP：Application 

Specific Standard Product)はほぼ独占に近いマーケット

シェアを保持している。他社の例からも、ファブレスとして成

功するためには、Global Standard になり得る商品企画力

を持つこと、独自のコア技術を有すること、自社のブランドを

持つことが必要である。いわゆるデザインハウスとは全く異

なる存在である。 

 

3、日本におけるファブレスモデル 

IDM がファブを廃止してファブレスとなっても(固定費を

削減しても)、ファブレスとしての成功が保証されることはな

い。ファブレスとして成功するための商品企画力と上流設計

技術の獲得には、従来の半導体とそのユーザーの二人三

脚が必須である。そのような人材は日本にも存在するが、多

くは大手企業に属し、また会社間・部門間で分かれていて

流動性が極めて低い。どのようにすればこの二人三脚を実

現できるであろうか？ 

 

4、日本のファブレスが狙うべきマーケットは？ 

現在の半導体産業を推進しているアプリケーションは、ス

マートフォンとタブレット PC が圧倒的で、他のマーケットと

は大差がある。この分野では日本企業は大きく遅れていて、

この分野で逆転を図るか、または現在はニッチであるが将

来伸びる分野にかけるか、選択を迫られる。日本のファブレ

スが狙う分野は何であろうか？ 

 

5、起業マインドとベンチャーキャピタル 

日本では半導体のようなリスキーな分野ではベンチャー

が育ちにくい風土がある。まず業界にベンチャースピリット

(起業マインド)を持った人材が少ない。日本でもゲーム、IT、

ソフトの業界では若い人が起業する例も多いが、半導体で

ベンチャーを起こしているのは 40～50 代の人が多い。若

い世代では安定を求める気持ちが強いようだ。失敗した場

合の個人負担の重さのリスクが高いこともネックになってい

る。また顧客となる日本企業が「実績主義」のため、ベンチ

ャー企業にとって参入ハードルが高いとの事情もある。 

また日本のベンチャーキャピタル(VC)は、米国に比べ、

投資金額・回収期間・経営寄与の点でサポートが弱いようだ。

米国ではベンチャーの技術力、将来性などを見極める力を

持つVCが多数存在し、「10のプロジェクトの中から 1つが

成功すれば良い」という考え方で経営されているが、日本の

VC は投資に対する安全性と担保力を中心に考え、思い切

った投資がなされにくいようだ。 

 

6、今後の議論と会員へのお願い 

日本でファブレスベンチャーが育つためには、若い人が

魅力を感じるような成功モデルを明示することが必要と思わ

れる。今後、海外ファブレスの成功要因分析、日本のファブ

レスの現状分析、日米ベンチャーキャピタル及び起業リスク

の比較、等につき調査を進める。また会員及び有識者のご

意見も頂いたうえで、日本でファブレスが成功するための提

言につなげていく予定である。会員各位から積極的なご意

見を頂くことを期待する。 

 

本テーマに関するご意見を、 

論説委員会 ronsetｓu@ssis.or.jp までお寄せください 

 

論説委員 ： 井入正博(委員長)、 

市山壽雄、釜原紘一、川端章夫、 

溝上祐夫(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー )、和田俊男(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー ) 

☆ 委員会報告 ☆ 
日本のファブレスは成功するか？(1) 

論説委員会  委員長  井入正博 
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【はじめに】 

今春は福岡市近郊の 先端有機光エレクトロニク

スと三次元半導体の研究センター・ミニマルファブ装

置開発メーカの見学会＆講演会を行い及びゴルフ大

会も併催した。 
4/22、23、24の3日間17名と多数のご参加を頂き

開催した。 
 

【見学会：4/22午後  

最先端有機光エレクトロニクス研究センター】 

2011 年 8 月九大伊都キャ

ンパスに OPERA( 先端有

機光エレクトロニクス研究セ

ンター)が竣工した。 
FIRST※： 先端研究開

発支援プログラムとして“第

三世代有機 EL 素子の創

製”を安達千波矢センター長

のもと目指している。山本研

究特別支援室長代理にご説

明を頂いた。 
第三世代とはこれまでの蛍光 EL、リン光 EL を超

える第三の EL として、世界初の新しい高効率発光

材料で現在 も高効率なリン光 EL は、貴金属のイリ

ジウムを使う材料となっています。新しい第 3 の発光

メ カ ニ ズ ム で あ る TADF(Thermally Activated 
Delayed Fluorescence)での高効率なイリジウムフリ

ーの有機発光材料(Hyperfluorescence)を見つける

ことができた。戦略的な知的財産権の取得を進め、

日本の大きな財産にすると共に有機光エレクトロニク

スを次世代の日本の産業の核に育てていきたい。 

 
福岡県は有機光エレクトロニクス分野の産業化を

推進するため、実用化開発センター(ｱｲ・ｷｭｰﾌﾞ・ｵﾍﾟ

ﾗ※)を開所した。九大の安達教授が開発中の第三世

代発光材料を活かし産業界への綱渡しを行う。 
(株)ジャパンディスプレイ※は OPERA(Center for 

Organic Photonics and Electronics ResArch)の
プロジェクトに参画した。また、有機 EL ディスプレイ

の量産化に向けて、石川工場内に少量生産のパイロ

ットラインを敷設し 2014 年春に稼働する予定。 
ディスプレイの量産化では韓国勢に先行されてお

り、これらの動向に注目。OPERAで日夜研究開発に

取り組む若手技術者の成果に期待したい。 

【講演会：(株) イー・エル・テクノ※ 

有機ＥＬ照明、製品説明・デモ】 
有機 EL 照明ベンチャー

の(株)イー・エル・テクノ社の

豆野和延代表取締役にご講

演を頂いた。 
有機EL照明は、「薄型」「高

演色」「低消費電力」という特

徴を持ち、LED照明とともに

次世代を担う照明として注目さ

れている。当面は有機EL照明

の特長を活かせる分野に特化するとのこと。 
たんぽぽを埋め込んだアクリ

ル樹脂ランプをご紹介頂いた。

綿毛ひとつひとつがピンと伸び、

やわらかな光が醸し出す様は

オブジェとしても素晴らしいと驚

嘆の声が湧いた。新事業が成

功す

る よ

うに願ってやまない。 
 
【見学会：４/２３午前  

三次元半導体研究セン
ター】※ 

2011 年 3 月糸島市に

三次元センターが竣工し

た。 

  2013年春季工場見学会報告 

有機EL 三次元半導体 ミニマルファブ （福岡）  

九州地区委員長   荒巻和之 

山本室長代理 

豆野講師 

たんぽぽ照明 

野北副センター長 
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三次元実装技術は今後の先端モバイル機器では 
鍵となる技術です。厨主幹に本センター概要をご説

明頂いた。本センターは、三次元実装の研究開発を

産学官で連携して行う施設で、三次元実装技術の中

でも、プリント基板内部に能動素子、受動素子を内蔵

して三次元に配線する部品内蔵基板の設計から製造、

試験、評価・解析が量産レベルで行える施設です。通

常のプリント基板製造ラインに加え、基板内部に部品

を搭載する実装装置、接続信頼性を評価するための

高温高湿振動試験装置などを備えています。また、8
イ ン チ の シ リ コ ン ウ ェ ハ ラ イ ン が あ り 、 評 価 用 の

TEG(test element group)チップ開発が可能です。

更に、シリコン貫通電極(through silicon via：TSV)
を用いたチップの三次元積層やプリント基板の替わり

にシリコン基板を用いるシリコンインターポーザの開発

も可能です。野北副センター長に施設の見学と製造

技術をご説明頂いた。一方、ASET(超先端電子技術

開発機構)では2008年から2012年まで三次元集積化

プロジェクトを民間コンソーシアム(10社)で行っていま

す。 

半導 体微 細化の 鍵を 握る次世 代 露光 装置の

EUVE(Extreme Ultra Violet Lithography：

極 端 紫 外 光 リソグラフィ)の量 産 用 は少 なくともあ

と数年かかり、「光源の出力増大」が 大の課題

であるとのこと。微細化がスローダウンしても高集積

化は止まらない。それは先端モバイル機器からの

“LSIの高性能化とチップの軽薄短小化”を要求する

圧力が大きいからである。今後、TSVによる三次元

LSIが高集積化を牽引し、付加価値の源泉は前工程

だけではなく三次元積層工程も加わる。これは日本半

導体産業の復権のチャンスである。 
本センターの活用成果に期待するところ大である。 

 
【講演会：ミニマルファブ・3DIC 実装開発】 

ミニマルファブによる 3DIC 実装システムの実現を

目指すプロジェクトの井上氏にご講演を頂いた。 

講師は産総研九州で九州

産学官連携センターのイノベ

ーションコーディネータ、更

に弊協会員です。 新メガフ

ァブは多額の投資が必要で

大規模な生産を行うメーカは

数社となった。設備投資を 
1/1000 とし多品種少量生産

ビジネスを成立させるのがミ

ニマルファブ構想です。 
産総研の調査によると半導体世界市場 20 兆円中

10 兆円は年間百万個以下であり、100 個程度までリ

ーズナブルな価格で提供可能とされる。ミニマルファ

ブはハーフインチウェハを使用するが現行ウェハも積

層出来る。異種機能チップの集積が可能となる。医

療、環境、自動車・センサーなどの成長分野に利用

が期待される。微細化が緩い MEMS からの製造開

始が見込まれている。現在、日本のみが実現できる

本システムの開発が完了し、世界標準となるようプロ

ジェクト関係者のご奮闘を期待したい。 
 

【見学会：４/２３午後 (株)ピーエムティー】※ 

ミニマルファブの露光装置

を開発している(株)ピーエム

ティー社を訪問した。 
京谷忠幸代表取締役から

会社概要をご説明頂いた。 
設立は 1991 年、創業 22

年の若い企業で売上は 31
億円でさらに増収を計画して

おり、社員数は 130 名です。

ピ－エムティー社のコアコン

ピタンスは 3 つあり、 
1)企動力®／オープンイノベーション 
2)超精密軸制御技術 
3)環境事業 

です。 
1)人を結び、技術を磨き、ビジネスを創る。大学・

学会、産総研などの公立研究機関から技術を習得し

た。また、国内外企業とのアライアンスや産学官連携

を行った。 
2)ナノ領域でのシステム構築力を高めた。超精密

加工(セラミック、金属)から超精密スライド X-Y ステー

ジへ、そしてシステム製品を開発した。 
次に精機部研究開発の入田亮一グループリーダ

ーから露光装置技術のご説明を頂いた。既にマスク

レス露光装置は製品化されており、これを小型化して

三次元センター 

京谷社長 

井上講師 
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ミニマルファブの標準規格の筐体に収める。大きな特

長はマスクレスのため、高額なフォトマスクが不要で、

製作に要する期間を短縮できる。これは米国 TI 社の

DMD(Digital MirrorDevice)を利用したマスクレス・

プロジェクション技術です。汎用 CAD で設計した描

画データをウェハに直接描画を行います。光源には

LED(波長 365nm)を採用しています。その為、水銀

ランプを使った装置のように光源の寿命の心配が無く

なりますので、装置のダウンタイムやランプ交換のコ

ストを極限まで圧縮出来ます。 
また、描画 少寸法は 0.5μm で描画速度は 150

㎜２/min の性能を有しております。 
１)nm オーダーの分解能で制御

するステージシステム  
2)サブミクロンオーダーの描画  
3)高速マークアライメント機能とオ

ーバーレイ描画  
4)LED 光源のためメンテナンスフ

リーの特長を備えています。 
工場見学の際、 終調整段階

のミニマルファブ仕様のマスクレ

ス露光装置を見かけた。ミニマル 
ファブ製造の開始は MEMS が見込まれ、それに

適な露光装置で一日も早い活躍を願うばかりだ。 

【エンジョイ】 

グルメ通には地元の美味しいものを食したくなる。 
初日の夕食はホテル内で中国料理(定番)と紹興酒

に干し梅(M さん推奨)を入れて楽しく歓談した。 
2日目の昼食はバスの移動中に、地元で有名な「牧

のうどん本店」(Yさん推薦)に立寄る。 
夕食はオプショナルでもつ鍋のコース料理を堪能。 

店の謳い文句は『有名芸能人も絶賛の元祖もつ鍋!! 
もつ鍋激戦区でリピータが続出!!』とあった。 
(もつ鍋こばやし  

http://motsunabe-kobayashi.jp/) 

【ゴルフ：４/２４ 芥屋ゴルフ俱楽部】 

朝食はホテルで準備して頂いたサンドを貸切バス

内で頂いた。日本ゴルフツアーが開催される名門芥

屋ゴルフ俱楽部で開催した。雨模様でのスタートであ

ったが天気は回復し絶好のゴルフ日和になる。飛行

機時刻の余裕のためスルーでまわる。遅い昼食とパ

ーティを終えて、福岡空港へ向かった。 
(成績等は文化活動委員会サイトをご覧下さい) 

【あとがき】 

次世代技術の研究・開発・量産化に取組む経営

者・技術者の方々にお会いして、新しい希望が湧い

てきた。必ずや、日はまた昇る!! 
末筆ですが本見学会にお忙しいなか、ご協力頂い

た関係者にあらためて感謝とお礼を申しあげます。 

＜参照リソース＞ 
※FIRST： 先端研究開発支援プログラム 

http://first-pg.jp/about-us/ 
※アイ・キューブ・オペラ：有機光実用化開発ｾﾝﾀｰ 

http://www.i3-opera.ist.or.jp/ 
※(株)ジャンディスプレイ 
 http://www.j-display.com/index.html 

※(株)イー・エル・テクノ 
http://www.el-techno.co.jp/index.php 

※ 先端有機光エレクトロニクス研究センター 
>http://www.cstf.kyushu-u.ac.jp/~adachilab/o

pera/index.html 
※三次元半導体研究センター 

>http://jiss.ist.or.jp/semiconductor.html  
※(株)ピーエムティー >マスクレス露光装置 

http://www.pm-t.com/products/projection/ind
ex.html 
 

 

 
 
 

入田 GL 

ピーエムティー社屋 

もつ鍋（馬刺＋） 
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  4月 22日、23日に開催された春季工場見学会に参
加しました。正式のレポートは九州地区委員会の荒巻委

員長からありますので、多少個人的な感覚も含めて印象

を記してみます。 
福岡市は、40数年前に学生時代を過ごした第二の故
郷ともいえる懐かしい街です。福岡市は古くからのアジ

アに向けた玄関であり、博多湾に面して市街地が広がっ

ており、人口が 150 万人を超える全国第 6 位の大都市
です。南西方向は 1,000m 級の脊振山地があり、次世

代加速器「国際リニアコライダー(ILC)」建設の候補地の
一つとして注目されています。日本生産性本部では、30
年間で 45兆円の経済効果があると試算しています。 

 
 
＜見学会道筋＞ 
訪問先と宿泊ホテルの場所は、福岡の地図上に〇で

示しています。4月22日(月)昼頃に福岡空港に到着し、
少し草臥れた様子の貸切バスで都市高速を移動し、九

州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センターを見

学し、中心街に戻りホテルニューオータニ博多で宿泊し

ました。23 日(火)は、午前に糸島市の三次元半導体研
究センター、午後に須恵町の(株)ピーエムシーを見学し
ました。糸島と須恵は直線距離が約 35kmで、東京でい
えば東京駅から立川駅くらいの距離ですが、街の西の

はずれから東のはずれに行った感があります。 

  
＜見学会の印象＞ 
① 九州大学最先端有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ 
九州大学伊都キャンパスに最初頃からあるウエスト 4

号館の奥に真新しく立派な最先端有機光エレクトロニク

ス研究センター(OPERA)ができていました。安達センタ
ー長を中心にして、高効率で世界に勝てる有機 EL の

実用化研究を精力的にやられています。九州大学の重

点プロジェクトの一つと聞いていますが、近くにある(財)
福岡県産業・科学技術振興財団(ふくおか IST)の有機
光エレクトロニクス実用化開発センター(I3-OPERA)等と
連携して、世界に冠たる事業の実現を切に期待するとこ

ろです。 
② 三次元半導体研究ｾﾝﾀｰ 
西九州自動車道の前原 IC
近くの糸島リサーチパークの

中に三次元半導体研究センタ

ーがあります。半導体チップの

三次元実装に必要な多くの装

置類が集められており、産学

官で有効に活用して産業が拡

大して行って欲しいと思いま

す。   
③ ミニマルファブセミナー 
ここで、産総研の井上さん

の「ミニマルファブ」のセミナー

もありましたが、ラインを構築

する装置の開発を推進してい

ただいて、医療・介護、自動車

等の分野で早く活用できるよう

になるのを期待したいです。 
④ (株)ピーエムティー 
福岡空港の東南に位置す

る須恵町に立地で、ミニマル

ファブのミニマル露光装置の開発を担当されています。

軸制御、超精密加工等を中心として創造と企動力®を旗
印にやられている元気な企業と見受けられました。 
＜雑感＞ 
福岡は懐かしい街ですので、昔いた時とは大きく変わ

っていますが、位置関係は大体分かりました。びっくりし

たのは、5年くらい前まで同じ会社にいた6～8年後輩の
人が、九大の OPERA に行った際に説明および案内役
で出てきたことです。会社を辞めてどうしているかなと思

っていたので、発展が期待できるOPERAで活躍してい
るのを見て、感慨深いものがありました。今後の福岡地

区のさらなる発展を期待したいと思います。     以上 
 

春季工場見学会(福岡開催)に参加して 

編集委員長  周藤 仁吉 

編集委員 

報告 

福岡市地図：訪問先 



半導体産業人協会 会報 No.80(‘13 年 7 月) 31

平成 25年 5月に人口 150万人を突破した福岡市を
舞台に開催される“博多どんたく”は、ゴールデンウィー
ク5/3、5/4の2日間に亘り、主として「どんたく隊」と呼ば
れる老若男女が思い思いの仮装する様々なグループ

が演舞を披露する祭りです。この「どんたく隊」は企業、

学校、他都市からの観光 PR団体、そして有志の集まり
などにより構成されます。市民総参加の参加数のべ約

650団体、出場者数 3万 3千人以上を誇ります。また、
ゴールデンウィーク中に開催される事もあり、2 日間で
200 万人以上の観光客が訪れる日本でも最大級の祭り
です。 
［歴史］ 

830 余年の歴史を有する民俗行事の“博多松囃子
(はかたまつばやし)”を母体として形成・発展してきたと
『筑前国続風土記(貝原益軒著)』に伝えられています。
この“博多松囃子”は、日本で最初の人工港「袖の湊」造
営等を行った“平重盛”に博多の者が恩を謝すため始ま
ったと伝えられています。 
［場所］ 

この演舞は、福岡市内(明治通り)を練り歩く“パレー
ド”と博多駅や博多港、天神(中心市街)等、市内各所に
設置される演舞台“ステージ”の 2つがあります。 
［パフォーマンス］ 

国選択無形民俗文化財「博多松囃子」の三福神(福
神・恵比須・大黒)の 3 流れと稚児流の合計 4 流れが
“通りもん”と呼ばれ、祭りの幕開けを飾ります。 

 
 
 

それに続き、各団体が毎年設定される祭りのテーマ

に沿った内容や、「お祝い」「伝承」「楽しい」等の内容

で演舞を通して披露します。参加する企業の中には、

新入社員の結束・団結力を高める一環として活用され

ることもあります。 
どんたく隊には、“花自動車”と呼ばれる豪華な装飾

を施したバスも加わります。路面電車が廃止される前ま

では、“花電車”が活躍しておりました。電球 3,000 個も

使われ、昼夜に亘り祭りを盛り上げます。 

さらに伝統的なのが、“しゃもじ”を囃子に合わせて

叩きながらパレードをするどんたく隊がいます。この“し

ゃもじ”は、食事の用意をしていた商家の妻がどんたく

の囃子につられて外に飛び出し、手にあったしゃもじを

叩いて行列に加わったのがはじまりとされています。 

 

(まめ知識 1) 

「どんたく」とは、オランダ語で「休日」を表す語

Zondag「ゾンダーク」が語源とされています。 

 

(まめ知識 2) 

博多どんたくの開催日は雨天となる場合が多く、2 日
間のうちのどちらかが雨天になると言われています。基

本的に雨天決行ですが、過去には豪雨により一部の行

事が中止に追い込まれたこともあります。どんたくの雨

をジンクスと捉える人も多くおり、「どんたくに雨はつきも

の」等と言われますが、平成 25 年は晴天に恵まれまし
た。 

地域 

だより 
九州だより  “博多どんたく”のご紹介 

(正式名称：福岡市民の祭り博多どんたく港まつり) 

編集委員(九州地域情報担当)   吉崎 寛信 
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      会員状況 (6月 30日現在) 

    個人 298名、賛助  51団体       

新入会員(2013.4.1から 2013.6.30) 

個人会員 ： 田北沙織、 有門経敏、 西川智章、  

  勝本健一、宮崎隆之、 前口賢二、 牟田口学、  

  渡邉慶一、堀篭 修  (ご入会順、敬称略) 

賛助会員 ： ESOL HR CO.,LTD.、 

           タワージャズジャパン株式会社 

           (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) 

2013年 4月 1日から 2013年 6月 30 日までに、下

記の 4名の方からご寄附を頂きました。 

紙面を借りて御礼申し上げます。 

  楡 孝、林 一夫、山根正煕、八幡恵介 
 
4～6月実施行事 

4月：理事会／執行会議／諮問委員会／ 

 講演会(東京)／春季見学会(九州) 

5月：半導体講座(入門講座)／執行会議／ 

 関東(東)コミュニティ開催／ 

 関西 SSISシンポジウム(大阪) 

6月：賛助会員訪問／執行会議 
 
諮問委員会を開催 

志村諮問委員長、内田、内山、竹下、羽田、堀内 5

諮問委員のご出席を頂き、4月18日に諮問委員会を開

催しました。 

委員会の審議は、15周年にあたる今年の特別イベン

ト計画の紹介、会員の都道府県別人数分布データをも

とに地方活性化についての討論を行いました。貴重な

ご意見をたくさん頂き、有難うございました。 
 
賛助会員訪問を実施 

6 月から 7 月の 2 ヶ月の間に例年行っている賛助会

員への訪問を今年も行っています。 

協会の社内への PR をはじめとして、講演会、見学会、

教育講座、歴史館の PR を行いました。昨年は個人会

員に対しましてアンケート調査を行いましたが、今年は

賛助会員に対しましてヒアリングでのアンケートを実施い

たしましたので、結果がまとまりましたら、紙面を借りて報

告するつもりでおります。 
 
活性化プロジェクト発足 

当協会もシニア協会として創設以来、今年で 15 年を

経過したことは前述のとおりです。その間、半導体関連

業界も大きく変化し、協会を取り巻く環境も厳しさを増し

ています。そこで活性化プロジェクトを発足し、20 周年

を標榜して施策検討を進めています。プロジェクトメンバ

ーは次の通り(敬称略) 

リーダー：橋本浩一 

メンバー：井入正博、池野成雄、市山嘉雄、井上道弘 

周藤仁吉、吉澤 仁、吉澤六朗 

オブザーバー：高橋執行会議議長、内海事務局長 
 
ホームページに委員会ページを開設 

ホームページに各委員会のページを開設しました。

各委員会の役割、活動状況など委員会からの情報発信

内容をより充実させたいとの考えからです。又各委員会

対応のメールアドレスも設定いたしましたので、皆様から

の忌憚のないご意見をお寄せいただければありがたい

です。 
 
今後の予定(詳細はホームページ等をご覧下さい) 

8月 27日 講演会(東京) 

9月 20日 

25日 

賛助会員連絡会・特別講演会(東京) 

海外見学会出発(A:28日／B:30日帰国) 

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) 

1月   

2月 14日 社員総会・特別講演会(東京) 
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