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     真夏の悪夢         
安浦寛人   国立大学法人 九州大学 理事•副学長 

今年は、ことのほか暑い夏で

した。その中で、半導体業界で

は業界の整理が進められてい

ます。世界の産業構造の変化

に追随できなかった我が国の半

導体産業は、製造現場だけで

なく、とうとう設計部隊の解体に

も手をつけなければならない事

態に追い込まれました。過去、

四半世紀にわたり、多くの学生を育てて半導体設計の

業界に送り出してきた者としては複雑な心境です。次

世代のスーパーコンピュータの議論も、プロセッサは

自前で開発しないという前提で始める必要があるよう

です。 
システム LSI を始めとするアーキテクチャや大規模
集積回路設計の分野では、そこで働いてきた人材が

「技術」そのものであり、我が国の財産であると言って

も過言ではありません。しかし、残念なことに、この貴

重な財産を活かす仕組みを、国も産業界もほとんど考

えていないところに大きな不安を感じています。秋に

は、高度な技術を持つ設計者達の大量解雇が行われ

ると聞きます。能力も意思もあるこれら働き盛りの人材

が、新しい組織を作ってそこで活躍する場を作れてい

ない現実は、我々の世代の大きな責任であると大いに

反省するとともに、何ができるかを真剣に考える必要

があると思います。 
集積回路の設計は、過去30年間にEDA技術の進
展によって自動化が進み、ソフトウェアの開発と似た性

格を持つ技術となりました。また、設計と製造の分離が

進み、世界的にもファブレスで設計技術を売り物にし

ている企業も数多く台頭しています。設計人材と設計

ツールがあれば、小さな投資でアイディアによる勝負

ができる分野です。残念ながら、我が国では、優秀な

設計人材を束ねて経営を行える人材や、ファブレス企

業を支える社会的な仕組みが十分には整備されてい

ません。今後も大量に解雇されると思われる優秀な人

材は、諸外国の企業にその活躍の場を移し、我が国

の産業界が時間と資金を長期間投資して構築してき

た技術を、瞬時のうちに海外に流出させてしまうことが

想像されます。そこには、単に半導体設計のみならず、

それを利用している各種の最終製品（自動車や情報

通信機器など）に関する貴重なノウハウも含まれてい

ます。 
福岡県では、「シリコンシーベルトプロジェクト」にお

いてベンチャー企業向けの設計ツールの共有の仕組

みを構築•維持して参りました。この仕組みを用いて、
数は多くはありませんが、徐々にファブレス企業も育ち

始めてきたところです。しかし、政府や自治体の支援

の打ち切りにより、規模の縮小さらには廃止の危機に

直面しています。これに対し、5月に一般社団法人クラ
ウド•デザイン•コミュニティ(CDC)が設立され、クラウド
技術を用いて、ベンチャー企業にも使える安価でかつ

標準的な設計環境を整備しようとする活動が始まりま

した。このような活動を中心に、資金調達や事業展開

を支援する環境の整備など、しっかりとした技術を持

つ設計集団を中心とした新しい半導体産業の構築の

動きに期待したいと思います。 
大手企業を中心とした業界再編に並行して、新しい

企業を産み出し育てる努力も必要です。今回の設計

部隊の解体を好機と捉えて、新しい産業を興す契機と

するような施策や議論をするべき時であると思います。

あらゆる社会システムや産業活動が半導体をベース

にした情報通信技術に依存する現代社会にとって、

半導体はコメどころか水や空気のように無くてはならな

いものとなっています。その半導体の設計技術という

基幹技術を国家戦略としてどのように位置づけ、産業

政策を展開するべきか、幅広い議論と様々な実践と努

力が必要であると思います。真夏の悪夢が正夢となら

ないよう、諸先輩のご指導と応援をお願い申し上げま

す。 

一般社団法人 
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9月20日（金）午後3時より、茗荷谷 林野会館604会議
室で、野澤理事の司会で開催された。 

 
賛助会員側出席者は 8社（9名）、五十音順 

SMC、鹿児島県、KSK、Semi-J、TCI、東芝グループ、
日本マイクロニクス、理研計器 

協会側は理事会、執行会議メンバーが出席。 
 
会議は 
１、理事長挨拶 
２、委員会活動報告 
３、賛助会員アンケート結果報告 
４、質疑応答 
の次第で進められた。 

 
冒頭、司会の野澤理事より、おめでたい話なので皆様に

ご披露したいと前置きがあり、牧本理事長がアルメニアより

「グローバル IT 賞」を受賞することになったとの報告があっ
た。会議参加者一同から祝福の拍手が送られた。 
「グローバル IT 賞」は IT 立国を目指したアルメニアが

2010年から始めた賞で 2010年はインテルのグレイグ・バレ

ット氏、2011年はアップルのスティーブ・ウオズニヤック氏、 
2012 年はザイログのフェデリコ・ファジン氏、とそうそうたるメ
ンバーが受賞されています。牧本理事長はその4人目として
受賞されます。 
尚、授賞式は11月、SSIS理事長の肩書で受賞されるとの
ことです。 
 
１、理事長挨拶と上期総括 
あらためて、司会の紹介を受け、牧本理事長が挨拶に立

った。 
「賛助会員の皆様には日頃より大変なご支援を頂き、ありがと

うございます。おかげさまで SSISは今年の 1月で 15周年
を迎えました。アベノミクス効果に揺れ動いている日本経済

は、円安傾向、日経平均株価上昇と景気回復の兆しが見え

るかのような状況ですが、これからどうなるかはまだ不透明な

ところが多いようです。このような中、SSIS は上期に次のよう
な活動をしてまいりました。」と挨拶され、上期活動の総括を

された。 
上期の活動のポイント 

１）活性化プロジェクトの推進 

  橋本理事をリーダーとして次の 5年間を標榜して施策 
  の検討を進めています。 

２）日本半導体歴史館 イノベーション 50選掲載 
  昨年11月に一般公開したイノベーション 50選の 
  ブラッシュアップを行い、更に英語版を開設しました。 

３）新規活動の推進 人材情報支援 

  今まで運用されていなかった「人材情報登録センター」

を再構築、賛助会員である人材会社 6社の協力を得て
新たな活動を開始した。 

４）賛助会員拡大推進と賛助会員アンケート調査の実施 

  協会会員の期待・要望を把握するために昨年度の 

  個人会員アンケートに引き続き賛助会員アンケートを

実施しました。 

５）15周年記念としての行事の実施 
  ・会報特別号の発行 ・会報名称の見直し 

  ・15周年特別講演会 ・ホームページのリニューアル 

半導体産業人協会 2013年度 

      賛 助 会 員 連 絡 会  
                 記 内海事務局長 

・巻頭言          真夏の悪夢 安浦 寛人 1頁 

・2013年度 賛助会員連絡会  2頁 

・特別講演 日本の半導体開発65年 志村 幸雄 5頁 

・NEWS最前線  豊かな長寿社会に向け人と協調し支援する   

                   パートナーロボット 高木 宗谷 10頁 

・半導体事始 SHマイコンの開発と事業化  木原 利昌        14頁 

・半導体事始 日本で発展したセラミックパッケージ技術 村上 元 19頁 

・委員会報告 論説委員会「日本のファブレスは成功するか？（２）」  

                                    井入 正博 23頁 

・委員会報告 「新事業企画委員会の活動について」 喜田 祐三 24頁 

・地域だより（東北）  わが故郷の東日本大震災からの復興への動き 大森 純一 26頁 

・地域だより（関西）        ”神戸”次世代産業のご紹介 多田 年宏 29頁 

・委員会報告 編集委員会「編集委員会の活動について」 周藤 仁吉 30頁 

・協会だより    32頁 
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２、各委員会活動概要 

上期の各委員会の活動について、高橋執行会議議長より

報告された。 

なお、各委員会の活動状況はホームページの委員会サイト

に詳しく掲載されておりますのでここでは省略いたします。 
 
３、重点活動報告 
重点活動として、活性化プロジェクト、ホームページ 
リニューアル、人材支援活動の 3点が報告された。 

 
３－１、活性化プロジェクト： 

プロジェクトリーダーの橋本理事より報告。 
「・環境変化に対応して協会のさらなる活性化を図る事 
・執行会議のもとに若手を含むプロジェクトを設置する事  
・過去の延長線でなく、思い切った施策を立案、実行する 
 事 
・特別予算を考慮する」 として活動を開始した。 
平成25年12月までに答申書をまとめ、平成26年2月の
総会で報告する。 
既に 4 回のミーティングを行い以下の検討を行っていると
の報告であった。 
１）2007年ステコミの提案と現状… 

うまくいっている事、そうでない事 
２）個人,賛助会員の参加状況 
３）ITネットワーク活用によるSSISのサービス能力の 
向上と若い人の入会促進。 
a)講演会等をネット公開する。 
b)半導体業界の各種データを提供する。 
c)賛助会員アンケート、個人会員アンケートから 
彼らの期待を炙り出す。 

４）中小企業向けのコンサル、大学への講師派遣 
５）SSIS個人会員のタレントマップ作成、名刺の全個人 
  会員配布 
６）賛助/個人会員、OB、現役サポートの活動マップ作成 
 

３－２、ホームページリニューアル： 
広報委員会に代わり内海事務局長より報告。 

今年の2月5日に新ホームページをオープンした。新旧ト
ップページをプロジェクターで映しその変化を強調した報告

であった。 
暗い、固い、アクセスルートが複雑との印象に対して、明る

いイメージに刷新し、グローバルメニューの導入によりアクセ

スルートを整理した。 
7月には、委員会ページの開設、委員会活動状況をより広
く知っていただくのが目的です。 
又、同時に委員会専用メールボックスの設置を行い、委員

会への直接メール送付を可能にしたとのことである。 
（各委員会へのメールアドレスは、本賛助会連絡会の記事の

末尾に記載してあります。） 
 
３－３、人材支援活動：喜田委員長より報告。 
活動概要として以下が紹介された 

（１）H25年1月より『人材支援活動』を会員サービスの一環と
してスタートした。 

（２）この活動は『SSIS会員の、SSIS会員による、SSIS会員
のための組織内活動』です。 

（３）スタート後、8ヶ月が経過し、計画に沿って順調に活動は
推移している。 

（４）本年 12 月末、本活動を総括し、次のステップへの方向
付けを行う 

活動のスキームは次の通り 
（１）SSIS 会員および関係者が『SSIS 人材情報登録センタ
ー』に求職、求人登録をする。 

（２）賛助会員である『協力会社(6 社)』が登録データを活用し
て、登録者の再就職支援活動を行う。  

（３） 成約した場合に『協力会社』は SSIS に対して、一定の
情報利用料を支払う。 

現時点までの結果 
（１）協力会社（6社）による 8月31日までの成約数は 4件を 
数え、予定を上回る。 

（２）成約に伴い「協力会社」からSSISに支払われる情報 
利用料は 40万円を超えた。 

 
４、賛助会員アンケート結果報告 
アンケート結果報告は市山理事の予定だったが、都合に

より出席ができなくなったとのことで、代わって内海事務局長

より報告された。 
アンケート回収状況 

アンケートは 6 月～8 月にかけて賛助会員訪問時にヒ
ヤリング方式で行った。訪問対象外であった賛助会員へ

はメールによりアンケートのお願いをした結果、8月10日
時点での賛助会員 52 団体のうち回答をいただけたのが
35団体で、アンケート回収率は 67%とのことでした。 

集計結果 
ＳＳＩＳ活動に対するアンケートは大きく 3つに分かれて
いて①会員参加型活動（講演会、教育講座、関西シンポ

ジウム、見学会）、②会員利用型活動（会報、人材情報、

歴史館）、③活動全般へのご意見、要望となっていたので

分類ごとに集計結果が報告された。 
 

① 全員参加型について 
①－１、講演会への参加： 
興味あり 94%、参加実績あり 71% 

①－２、教育講座への参加：  
興味あり 74%、参加実績あり 35% 

①－３、関西シンポジウム： 
興味あり 52%、参加実績あり 23%、 
不参加理由として出張が伴うためとの回答が多かった 
①－４、見学会： 
興味あり 65%、参加実績あり 13%と興味の割に参加実
績が少ないとの特長がある。理由として挙げられていた

のが、やはり出張費制限、出張許可が下りにくい、であ

った。 

② 会員利用型について 
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②－１、会報について： 

よく読む 68%（時々読むを加えると 94%、回覧する 77% 
会報については活用されていると理解します。電子ファ

イルで良い、参加型記事掲載などの意見があった。 

②－２、人材情報支援活動： 

知っている68%、興味ある74% 
関心の高さが認識された。又、どのような人材が求められ

ているか知りたいとの意見があった。 

②－３、半導体歴史館： 

アクセスしたことがある48%、アクセスあり回答15件中有
益との回答が 13 件。残念ながら歴史館を知らないが 5
件もあり更なるPRに努力する。 
 

③ 全体に対する要望・期待 

 会員の皆様の期待・魅力・要望を総括すると「情報収

集」、「人脈構築」に集約される。 

アンケート全体を通して、未だご意見・ご要望・ご期待に

ついて、十分に分析されているわけではないので、個人

会員アンケート結果を加えて、更に分析を行い、各委員

会活動、或いは活性化プロジェクトの企画に反映させて

いくと締めくくって報告を終えた。 

 

予定の報告が終わり、質疑応答に入った。 

最初にSemi中川氏より人材支援についての質問があった。 
① 協力会社6社はどのような選定によって決まったのか。 
② どのような職種の方がこのサービスを受けられている

のか。 

③ 10 万円という報酬はかなり低いと感じますがその背景
についてお話しいただきたい。 

これについて喜田委員長より回答。 

① 賛助会員会社であること、人材派遣の認可を持ってい

る、本活動に理解をいただいた会社にお願いした。

会社の大小は問わないで選定した。 

② 設計関係が2件、生産管理が1件、製造関係のエンジ
ニアが 1件の 4件です。 

③ 一定のルールを設けて支援をしている。収入は二の次

ぎで会員へのサービスが第一、成約した場合情報使

用料をいただいている。 

 

続いて SMC として内山氏からEncore の配布数についての
質問があり、内海事務局長がこれに応えて発言。 

Encore の配布総数は 600部程度で全個人会員に原
則1部の計300部、残りの分が賛助会員、寄贈分になる
ので平均5ないし6部となる。賛助会員への送付部数は
会費ランクを原則としている。なおご要望があれば部数

追加を行いますので連絡くださいと加えた。 

内山氏がその言葉を聞きたかったと返す場面があった。 

 

TCIの圷氏が質問に立った。 
① Encore を紙により配布しているが電子データの配布は

考えないのか。紙だと積まれたままになってしまうことが

あり、また知り合いに送ろうとするのも手間がかかる。 

→（事務局長より）個人会員アンケートでも同じようなご意見

があった。紙での要求も半数あり、検討課題として取り

組むつもりです。 

② 人材支援をプロの会社が扱うことになっているが、お願

いする側からすると色々と情報を出すことになり面倒く

さい。人つながりだとイージーに進められると思うがどう

でしょうか。 

→（喜田委員長より）以前はSSISでも人つながりでの対応
はしてきましたが、SSISとしてシステマチックに進めた
いとのことで今回の仕組みを作った。 

  （牧本理事長より）リストラが進められている今日、大変な

問題だと思っている。少しでも協会として支援をしてい

きたい。 

③ 会報はテクノロジーについては詳しく掲載されているが、

これからどうなるとの情報が少ない。ビジネス状況、マ

ーケット状況、将来については動きが早くこのような情

報をイージーにタッチできる窓口があるとありがたい。 

→（事務局長より）広報委員会でもホームページを情報の

ハブとして機能させたいとの意見が出ており、最新の情

報にアクセスできるルートを作り利便性を持たせたいと

考えています。圷さんから背中を押していただいてあり

がとうございます。 

 

KSK社から講演会等の情報公開について意見が述べら
れた。 

講演会の中にはSSISでしか聴けないような話もたくさ
んあり現役の方にも大いに参考になる。Web等による
公開はより効果が上がるのではないか。 

→（事務局長）著作権等の問題もあり具体的にどうしていく

か執行会議の中で鋭意検討中です。いずれにしろ IT 
Toolをフル活用していくことが年寄りの多いSSISでも
必要だと思っています。との答弁で笑いを誘った。 

 

以上の質疑応答があり、まだ質問が出そうな様子でしたが

時間も迫ってきていたので、司会の野澤理事より閉会の意

向が示され、予定時間に会議を終了した。 

 

        【各委員会のメールアドレス】 

委員会名 メールアドレス 
講演企画委員会  koenkikaku@ssis.or.jp 
編集委員会  henshu@ssis.or.jp 
文化活動委員会  bunka@ssis.or.jp 
関西地区委員会  kansai@ssis.or.jp 
九州地区委員会  kyushu@ssis.or.jp 
教育委員会  kyoiku@ssis.or.jp 
新事業企画委員会  shinjigyo@ssis.or.jp 
論説委員会  ronsetsu@ssis.or.jp 
広報委員会  koho@ssis.or.jp 
歴史館委員会  shmj@ssis.or.jp 
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今年は米ベル研究所がトランジスタの発明を公式発表し

た 1948 年から数えて 65 年目にあたる。日本の半導体開発

はその成果を踏まえた「受容」の歴史だったが、着手時期が

早かったばかりか独自技術の創出や応用面の展開にも注

力し、トランジスタからIC、LSIへと技術進歩を遂げる中で、

一時的にせよ米国に比肩する半導体工業国になった。その

辺の経緯についてはすでに当協会の日本半導体歴史館で

関連資料に若干の解説を付して公開済みだが、 本講では、

それらの一部資料に草創期の新たな資料を加えて「日本の

半導体開発 65 年」の足跡をたどり、その興亡の背景を探り

ながら明日への教訓を導きたい。 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ、 トランジスタの発明と日本の対応 

 

半導体産業人協会 創設 15 周年記念 

 日 本 の 半 導 体 開 発 ６ ５ 年  
講演者 技術ジャーナリスト、半導体産業人協会諮問委員長  志村幸雄  

 演題 

Ⅰ、 トランジスタの発明と日本の対応 

Ⅱ、 IC／LSI の開発をめぐる攻防 

Ⅲ、 フロンティアとしての日本の貢献 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トランジスタ発明者のショックレー、バーディーン、ブラッテ

ンの 3 人は発明 25 周年の 1973 年 3 月、IEEE から記念メ

ダルが贈られ、パネルディスカッションに参加している。会場

からの最初の質問「あなた方はいくら儲かったか？」に「（特許

報償金として）1 ドルだけ」とブラッテンが答え、最後の質問「ト

ランジスタの発明は必然的だったのか？」には「仮説を実証

中に偶然に増幅現象が出たが、必然的なものだった」とショッ

クレーが答えた。 

1948 年 6 月 30 日にベルが公式発表した翌日のニョー

クタイムズ紙だが、ラジオ欄が紙面の2/3に対して世紀のト

ランジスタの発明は 40 行で見出しもない記事であった。 
大きな成果に関わらず「真空管が使われていた無線の

分野に幾つかの応用分野を開くであろう」と記載するにと

どまっている。 

GHQ経由のトランジスタ情報

（ 1948年後半に日本側関係者に渡された3通りの資料 ）

8

Bell研が軍関係者に
対する説明資料

軍関係者にレホベック氏の
トランジスタ解説

記者発表のホーン部長の
説明要旨

 トランジスタ開発の情報は 1948 年後半に GHQ のポー

キングホーン氏より 東北大学の渡辺寧教授や電気試験

所の駒形作次次長に伝わった。3通の資料のうちで右2通

は公式発表 1 週間前に軍関係者に説明した資料で、左は

公式発表の際の説明内容である。電気試験所で佐々木亘

氏がタイプした。 ベル側が公式発表前に軍に説明してい

るのが興味深い。 
 ポーキングホーン氏はベル出身で48年に着任、50年に

帰国した。 
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神戸工業は米ウエスタン・エレクトリック(WE)からトランジ

スタ基本特許の使用権を得て、1954 年日本初のゲルマの

点接触型と接合型を生産した。固体物理学に通じた有住徹

也氏が最初はシリコンを手掛けたが、ゲルマに戻り生産。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        長船廣衛氏コレクション（NEC） 

 

 
トランジスタの中味がよく判らないので、電気試験所の駒

形氏の部屋で私的な懇談会を持った。その後トランジスタ研

究連絡会へと発展的に解消、渡辺先生をはじめ、西澤潤

一、菊池誠両氏らが多数参加した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武蔵野通研で試作された国内初のトランジスタで、左側が

点接触型で1950年試作、右側が接合型で53年に試作され

た。いずれもゲルマニウムを使用。 

 
日本でトランジスタが報道された例は少なく、朝日新聞が

初めて取り上げたのは 1953 年 5 月だった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ソニーも同年、WE から基本特許の使用権を得て、井深

大社長の「ラジオを作る」との指示で工業化に着手。1954
年1月、岩間氏がWEの工場研修に参加、256枚31通の

報告書を3カ月間わたってホテルで書いて送った。日本で

は盛田昭夫副社長が契約時に持ち帰った 「Transistor 
Technology」全 3 巻を元に装置を作って準備し、岩間氏が

帰るまでに、トランジスタを試作した。 
1955年7月、国産初のトランジスタラジオTR-55を発表

し、最初の製品を天皇陛下に献上した。 
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日立は伴野正美氏が中央研究所でトランジスタの研究を開

始したが「重電の会社」という理由で開発許可が下りず特殊半

導体の研究で予算が付いた。中研敷地内の 3 階建ての建物

（通称かまぼこ兵舎）は鉄筋コンクリート建て、空調付きだった。 

 

窓がないため「テアトル東芝」と言われた東芝トランジスタ工

場 
 

 プレーナ技術はフェアチャイルド社が 1959 年に J.ハーニと

R.ノイスが開発して、日本では NEC が専用実施権を得た。 
日立は同特許を使わない LTP トランジスタを開発した。   

             

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ、IC／LSIの開発をめぐる攻防 

IC の発明者 J．キルビー氏がつくば万博（1985 年）に来た

時の写真で、2 時間にわたるロング-インタビューを行った。氏

は 2000 年にノーベル物理学賞を受賞した。 

 
渡辺先生が半導体研究所の建物を建てる前の敷地で草

野球。「TRANSISTORS」のユニホームを着ている。 
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電気試験所の垂井康夫らのグループが国内初の IC の試作

に成功。素子の固体化を図ったもののモノリシックでなかった。

３個のゲルマのペレットを相互に接続したもので、それぞれトラ

ンジスタ、コンデンサ、抵抗であった。 

日本では三菱電機が IC の生産で先行した。ウエスチングハ

ウス社のモレクトロニクスのサンプルを手本にして開発した。モ

レクトロンと呼び 11 品種あったが外販は少なかった。 

MOS は電卓への応用に最適とされて、国内各社が実用化

を急いだ。開発を先行したのは日立で、RCA の対抗勢力とし

ての地位を確保した。チャンネルの安定化対策で IBM は BT
処理を発表するが、日立は磁場冷却効果を用いて同じ目的を

達成した。 

 ビジコンの小島義雄社長は「メモリの内容を書き換えれば、異

なる電卓が出来る」と発想してインテル社ノイス氏にチップ開発

を依頼、世界初のマイクロプロセッサ 4004 の開発に繋がる。 

日本で最初のMPUは東芝が1973年に発表した。12ビット

の MPU で、自動車のエンジン制御用として開発した。 

MPU をめぐる日米技術戦争が燃えさかる中、インテルによ

るマイクロコードの著作権侵害提訴で NEC は勝ったが、その

間にインテル製品が標準となり NEC は市場から撤退を余儀な

くされる。 

日米貿易摩擦で関税障壁、政府助成、市場閉鎖などの問題

が起きて両国間でトップセミナーなどを行った。日本市場での

シェア問題では目標の 20％を達成、40％になった時は日本

のメーカーは衰退のきざしが見えてきた。 
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1990 年 6 月ノイス氏が急逝し、インテルの社内誌に追悼文

を書いた。 

 Ⅲ、フロンティアとしての日本の貢献 

  

 
     半導体研究所での西澤教授と半導体メーザ特許 

  

1957 年に江崎玲於奈氏がノーベル物理学賞を受賞し

た。左がエサキダイオード論文と特許で、細写が IBM ワ

トソン研究所時代の写真。翌 58 年に取材した際には

MBE 装置など日本にない装置が入っていて超格子の

研究に取り組んでいた。 

後記：今回はスペースの関係で講演の一部を志村さんに確

認の上で掲載いたしました。65 年経って、戦後の技術革新

の代表的な半導体技術の初期資料やデータが散失し消滅し

ています、志村さんも心配されていますが、半導体初期の資

料や現物、当時の方の講演録音などを集めて保管や記録さ

せて頂く所存ですのでご連絡を頂きたい。   
                 記事編集  相原 孝 
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1．まえがき 

 

トヨタは、「すべての人が明るく楽しく生活できる社会

の実現に貢献すること」を目指し、企業活動に取り組ん

でいます。2007年に「パートナーロボット」開発ビジョン

を発表し、「パートナーロボット」が人の活動をサポートす

ることで、新しいライフスタイルが生まれることを目標に、

これまで開発を進めて来ました。 
トヨタパートナーロボットのコンセプトは、人の役に立

つ、人のパートナーとしてのロボットを目指しており、そ

のためには、「かしこい」能力と「やさしい」能力が必要と

考えています。そして将来、「すべての人に移動の自由

を提供する」ロボットとして活躍できればと考えていま

す。 
2005 年には愛・地球博覧会にて、ヒューマノイドロボ

ットが楽隊演奏を行い、歩行技術や道具を使う技術を

披露しました。2010 年には上海万博にてバイオリン演
奏を行い、道具を使う技術が更に進化したことを示しま

した。その間、2007 年には開発ビジョンを発表し、開発
から実証フェーズへの移行をスタートさせました。（図 1） 

 
 
この開発ビジョンでは、背景として、少子高齢化の進

展をこれからの社会の重大な課題として捉えています。 
「トヨタ･パートナーロボット」が社会に役立つフィール

ドとしては、「介護・医療支援」、「パーソナル移動支援」、

「製造・ものづくり支援」、「家事支援」の 4つの領域を考
えています。（図 2） 

 
特に、世界中で進行している少子高齢化状況

下では、疾病・要介護人口が増加の一途をたど

っています。その一方で、労働人口は減少して

おり、介護負担の増大と介護の質の低下が心配

されています。その様な社会の状況に於いても、

「クオリティオブライフ」の維持向上に貢献して行

くことを目指し、介護・医療支援分野を重点にロ

ボット技術活用開発に取り組んで来ました。 
介護・医療の現場においては、病気・ケガなど

で体の不自由な方や高齢者の自立生活を支え

る為の移動支援、および自立するための機能回

復練習支援、患者さんの移乗支援に於ける介護

する側の体力的負担の軽減などが望まれていま

す。 
 

トヨタ自動車株式会社 パートナーロボット部  高木 宗谷 

豊かな長寿社会に向け 

人と協調し支援するパートナーロボット 

 
図 1 これまでのパートナーロボットの取り組み 

図 2 パートナーロボット開発対象の４領域 
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こういった分野でのロボットによるサポートへのニーズ

が高いという現状から、介護・医療支援向けパートナー

ロボットとして、用途に応じて、「自立歩行アシスト」「歩

行練習アシスト」「バランス練習アシスト」「移乗ケアアシ

スト」の 4 種類のロボットについて取り組み、今回これら
について発表したので、本稿にて報告します。 
また今回の開発の取り組み姿勢としては、お客様目

線での介護医療支援ロボットの提供を進めるために、特

に医工連携に重点を置き開発推進を行って来ました。 
具体的には、藤田保健衛生大学やトヨタ記念病院、国

立長寿医療センター、横浜市総合リハビリテーションセ

ンターとの連携を進め、医療現場での困り事のニーズ把

握から、臨床面での定量評価など、一連の開発を連携

して実施して来ました。 
 
 
2．介護･医療支援向けパートナーロボットの開発 
 
2.1自立歩行アシストロボットの開発 
まず、自立支援を目的にした「自立歩行アシストロボ

ット」は、脳卒中やポリオなどによる下肢麻痺で、歩行が

不自由になった方々に対して、より自然で安全な歩行を

アシストするために開発して来たロボットです。 
ここで、従来の補装具を装着した方の歩行でのご苦

労・不安について簡単に説明しておきます。長下肢装

具と呼ばれる補装具を着けた場合、足首と膝を固定す

るため、階段や坂道での移動が難しく、また足を大きく

上げるため、疲れやすいなどの課題がありました。これ

に対し、足首だけを固定する短下肢装具と呼ばれる補

装具の場合は、歩行中に急に膝が折れて転ぶ危険に

陥りそうになるという不安がありました。 
このように歩行が不自由な方のご苦労、不安を解消

するために開発したのが図 3に示す自立歩行アシストロ
ボットで、ロボットを装着したままでも車椅子やトイレの利

用ができる様な構造を取り入れています。   

  

歩行の制御の仕方については太腿についた姿勢セ

ンサーと、足裏の荷重センサーの情報を使って、装着

者の歩行意図を推定し、膝のアクチュエータを制御する

ことで、自然な歩行がアシスト出来る様になっています。 
この様に歩行速度を推定することが可能なので、装着

者は自分の好きなペースで違和感なく歩行することがで

き、普通の速度で歩きながら、瞬時に歩行速度を上げる、

または旋回する等の行動も可能になっています。 
また膝関節には特殊なリンク機構を採用し、体重を支

えるタイミングで確実に膝をロックし、急な膝折れを防い

でおり、安心して歩行することができる様にしています。 
この様なトータル機能により、椅子からの立ち上がり、階

段の上り下り、上り坂道や砂利道での歩行も無理なくで

きる様になっています。 
 
2．2 歩行練習アシストロボットの開発 
次の、歩行の練習支援を目的にした「歩行練習アシ

ストロボット」は、脳卒中後の初期段階において、下肢に

麻痺のある方の歩行練習を支援するために開発したロ

ボットです。 
従来の練習では、まず膝を固定した上で、股関節の

運動を療法士が行い、その後の回復状況に応じて、次

第に膝固定を外しながら、健常者のような所謂、自然な

歩行の練習が段階的に実施されます。 
これに対し、図 4に示す歩行練習アシストロボットを使
った場合は、自立歩行アシストロボットと同様、足を振り

出す時の膝屈曲を練習初期段階からロボットによりアシ

ストされるので、早くから自然歩行への感覚を身につけ

ることができます。 
 

    

また、歩行時にしっかりとユーザの体重を保持アシス

ト機能で支えることで、歩行時に安心感を与えると共に、

保持力をユーザの回復状態に応じて変化させることで、

ロボットに頼り過ぎない歩行を促すことができます。 

図 4 歩行練習モニタリング 

 
図 3 自立歩行アシストロボット 
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図 5はアシストロボットを装着し、練習を行った方の回
復度を 2つの尺度で評価したものです。 
評価指標の①歩行の自立度、②下肢麻痺の重症度

のどちらに於いても、練習初期に急速な回復を示してい

るのが特徴です。ただし、これは開発途中段階で得られ

た結果であり、今後、症例を増やし、検証していく必要

があると考えています。 
 
 

2．3 バランス練習アシストロボットの開発 
 

 

 
         

バランス練習アシ

ストロボットは、脳卒

中などでバランス機

能に問題がある方に、

簡単過ぎず、難し過

ぎない練習を提供す

るために開発したロボ

ットです。 
従来の練習法では、

バランスボードなどの

器具を用いた練習が

ありますが、難易度が

適切でなく、練習が

楽しくない、上達度合

いがわからないという

声がありました。 
このような声に応え

るために、開発したのがバランス

練習アシストロボットです。 
図6に示すように、立ち乗りロボ

ットの操作系を用いて、前後の体

重移動と左右のハンドル操作により、テニスゲーム中の

プレイヤーの位置を連動して動かし、プレーするもので

す。これにより、飽きずに楽しく全身運動することができ、

バランス機能回復の練習につながっています。ゲーム

はテニスの他、症状、目的に合わせ、バスケット、サッカ

ーゲームも取り入れました。 
 
図 7に示すグラフは、このバランス練習を、20分 X週

2回、4週間実施した前後での効果を 9人のデータで評
価したものです。練習をする前に比べ、継ぎ足歩行速

度が向上していることが判ります。 

 
 
 

2．4 移乗ケアアシストロボットの開発 
「移乗ケアアシストロボット」は介護者の負担が大きい

ベッドからの移乗作業をアシストするために開発したロ

図 7 バランス練習後の回復評価 

図 5 歩行アシスト・トレーニング後の回復評価 

歩行の自立度 下肢麻痺の重症度 

図 6 バランス練習アシストロボット 
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ボットです。 
従来の移乗作業では、病室にて看護師が患者をベッ

ドから車椅子に移乗するのに、患者を抱え上げるため、

腰に大きな負担がかかることが問題となっており、現在、

患者の移乗作業のため介護者の 7割近くが腰痛で困っ
ているというデータがあります。 
また、トイレに於いても、患者を車椅子から便座に移

乗するためには、一人が患者を持ち上げている間に、も

う一人が服を脱がすので、2 人作業が必要となっていま
した。 

 
このような介護者にとって負担の大きい作業を解消す

るために開発したのが、図 8 に示す移乗ケアアシストロ
ボットです。 
このロボットのアームと台車操作系は、介護者の立ち

位置と作業姿勢を考慮した設計を取り入れており、また、

患者を支えるアームは介護者が片手で調整できる「らく

らく調整機構」を取り入れ、また挟み込み防止機能によ

り安全面も配慮しています。 
 
さらに保持具は、やさしく包み込むことを重点に置い

た機能としており、患者への負担軽減を図っています。

また、思った通りに動く、重さを感じさせないパワーアシ

スト台車を装備することにより、介護者への負担の少な

い移動をサポートしています。このように負担の少ない

体重サポートとアシスト台車機能により、負担の大きかっ

た移乗作業を楽にするロボットを実現しました。 
移乗ケアアシストロボットを使うことで、従来人手でベ

ッドから車椅子に移乗していた時と比べ、介護者の腰の

負担が大きく軽減され、またトイレなど 2 人作業が必要
だったところでも、1 人作業が可能になり、服の着脱の
際の負担が軽減されました。患者にとっても、気兼ねす

ることなく、安心してトイレに行けるため、患者のQOL向
上にも繋がることを期待しています。 
 
3．生活支援向けパートナーロボットの開発 
生活支援向けロボットとして、我々の家庭の中でも邪

魔にならないサイズの、図 9に示す様なプロトタイプロボ
ット・HSR（Human Support Robot）を開発した。HSR
は非常にコンパクトで、占有面積が直径 40cm 弱くらい
で軽量なロボットとなっています。機能としては、自立移

動、自立障害物回避、マーカーによる箱などのカテゴリ

ー認識、ペットボトル、携帯電話などの生活必需品の形

状認識による把持や、落ちた物を拾うことができます。 
また、物を取る時、場所により、腕が高い所に届くよう

に伸びたり縮んだりする機構も取り入れている．同時に

床に落ちた紙の様な薄い物でも吸引機能を使い拾うこ

とができます。 

 
現在このHSRは車いすで生活しておられる障害者の
方のお宅で試験的に使って頂き、悪い所を含めた色々

なご注文を頂いて、改善を進めています。 
 

４． おわりに 
今後にむけて、トヨタでは、ロボットと共生する社会は、

お客様と共に創り上げて行くものと考えています。もっと

いいロボットを造って、もっといい社会にしていくために

は、お客様の声をよく聞き、製品やサービスに活かして

いくことが、なによりも重要と考えています。 
今後とも 4 製品の実用化に向けて、臨床データの蓄

積と商品へのフィードバック、そして実証、実用展開の

モデル拠点としての病院、医科大学との連携を密にしな

がら開発を続けて行く予定です。 
 
謝辞 これら｢介護・医療支援向けパートナーロボット｣

の開発は、藤田保健衛生大学病院、トヨタ記念病院、国

立長寿医療センター、横浜市総合リハビリテーションセ

ンターの皆様方の多大なるご協力とご助力を頂いた事

に深く感謝するものであります。 

図 8 移乗ケアアシストロボット 
図 8 移乗ケアアシストロボット 

図 9 生活支援ロボット 
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１． SHマイコン序章 

新マイコンのことを考え始めたのは1988年暮れの頃

であった。マルチメディア時代の幕開け、新しいマイコ

ンアーキテクチャ技術の発展という時代背景があり、加

えて、日立のマイコン事業にはアーキテクチャを巡るモ

トローラ社との軋轢という課題もあった。 

当時、日立のマイコン事業は独自アーキテクチャ路

線への転換期にあった。それ迄はモトローラ製とソフトウ

エア互換の CMOS マイコン 6301 を推進、優位にあっ

た CMOS 技術やコンピュータハードウエア技術での差

別化狙った「ソフトウエア互換、ハードウエア差別化」の

戦略が奏功して事業は順調であった。しかし、次第にモ

トローラ社との軋轢が顕在化し、主力のマイコン新製品

の市場撤退を余儀なくされる事態になり、局面打開のた

め、独自アーキテクチャ路線へ戦略転換を進めることと

なった。プロジェクト体制で独自アーキテクチャの H8、

H16 へ戦略転換を進めていたが、事態打開は単純に

は行かなかった。モトローラ社との確執はソフトウエア互

換性からアーキテクチャ類似性の論争にまで発展した。

そして市場投入した直後に H16 の開発継続を急遽中

止するなど混乱が続き、遂に、1989年 1月には法廷で

の係争となった。 

図 1．「ソフト互換ハード差別化」 

→「独自アーキテクチャ」 

このような状況下で、H16 を代替しそれを超えるクラ

スの新たなマイコンの開発が差し迫って必要になってい

た。 

一方、当時はちょうど新しいマイコン市場誕生の時期

でもあった。マルチメディア時代の幕開けである。来るべ

きマルチメディア時代を担う主力マイコンに何を据える

かは日立のマイコン事業の将来を決める大きな戦略課

題になっていた。当時、社内にはいくつかの選択肢があ

った。本格的な 32 ビット CISC の TRON アーキテクチ

ャH32があり、また、HPPAなどのRISCという選択肢も

あり得た。しかし、これらの 32 ビットマイコンはコストパフ

ォーマンスの点で来るべきマルチメディア時代の市場で

は戦えない、と感じていた。マルチメディア時代を見据

えた新しいマイコンが必要ではあるが、話はそれほど単

純ではない。もし、新しく開発プロジェクトを立ち上げると

なると、TRON チップなど既存のプロジェクトとの棲み分

けや整合性が問題になる。開発プロジェクトの乱立にも

なりかねない。悩ましい選択である。しかし、マルチメデ

ィア時代の主力のマイコンはコスト競争力の高いもので

はなくてはならない、という思いが強かった。マイコンの

世界では「小」が「大」を飲み込む。「戦える」32 ビットマ

イコンを敢えて新たに開発し、それをマイコン事業の中

心に据えるしかない、という思いだった。 

一方、マイコン業界では新しいアーキ

テクチャの議論が賑やかだった。MIPS、

ARM、SPARC、PowerPCなどの RISC

が続々と発表されていた。技術提携、技

術導入等でこれらの RISC アーキテクチ

ャの互換機路線を選択するというオプショ

ンもあり得たかもしれない。しかし、当時、

筆者自身も当事者としてモトローラとの法

廷係争の渦中にあった。そのような中に

あって、将来の紛争の種にもなり兼ねな

い他社との互換アーキテクチャという選択

肢は初めから皆無だった。なんとしても独

自のアーキテクチャの新しいマイコンを開 

       発したいという強い思いであった。 

SHマイコンの開発と事業化 

元(株)日立製作所  木原 利昌 
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2．「独自 RISCアーキテクチャの道」の選択 

単に技術的に優れただけの新しいマイコンを開発で

きたとしても、それだけでは全く不十分である。真の課題

はそれを事業的に成功させることにある。現に、当時す

でに多数の新しい RISC アーキテクチャが各社から発

表されており市場は混戦状態であった。そしてそれらの

多くは実用化されないままに市場から消えていった。単

に新しいだけのRISCマイコンでは市場性が確保できな

い、事業面では成功しないということは明白だった。 

幸いなことは、筆者たちは 8ビットの H8マイコンの世

界で独自アーキテクチャマイコンの事業化プロセスを経

験していたことである。H8 マイコンの事業化にあたって、

それまでアセンブラが中心であった市場に本格的な C

コンパイラを投入するという戦略をとった。また、H8 マイ

コンの内部アーキテクチャを C コンパイラを意識した斬

新な構造にした。 

この戦略により、大きな課題であったソフトウエア互換

性の壁を突破し、H8マイコンの市場優位性の確保に成

功した。この経験を通して、新しいマイコンの成功の必

須要件は、強力な訴求力、ツール環境、そしてマーケテ

ィング力を軸にした「周到な勝ちの戦略とその実行」であ

ることを筆者達は体験的に習得していた。このH8マイコ

ンでの経験は SHマイコンの開発、事業化にあたって大

いに生かされた。 

新しいマイコンの事業戦略で考えなくてはならないも

う一つの重要事項は時間である。高性能マイコンとはい

っても事業化に長い時間を要することは許されない。事

業の本格化までに時間がかかり過ぎるマイコンは市場

から消え去ってしまう運命にある。新しいマイコン事業成

功の鍵は、迅速なデザインインとそのビジネス化である。

迅速に事業化することで、顧客やツール環境などのエコ

システム業界にその製品のモメンタムが生れ、ポジティ

ブフィードバックによってそのモメンタムは大きく成長す

る。緒戦での事業化が遅れると、市場でのモメンタムが

生れず、結局、そのマイコンは市場から消えてゆく。新し

いマイコンは早期に事業化が可能で、そして更に、一過

性でなく長期にわたって競争力を維持できるものでなく

てはならない。「蔵出しのその日から賞味に耐え、年月

を経るごとに芳醇さを増す、上質のワインのように」という

言葉がある。新しいマイコンのあるべき理想の姿である。 

これらのことを考えながら、製品コンセプトの議論を重

ね、コスト競争力に磨きをかけた新しいタイプのRISCア

ーキテクチャを目指すことに決めた。初期の RISC 技術

が生み出され実用化されたサーバー用途は性能最優

先の市場である。一方、エンベッデッド用途は、コスト、

コード効率、消費電力のそれぞれにおいて遥かに要求

の厳しい市場である。 

この要求の厳しいエンベッデッド用途向けにRISC技

術を最適化すること、具体的には「性能（MIPS）/チップ

サイズ、消費電力／性能（MIPS）、コード効率で世界一

のマイコン」の実現を目指した。その後、既存の CISC

や RISC との違いを強調するためにこの製品コンセプト

は「新型 RISC」といわれるようになった。 

製品のコンセプト固めを進めることと並行して、日立

社内の研究所等とも連携した開発推進プロジェクトがキ

ックオフした。応用分野別にベンチマークを実施しアー

キテクチャのブラッシュアップを重ねた。筆者は入社して

すぐの頃に、当時出始めたばかりだったマイコンのアー

キテクチャ評価手法に関する報告を書いたことがあるが、

その際に社内の研究所の諸先輩から用途別ベンチマ

ーク手法の指導を戴いた経験がある。適格なベンチマ

ークが良いマイコンアーキテクチャを生み出す。マイコン

の応用研究の蓄積は新しいマイコン開発にとっての貴

重な財産であった。ソフトウエアの研究所からの強力な

支援も SHマイコンの競争力強化には重要だった。C コ

ンパイラの視点からコード効率改善や高速化に向けて

の改良を進めた。RISC アーキテクチャ全般に内在する

コード効率の低さの課題解決にあたって、「16 ビット命

令長の RISC」という新しい概念を業界で初めて SH マ

イコンが打ち出したことも特筆に値する。 

 
3．SHマイコンは緒戦から総力戦 

SH マイコンの開発プロジェクトではオフサイトミーティ

ングを重ねた。日常の開発室を離れて八王子市内のセ

ミナー用施設で集中的に議論したこともあった。事業部

や研究所などの異なる組織からの、それぞれに個性豊

かなそして力のある開発メンバ達が切磋琢磨しながら、

良い意味でのゲマインシャフト的な一体感を持ってプロ

ジェクトを進めることができた。組織を跨るメンバのプロ

ジェクト運営やオフサイトミーティングの手法は、1985年

頃の H8 マイコン開発の際に確立したものだ。これらの

手法は SHマイコンでもそのまま踏襲した。 

SH マイコンの開発を始めた頃の日立のマイコン開発

部隊は、足元のビジネスに直結する H8 マイコン系列の

新製品開発の真っただ中にあった。設計リソースは逼

迫していたので当初は SH マイコン開発へのリソース配

分は決して潤沢とはいえなかったが、SH マイコン開発

チームの士気は大変高かった。 

最初の製品 SH1 の LSI 開発は 1990 年ころから本

格化、1992 年 9月 28 日にファーストカットの試作品が
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完成、一発で完動した。感動の瞬間だった。C コンパイ

ラなどの開発環境も SH マイコン戦略の中で重要な位

置づけであった。LSI 開発と並行して開発に取り組ん

だ。 

図 2．SHマイコン第一号（SH1） 

1992年 9月 28日完成 

そして、満を持して 1992 年の 11 月に、SH マイコン

を市場に正式デビューさせた。当時、アメリカに出張す

ることも多かったので、インテルやアップルのマーケティ

ングに関する本を買っては読んでいた。そのころに書き

とめたメモの中に下記がある。 
Start product development with a breakthrough 
marketing campaign.  
Careful market research results in one sure 
thing: You will be late to market. 
周到に策定した SH マイコンの製品コンセプト「新型

RISC 」 を前面に掲げ、攻めのマーケティング、

Proactive Marketing を推進した。会社幹部を先頭に

組織的で強力な攻めのマーケティングを展開した。当

時、デジカメ、カーナビ、インターネットＴＶなど、顧客各

社で話題の新製品の開発が始まっていたが、これら話

題の新製品用途で「新型RISC」SHマイコンはデザイン

インを次々と実現していった。MGO（Micon Grand 

Operation）と名付けられた営業、マーケティング、設計

開発を結集したこの総力戦は、今でも営業やマーケティ

ングの OB との会合での語り草になっている。 

振り返ってみれば、デジカメやカーナビなどの新しい

エレクトロニクス製品群の創成期にタイミングを合わせて

SH マイコンを市場投入、デザインインしたことの意義は

大きい。これらの新しいエレクトロニクス製品群は、その

後、大きな市場を形成していった。そして、軌を一にして

SHマイコンの事業も成長した。「新型 RISC」という製品

コンセプトとその市場導入のタイミングは成功だった。市

場から大きな反響を得て、SH マイコンは早期に市場モ

メンタムを形成することに成功した。SHマイコンは「蔵出

しのその日から賞味に耐えた」。緒戦は成功だった。 

 
4．SHマイコン事業の発展 

SH1 の成功を梃子に、セガのゲーム機に SH2 をデ

ザインイン。そして次世代機ドリームキャストに向けて

「SH4 マイコン＋NVIDIA のグラフィック」というソリュー

ションを顧客に提案した。当時はまだベンチャだった

NVIDIA の社長と一緒にセガの幹部の前でプレゼンテ

ーションをしたことがあった。彼がプレゼンテーションの

中で、‘people、mindset、desire’を強調していたことを

思い出す。技術そのものもさることながら、デザインイン

への良い意味での強烈な意欲の表明がいかにもベンチ

ャらしく、印象的だった。そして、彼ら以上に強い意欲で

SHマイコンのビジネスを推進しよう、と思った。 

結局、セガの次世代機ドリームキャストの CPU には

FPU を搭載した SH4 がデザインウイン、グラフィックに

は Imagination Technologyの技術が採用された。歴

史に「もし」はないが、もし SHマイコンと NVIDIAがドリ

ームキャストを通じて協業を拡大できていたら、或いは、

デザインインしたゲーム機がもしプレーステーションだっ

たら、SH マイコンの歴史も違ったものになったかもしれ

ない。いずれにせよ、その後大きな市場に成長するゲ

ーム機市場でのデザインインは SH マイコンの歴史にと

って意義深いものであった。セガのゲーム機向けの出

荷がけん引してSHマイコンは一時期とはいえ出荷数量

世界一の RISC となった。グローバルな認知度が大きく

向上した。そして、Windows CE でのマイクロソフト社と

の協業を実現する大きな力になった。 

1995年ころ、PDA（Personal Digital Assistant）と

呼ばれる携帯情報端末が開発され始めた。SHマイコン

にとってこの PDA 市場への参入は戦略的に重要な意

味があった。Note PCはWintel (Windows +Intel)の

独壇場だが、PDA なら SH マイコンにとってもチャンス

はあると感じていた。Note PC と同じ情報処理装置であ

るとはいえ、PDA はコストや消費電力の要求が強い。

SH マイコンに有利な分野だ。SH マイコンは情報処理

用途のビジネス展開にはそれまで慎重姿勢をとってきて

いたが、ようやくチャンスが来た。しかし、この用途では

SH マイコンが得意としてきた制御用途とは異なる戦略

が必要である。これまで以上に OS 戦略が重要になる。

データ処理能力の強化も必要である。SH マイコンにと

っては新しい世界である。 



半導体産業人協会 会報 No81(‘13 年 10 月) 17

この情報処理用途を狙った第一弾の製品が SH3 で

ある。SH3はMMU（メモリマネジメント機能）を搭載した

初の SH マイコンで、開発チームも情報処理用マイコン

の設計経験のあるメンバを中心に新たに編成した。情

報処理用途での成功の鍵が OS 戦略であることは、

Wintelが独占する Note PCの世界を見れば明らかで

ある。 

その意味で、当時Windows CEを開発していたマイ

クロソフトとの協業ができれば理想的である。デジタル家

電、情報家電、ゲーム機市場等でのSHマイコンの市場

実績や優位な市場ポジションを最大限活用してマイクロ

ソフトへアプローチしていった。Windows CEでの協業

を実現するまでに、何度かワシントン州の Redmond に

出かけた。当時はまだホテルのインターネット環境が不

十分だったので、電話と FAX を使って緊急の仕事をし

たことがあった。日本との間で FAX で書類を何度もやり

とりしたり電話で議論したりで通信費が跳ね上がり、ホテ

ルをチェックアウトの際にルームチャージよりも高い通信

費の請求書をみて驚いたことなど思い出す。Windows 

CE がリリースされた 1996 年の COMDEX で発表され

た PDA の殆どが SH マイコンと

Windows CE を搭載したもので

あった。SH マイコンの圧勝であっ

た。その後、この Windows CE 

は SH マイコンを搭載したセガの

ゲーム機「ドリームキャスト」の OS

にもなった。 

図 3．1996年 12月マイクロソフトのビルゲーツ氏が 

来社の際に贈呈した SHマイコン-Windows CE 

連携の記念品 

PDAをはじめとした携帯情報端末機器に向けての第

2弾が SHマイコンにDSP機能を搭載した SH-DSPで

ある。それまで DSPは社内の別の組織で独立して開発

されていたが、DSP 単独製品でのデザインインは必ず

しも順調とは言えない状況であった。デジタルカメラや

PDAなどの分野でデザインインが進んでいるSHマイコ

ンと音声や画像処理能力の高い DSP を一体化すれば、

SH マイコンにとっても DSP にとっても戦略的意義は大

きい。 

市場へのインパクトも期待できる。この発想から

SH-DSP という画期的なコンセプトの製品が生れた。

DSP と一体化したマイコンは、SH-DSP が業界初では

ないかと思う。 

SH3 はその応用分野の性格上必ずしも需要が激増

したわけではなかった。しかし、この時の PDA などの情

報処理用途向けのLSIやOSなどのソフトウエアへの開

発投資が、その後、携帯電話用のマイコン SH-Mobile 

へと発展してゆく礎になった。 

 
図 4．SHマイコン発展のあゆみ 

5．SHマイコン、その後の事業の軌跡と将来 

SH1 から始まり、SH2、SH3、SH-DSP、SH4 と SH

マイコン事業は順調であったが、SH マイコンの次への

布石、ロードマップ策定が課題になってきた。建て替え

前のサンフランシスコ空港のカフェテリアで、シリコンバ

レー拠点の SH マイコン開発のリーダと紙ナプキンの上

に SH1 から SH5 までのロードマップを書いて議論した

のも良い思い出だ。SH5 をどうするかが大問題だった。

21 世紀に向けて、SH マイコンのアドレス空間の狭さは

決定的な弱点に思えた。MIPSや PowerPCの 64ビッ

ト機への対抗策も気になっていた。SH5 は、広いアドレ

ス空間を持つクリーンなアーキテクチャを選ぶか、あくま

でもアップワードコンパティビリティを堅持するか、長い

検討の末に 64 ビットアーキテクチャを選ぶことを決めた。

64ビット化にあたっては当然ながら SH4までのマイコン
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との互換性が問題になる。SH4 とのコンパティビリティは、

SH5 にエミュレーションモードを持たせて担保することと

した。 

SH5 は大型開発プロジェクトであった。SH4 をライセ

ンス供与した ST マイクロも参加して米国を拠点に開発

が始まった。しかし、丁度この時期に社内の半導体事業

全体やマイコン事業のマネジメントに大きな組織変更が

あり、事業路線の見直しも行われた。更に、21世紀に入

り ITバブルが崩壊、マイコンの市場も大きな影響を受け

た。結果的に、SH5 は、開発は進んだものの、鍵となる

マーケティング、つまり、先導的な顧客の獲得に大苦戦。

製品開発とマーケティングがかみあわず SH5 は緒戦を

制しきれなかった。SH5 の高速バス技術などの重要技

術は後続製品群に継承されたが、SH5 そのものは製品

化には至らなかった。SH5は幻の製品となった。 

   

図 5．製品化されることのなかった 

幻の SHマイコン：SH5 

パートナ戦略は SH マイコンの重要な事業戦略の一

つだった。OSやコンパイラ、ミドルウエアなど国内、海外

のソフトウエアメーカとの協業を戦略的に推進した。また、

陣営強化のための SH マイコン技術のライセンスも積極

的に進めた。国内、海外で半導体メーカやユーザにもラ

イセンスを供与した。しかし、マイコン製品事業を社内に

抱えながら、潜在的には製品事業で競合するかもしれ

ない相手に技術をライセンスすることには自ずと限界が

ある。ARMやMIPSはライセンス専業でライセンス先と

製品事業で競合することはない。結局、陣取り合戦で

ARM、MIPS に敗退、潜在的な利益相反の壁を突破

できなかった。そして、デファクトスタンダードの地位は

ARMに譲ることになった。 

SH マイコンは応用分野別のデザインインの陣取りで

は善戦した。SoC化設計効率の抜本的な改善のために

SH マイコンコアは全面的に再設計された。ナビゲーシ

ョン用途に開発された SH-navi はこの分野のプラットフ

ォームとして世界標準の地位を確立した。SH-mobile 

ではソフトウエアを統合したプラットフォームも開発され

た。SH1、SH2 は民生や産業用途、自動車エンジン制

御などの分野で広く普及していった。 

いろいろな課題や困難を乗り越えながら、今年で SH

マイコン市場投入から 21 年になる。進歩の速い半導体

の世界で 21年の年月を経て今もその芳醇な香りを湛え

ている。SH マイコンは「蔵出しのその日から賞味に耐え、

年月を経るごとに芳醇さを増す、上質のワイン」に育った

といえると思う。近年、半導体業界では ARM が世界標

準のマイコンとして広く普及した結果、マイコンそのもの

はもはや事業の競争力を左右する決定的な差別化要

因とは云えなくなってきた。事業の競争領域の中心は応

用分野別の所謂プラットフォームやソリューション力に移

っている。しかし、プラットフォームやソリューションの中

で、SH マイコン事業で蓄積された技術やノウハウが今

後も形を変えながらも生かされてゆくものと信じている。

その技術とコンセプトが新しい半導体事業の中で「年を

経て形を変えながらも芳醇な香りを放ち続ける」ことを願

っている。 

今、SH マイコンの歴史を振り返ってみると、多くの人

たちの力によるところが大きいことをあらためて思うと同

時に、この SH マイコンの事業に関われたことは幸運で

あったと思う。2010年 6月 13日、SH マイコンにとって

も大きな朗報が飛び込んできた。それは、小惑星探査

機「はやぶさ」が 60億 kmを飛行して 7年ぶりに地球に

帰還したというニュースである。  

 

図 6．小惑星探査機 はやぶさ （出典：池下章裕） 

「はやぶさ」は電子制御用に SH3 を搭載していた。

「低消費電力」、「コンパクト（コード効率が良い）」「高い

コストパフォーマンス」など、「はやぶさ」と SH マイコンの

コンセプトの類似点は多い。「はやぶさ」は、幾多の困難

を克服しながら長い道程を経て見事に帰還を果たした。

小惑星からのサンプルリターンという快挙を成し遂げ

た。その「はやぶさ」に SH マイコンを投影しながら、SH

マイコンの辿ってきたこれまでの道程を思い、そして、そ

の将来に想いを巡らせた。  
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１．はじめに 
筆者は、1967 年（昭和 42 年）大学卒業と同時に㈱日立

製作所に入社し、半導体事業を推進していた武蔵工場に

配属となった。部署は、米国 RCA 社から半導体関連技術

を導入していたICの設計及び製造技術立上げを担うIC開

発部で、IC パッケージ係であった。係長の庵地孝彦氏、鶴

田忠久氏、金子周二氏の 3名が製造プロセス開発を担当し

ており、パッケージの設計を担当することになり、入社一年

生で大仕事を任されたのであった。この当時の IC の端子

数は 8～10 ピン程度のキャンタイプが主体であったが、素

子集積度の向上に従い、端子数が多いパッケージが要請

されつつあり、米国 RCA 社が開発していた積層セラミック

パッケージ技術を含む IC製造設計技術を、日立製作所は

1965年に導入契約し技術開発を行っていた。最初に、パッ

ケージ外形として 14 ピンのフラットパッケージ（FC）と、16

ピン DIL（Dual In Line）型を設計することになった。 

電卓用MOS ICや LSI素子の発展と共に、多ピンパッ

ケージ設計製造技術は日本が世界をリードしてきた。積層

セラミックパッケージ関係技術の開発過程を報告する。 

 
２．積層セラミックパッケージ材料・プロセスの開発 

積層セラミックパッケージ製造に必要な材料は、RCA 社

の技術書に記載されていたが、セラミックパッケージには、

絶縁体を形成するアルミナの他クレイやタルクなどのセラミ

ック材料、セラミック基板上に導体を形成する高温焼成用導

体粉末材料、焼成前に粉体材料を繋ぎ止める有機バインダ

ーや粉体を混錬する溶剤など多くの材料や薬品が必要と

なる。焼成されたセラミック基板にニッケルメッキを施す方

法、金属端子となるコバール（Fe-Ni‐Co合金）材料・コバー

ル材料とセラミック材料を接続させる銀錫（Ag‐Sn 共晶材

料）、金属部への高品質のNi-Auめっきする材料、IC組立

時のダイボンディング用金箔材料・ワイヤーボンディングの

為のアルミ線材料、IC 組立後の封止キャップ材料と溶着性

に優れた Ni-P(ニッケルリン)めっきなど多種の材料を購入

するため、国内外のメーカと相談しながらの材料を調達した。

図１に積層セラミックパッケージ製造プロセスと設計したパ

ッケージの断面模式図を示す。 

 

１） 積層セラミックパッケージ製造プロセス  

 

 

    

 
  2） IC組立後シーム溶接封止概略図 

 
図1 積層セラミックパッケージ工程概要とシーム溶接封止 

 

日本で発展したセラミックパッケージ技術 

村上 元（ 元(株)日立製作所武蔵工場 ） 

電極 

キャップ

IC素子

セラミックパッケージ 
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３．日本最初のFPC14&DIL16の開発 

日立最初の IC 素子は、チップサイズ 1mm□程度の大

型電子計算機用であった。この IC を搭載するパッケージ

は、リードピッチ1.27mmの14ピンフラットパック（FC）型と、

リードピッチ2.54㎜のピン挿入型DIL(Dual In Line)16ピ

ンを同時に設計した。 

図 2 に日本で最初に開発した FPC14、図 3 に DIL16

の外観写真を示す。 

 

     
 

図2 ＦＰＣ14          図3 ＤＩＬＣ16 

 
焼成前の生の状態をグリーンシート呼び、グリーンシート

の厚みは、約 0.5㎜の厚みで大きさ 90mm□のサイズとし

て、シート当たり多数個のパッケージを配置するレイアウトと

した。グリーンシートには、積層工程での合わせ基準の穴

をプレスで穴明けした。グリーンシートの組成は、アルミナ・

タルク・クレイなどの無機材料粉末をブチラールや屈曲性

を与える有機材料などをボールミルに投入し、ボールミル

を回転させながら材料の均一化を図るとともに、粘度などを

調整しスラリー状にした。このスラリーを耐熱性の高いマイ

ラー紙の上に、ドクターブレード方式で厚みを調整しながら

広げ、150℃で溶剤を乾燥させ弾力性の高い生セラミックシ

ートにした。この装置をキャステイング装置と呼び、社内の

生産技術部と相談しながら設計したものを用いた。パッケ

ージ本体はグリーンシート 3 枚で構成され、トップシート・ミ

ドルシート・ボトムシートの 3層構成とした。トップシートには

封止リング取付用パターンを印刷し、ミドルシートにはIC素

子のBonding Padとの細線接続用端子配線、ボトムシート

表面にはDie Bonding用と裏面には金属端子接合用パッ

ドを印刷した。印刷後にトップシートには Bonding 接続配

線パッド穴、ミドルシートにはダイボンド用素子搭載穴とス

ルーホール接合用穴、ボトムシートにはスルーホール接合

穴をプレス成型で穴明けした。各シートへの印刷用のイン

クは、モリブデン(Mo)とマンガン(Mn)の微粉末を溶剤に分

散させ、印刷精度を高めた粘度コントロール（チクソ性）対

応インクを自家製造して使用した。グリーンシートへの印刷

にはスクリーン印刷機を自家製造して用いた。約 0.5 ㎜φ

のスル―ホール穴の内壁面には、インクが流れ落ちやすいよ

うに真空引きしながらスクリーン印刷する方法を採用した。こ

れらの印刷機やプレス金型なども生産技術部や外部メーカに

協力を仰ぎながら製作した。 

印刷後インク溶剤を乾燥させてから3枚をホットプレス約75

㎏/cm2の圧力と約150℃の温度で約30分かけて樹脂を硬化

反応させて積層接着させた後、プレス金型で 1 個に分割し、

それを 1600℃で約8時間の還元連続焼成してセラミックを焼

き固めた。この焼成工程でセラミックスは約15%程度収縮する

ので、グリーンシートへの印刷パターンや打ち抜き金型のパ

ターンは、収縮分を考慮して設計する必要があった。この収

縮率や焼き上がり状態は、素材の混合比や焼成条件などによ

って大きく異なるので、その条件出しに苦心した。 

特に、パッケージの形状は凹状であることや導体材料の線

膨張係数差により、Die Bonding 部Wire Bonding部が盛り

上り、全体が歪むなど、焼成後のパッケージの平坦化に苦労

させられた。 

焼成後のセラミックの胴体部には、バレル法による電気 Ni

メッキを 4μm程度施した。この工程で導体パターンは、電気

的に絶縁された状態にあるため、電気的導通の確率を高める

ために、パチンコボールと1㎜程度の太さで長さ2～3㎜の釘

をバレルの中に入れる工夫をした。手動めっき装置は手作り

し、めっき薬品は自家調合した。 

めっきされたセラミックに金属リードフレームを水素還元炉

で約 800℃の温度で銀蝋付けした。金属リードフレームは、コ

バール板にパターンを露光し、塩化第2鉄溶液で触刻して形

成した。FP用には0.127㎜厚み、DIL用は0.25㎜厚みを用

いた。封止リングには 0.25mm厚みの板材を用いた。銀蝋付

後、金属表面に Ni下地の上に、厚み 1μmの Auめっきを

施し、セラミックパッケージを完成させた。 

このパッケージに、IC 素子（Si）を、金箔を溶着蝋材として

約500℃の温度でAu-Si共晶Die Bonding接合させた。素

子をピンセットで掴み、指先でピンセット先端を押さえながら

擦って接合した。この工程では、温度膨張係数の異なることか

らパッケージや素子の割れなどの破壊不良に苦労させられ

た。 

Die Bonding後、素子のボンディングパッド部に径25μm

の Al線を、Al-Alの超音波 Bondingで接合した。素子搭載

後は、空気中の水分と酸素濃度を少なくした N2雰囲気のドラ

イボックス内でキャップを乗せて、銅材料をローラ形状にした

2 つの電極から高圧電気を掛けてプラス側とマイナス側電極

下部部でリングとキャップ接点での抵抗が高くなる現象を利用

した点電極を行い、点溶接を順次キャップ全周で行い、封止

を完成させる装置をメーカと協同開発した。点溶接を連続的

に行うことからシーム溶接法と命名した。点溶接された部分は
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金属が融けるので、湿度試験や塩水噴霧試験などの環境

試験に晒されると金属が酸化して信頼性が確保できなくな

ることから、キャップ全面にエポキシ樹脂の黒インク塗布を

行ったり、Snめっき被服を行うなどして対応した。 

 
４．多ピン化への対応 

電卓用に使用された IC は、その後多端子化が進行し

DIL型24ピン、2個の ICを搭載する28ピンなどを開発し

たが、入社2年後（1969年）には 42ピンのFPCを開発す

ることになった。FPC42に 9個の IC を搭載して電話機の

大きさの電卓が開発された。（図4、図5、図6） 

 

    
図4 24ピン     図5 2素子搭載型28ピン 

 

 
        図6 世界最初のＦＰＣ42ピン 

 
５．メモリ素子・マイコン素子への対応 

1970 年台に入るとメモリ素子の大容量化に伴い素子が

大型化してきた。大型素子対応のためにリードフレームを

セラミックパッケージの側面にリードフレームを取り付けタイ

プのサイドブレーズ型を開発した（図 7）。メモリ素子は、

DRAM用と SRAM用が必要で SRAM用はより素子の端

子数が多くリードフレームの列ピッチ 300 ミルから 400 ミル

や 600 ミルへと拡大させて大型素子を搭載できるように工

夫した。 

セラミック側面に印刷するために、積層数は 4層として 1

層の厚みも厚くして、個片プレス加工後、プレス加工で荒ら

された加工部を研磨紙で平坦化加工して、多数個を重ね合

わせて治具に取り付け、側面にスクリーン印刷した。印刷は

左右の両面に行った。 

 

    

 最初のDRAM            サイドブレーズ型 

 列ピッチ 300 ミル        SRAM用列400ミル 

 図7 初期のメモリ用パッケージ 

 
一方 IC開発部隊からは、マイコン素子用やEPROM用の

パッケージ依頼がなされ、DIL型40ピン、60ピンへと多ピン

化を拡大させ、60ピンでは列ピッチを 900milとして対応させ

た。EPROM 用には紫外線で電子を放出消去させる必要が

あり、キャップに 400nm以下の波長も透過する紫外線透過ガ

ラスを低融点ガラスで封着する構造を設計した。紫外線透過

ガラスとしてパッケージ本体と同じ線膨張係数を持つ透明ア

ルミナ（サファイア）基板をメーカに開発してもらって使用した

（図8、図9）。 

 

 

           図8 8ビットマイコン系列 

 

  

  EPROM    EPROM搭載型   EPROM内蔵MC 

 
図9 紫外線透過窓付パッケージ 
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６．ＰＧＡの開発 

1980年台に入ると大型計算機の専用論理LSI用素子の

端子数は50ピン以上への要求が高まり、DIPより実装効率

の高いパッケージを考える必要になり、大型計算機用 LSI

設計部と相談してリードピンを100milの格子状に配置する

PGA(Pin Grid Array)を開発した。最初はセラミック基板に

リードピンを挿入したタイプの52ピンPGAを開発して日立

の大型電子計算機用論理LSI素子に適用した（図10）。 

PGA型は DIL型より多端子の拡大対応が容易であるこ

とから、ゲートアレイやシステムLSIなど大型論理素子用に

広く採用され1990年代前半までのシステムLSIのメインパ

ッケージになった。1980 年代後半にプリント基板を用いた

量産性と低価格化・高速化対応のプラスチックPGAを開発

すると米国メーカはこぞってプラスチック PGA を採用する

ようになっていった。 

   

図10 世界最初の論理LSI用PGA52ピン 

 
７. 小型高密度実装化への対応 

  積層セラミック技術は、高密度実装化出来る特徴を生か

して腕時計ICなどにも適用した。図11はアナログ表示タイ

プのCMOS ICを搭載したLCC（Leadless Chip Carrier）

であり、図11はデジタル腕時計用LSIに適用した例である。

3 層積層技術を用いて、メタライズ配線へのめっきは、無電

解金めっきを採用した。素子組立後は、リードフレームを付

けない構造として、シーム溶接を行い、メタライズパッド部で

直接はんだ材料でプリント基板に接合する構造とした。 

         
         図11 腕時計 IC用LCC10ピン 

 

1980年中頃になると、デジタル腕時計用 LSIの開発が

盛んになり、限られた空間内に高密度実装を行うために、

積層セラミックパッケージ技術を駆使して、水晶振動子・

電池・トリマーコンデンサ・液晶表示パネル・リューズな

どの部品を取り付けるように工夫したパッケージを開発し

た。図 12はその事例である。金属蓋の内部にLSIを実装

した。 

長方形穴部に水晶振動子、丸穴部にリチウム電池を搭載し

た。円周部の切込み部にはリューズ接続部などとした。 

    

          図12  デジタル腕時計LSI 

８．終わりに 

ICや LSI素子搭載の積層セラミックパッケージの開発は、

当時の武蔵工場で開発試作を行い、ES認定や顧客認定を行

った後、量産の一部をセラミックメーカに製造委託したことから、

セラミックメーカを通じて国内外の半導体メーカに紹介された。

ここに紹介した積層セラミック関係技術は、その後量産数量の

拡大と共に、プラスチック化が実現され IC/LSI用には使われ

ることが少なくなっているが、光センサ・光通信、SAW・水晶

振動子、MEMES、高輝度LEDなどに幅広く採用され、セラ

ミックパッケージ技術は日本が生産の多くを担っている。半導

体素子の市場ニーズに合わせたパッケージ設計開発と新規

実装材料は、日本が技術発信元になってきた。今後も半導体

産業がパッケージ技術と共に発展することに期待したい。 

なお、セラミックの導体材料は、開発当初Mo-Mnであった

が、熱的安定度の高いタングステン(W)に替えた。大型計算

機用 LSI 実装配線基板では導体金属配線の伝送ロスを少な

くするためにCuやAg材料を導体として焼成温度の低い技術

として LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic)が日

立製作所神奈川工場などで開発され、この LTCC 技術は電

気的特性が優れていることから無線通信周辺の実装基板材

料に使われてきている。 

 
＜参考資料＞ 

1． 日立製作所 工場史 「武蔵工場20年のあゆみ」 

2． 日立製作所 技術雑誌 「日立評論」  
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Encore80号（2013年7月）に、「日本のファブレスは成

功するか？(1)」と題する記事を掲載した。 

 

1．ファブレス成功のための２ステップ 

従来の例を見ると、ファブレスが成功するためには 2 つ

のステップが必要である。第1ステップは、ある特定のアプ

リケーションにおける有力なユーザーに向けて、優れたカ

スタムデバイスを開発・提供することである。この段階にお

いては、日本でも、ゲーム機、液晶ディスプレイ、パチンコ

等の分野で大いに成功しているケースを見ることができる。

そのうえで事業規模を飛躍的に拡大するためには、第 2

ステップとして、より幅広い顧客をターゲットとした標準ロジ

ックデバイス（ASSP）としてグローバルスタンダードな地位

を築く必要がある。 

 

2．ターゲット分野 

スマートフォンならびにタブレットPCの成長は著しく、こ

れらは従来日本が得意としてきた民生機器も取り込んで

半導体産業の成長を牽引している。ただし、そこに使われ

る通信・信号処理分野のロジックデバイスは既にメーカー

間の勢力図が固まってきており、新たに参入するのは得

策とは言えないのではないだろうか。 

一方例えば、自動車、ロボット、ヘルスケアのような日本が

最先端を走っている分野は依然として大きなチャンスがあ

るのではないだろうか。 

 

3．今後の検討 

このような領域において、日本のファブレスが成功のた

めの第2ステップをクリアするためには、グローバルなマー

ケティング力と標準化によってグローバルスタンダードの

地位を確立する必要がある。これを成し遂げるための具体

策は過去の経験に学ぶしかない。スマートフォンの二の舞

を演じてはならない。日本がかつては最先端であったがグ

ローバルスタンダードの地位を得られなかった事例をスタ

ディし、新たな成長市場で成功するための施策を見出す

必要があると思われ、今後その方向で検討をすすめてい

く予定である。 

                                    

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、伏木 薫、 

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）

 

ECのプレスリリース 
EC（European Commission）が、半導体を中心とするMicro- & Nano- Electronicsの共同研究開発に、2013年か

ら 2020年の 7年間に 50億ユーロ（約 6,500億円）の公的資金を投入するとのプレスリリースを 5月 23日に行った。こ

の背景を当協会会員であるMalcolm Penn氏から聞く機会を得た。 

研究対象はリソグラフィ、デバイス物理、新材料、新構造、450mmを主とし、外国企業も参加できる。 

50億ユーロの公的資金投資の結果として、1,000億ユーロ（約13兆円）の民間投資を引出し、欧州での半導体生産の

世界シェアを現状の約 3倍の 20%にする目標を掲げている。背景には米国やアジアへの対抗がある。EUは米国とほぼ

同等の GDPを有するので、米国並みのシェア 20%を目指すとしている。 

EC は半導体技術開発への公的投資の有効性を、雇用、他産業への影響、EU の経済成長の観点から強く認知して

いる。半導体産業の年平均成長率が 5%を継続することを、また半導体産業による域内の直接的な雇用が現状の 20 万

人から 45万人へ増加することを見込んでいる。 

欧州には多くのファブレスがあり次世代半導体の開発が活発に行われているが、現状は製造の多くを台湾のファンドリ

ーに依存し、今後ますますファンドリーがボトルネックになるとの見通しから脱却するため、域内に最先端のファンドリーを

誘致したいとの強い思いがある。その対象を欧州国籍の企業に限定せず、外国企業の投資を歓迎するとしている。 

退潮傾向にある欧州半導体産業（特に製造分野）がこの政策により狙い通りの成果を出すか、今後大いに注目される。

 

☆ 委員会報告 ☆ 
日本のファブレスは成功するか？(２) 

論説委員会  委員長  井入正博 
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新事業企画委員会の活動について 

 
[1] はじめに 

昨年実施された個人会員向けのアンケートで「新事業企画

委員会」（以下、「新事業委」と呼ぶ）に興味を持った個人会員

が多かった。この背景は現状のSSISの活動に物足りなさを感

じており何か新しい活動がほしい、という会員からのメッセー

ジのように思える。以下に「新事業委」の活動について紹介し、

将来への思いを述べたい。 

 
[2] 新事業企画委員会の発足 

私は「新事業委」の前身である「会員拡大委員会」の委員長

に 2010年 2月に就任した。当時、会員拡大活動は「事務局」

と「文化活動委員会」が分担して行っていたが、牧本理事長の

判断で会員拡大を専任とする「会員拡大委員会」が提案され、

2010年春の総会で正式に誕生した。 

2010年の活動で個人会員数は大幅に増加し、初めて 300人

の大台をクリアした。 
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第１図　SSIS個人会員数の推移と年次別増減  

第 1図は 2005年以降の個人会員数の推移と年次毎の増

減であるが、2011 年以降、個人会員数は頭打ちになり、むし

ろ減少の傾向にある。この過程で私が学んだことは、 

(1)人脈により知人を勧誘して会員になってもらっても、2~3

年目には退会し、長続きしない。  

(2)その理由は会員にとって現状の SSIS の活動が まだ、

十分に魅力的でないことにある。 

(3)この問題を解決するためには、会員が「楽しく」、「有意

義」と感じてくれる、魅力ある諸活動を始めることである。

「会員拡大委員会」の 2年間の経験から私は 2011年12

月に「会員拡大委員会」を「新事業企画委員会」に名称変

更するとともに、担当委員数を増やし、「新規活動創生」と

いう方向に活動方針を転換することを提案をした。そして、

同年12月の理事会で承認された。 

 
[3] 新事業企画委員会の目的と提案 

SSISの会員を拡大するために、SSISは新規活動を創生し、

会員に魅力的なサービスを提供することが必要である、その

結果として、会員の拡大を図ることができると思う。 

以下が「新事業委」の検討課題である。 

(1)アンケートの分析結果を深く考察する。 

(2)SSISの有する価値（Value）を分析しその強味を知る。 

(3)SSISの会員がSSISに何を期待し、何を求めているかを

徹底討論し、可能ないくつかの活動をリストアップする。 

(4)現状のSSIS体制の中で具体的にチャレンジ出来る新規

活動を議論して提案する。 

(5)その新規活動は必ず、成果を上げる必要があり、そのた

めの「必勝活動モデル」を提案する。 

 
[4] 新事業企画委員会の現在の活動 

(4-1) 委員会メンバー 

委員長：喜田祐三 

委員（敬称略）：荒巻和之、石塚正貴、金澤雅義、 

   川西 宏、熊谷正世、佐藤吉広、周藤仁吉、 

   鷹取正豪、多田年宏、C.Helen、室伏秀之、 

   山崎正雄、吉崎寛信 （以上、13名：2013年8月現在） 

(4-2)  「人材支援活動」の目的、概要と特長 

上記、検討課題を徹底的に検討し、新規活動の第一弾とし

て具体的に提案着手したのが「人材支援活動」である。 

継続する半導体不況の煽りを受けて、現在、大手半導体メー

カーを含めて多くの企業がリストラを行っている。この結果、優

秀な半導体エンジニア、マネージャが仕事を失いつつある。

このような、状況下、私達は「人材支援活動」を SSIS の会員

（個人、賛助）へのサービスの一環として開始した。これは意

義のある活動である。活動の概念図を第 2 図に示す。

 

☆ 委員会報告 ☆ 新事業企画委員会 
委員長 喜田 祐三 



半導体産業人協会 会報 No.81(‘13 年 10 月) 25

活動の重要なポイントは下記、4点である。 

(1)この活動は「SSIS会員の、SSIS会員による、SSIS会員

のための活動」であり、会員へのサービス活動と位置づ

ける。 

(2)SSIS 会員及び関係者の限られた範囲の人材情報（求

職・求人）を SSISのネットを通して、SSIS「人材情報登録

センター」に登録する。 

(3)現在、SSIS賛助会員に 6社の「人材関連会社」がいるこ

とに着目して、この 6 社に「協力会社」になって頂き、

SSIS 人材情報登録センターと「協力会社」が協力して活

動する。「協力会社」の活動内容はSSIS人材情報登録セ

ンターに登録された求職人材の再就職支援活動を行う事

である。 

(4)成約した場合には「協力会社」は SSIS に対して一定の

登録情報利用料を支払う。 

(4-3) 支援活動の現状と成果 

本活動をスタートしてすでに半年が過ぎた。 

人材登録数は予定を上回り、求職、求人共に目標の 100件は

達成可能である。さらに、「協力会社」による再就職支援活動も

順調に推移しており、すでに4件の成約を達成している。 

 
[5] SSISを支え発展させるために 

「新事業委」はすでに述べたように、会員のために新規諸活

動を企画し、その実現性検討の後、それを実行するミッション

を持つ。第3図はSSISを更に活性化する組織概念図である。 

 

 

 
SSIS の有する価値を活かした、各種活動および事業を創

造するために「新事業委」はSSISの中核に位置付ける必要が

ある。そして、 

(1)すべての活動は「SSIS会員の、SSIS会員による、SSIS

会員のための活動」と位置づける。 

(2)現状、SSISには10の委員会があるが、委員会間の協力

により、新しいSSISの価値を創造する。 

(3)さらに、外部の組織、例えば、 

   ●半導体関連企業、●諸学会、●協会 / 団体、 

   ●人材関連会社、●教育関連会社、●自治体、●他、 

等々と協力してSSISとしての新しいサービスを創造する。 

 
[6] まとめ 

「新事業委」の今後の活動を纏めると以下の通りである。 

(6-1) 「人材支援活動」の継続と独立化 

2013年 1月からスタートした「人材支援活動」を継続させ、

まず、軌道に乗せる。その後、「人材支援委員会」を「新事業

委」から切り離して人材支援委員会として独立させる。 

(6-2) 次のステップ 

[5]章で述べたとおり、SSIS 会員のための新たな活動およ

び事業に挑戦する。その考え方は、 

(1)新しいサービスの創造。 

(2)会員のために楽しい「遊びの場」を提供する。 

(3)会員のために楽しい「学びの場」を提供する。 

(4)会員のために新しい「ネットワーク」の活用を提案する。 

(5)全会員が共通に参画出来る活動の場を創造する。 

(6)複合的活動によって新しいSSISの価値を創造する。 

 
[7] おわりに 

現在の SSIS の活動は一生懸命にボランティア精神を発揮

して活動する限られた会員によって推進され、ある意味で限

定的なものである。 

多くの会員は参画意識が低く、極めて受動的である。しかし、

すべての会員は半導体産業の現状に危機感を持ち、心のより

どころを求めているに違いない。また、さらに、特に若い非会

員においては未来に希望を持てない人たちが多いに違いな

い。 

私達 SSIS は半導体産業回復の応援団として彼らの期待に

応えていきたいと思う。 

SSIS の将来は私達のアイデイアと柔軟性のある強い行動力

にかかっていると思う。 

最後に、「新事業企画委員会」の委員として活動したい会員

の方々、または非会員の方々は以下のアドレスにコンタクトし

ていただければ幸いである。 

新たに「新事業委」の委員を希望する皆さんを歓迎する。 

 
連絡先：sinjigyo@ssis.or.jp                    以上
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東日本大震災から 2 年半の歳月が流れ、その中で最
も人的被害が大きかったわが故郷宮城県石巻市の復興

状況を確かめる為、今年の5月と7月に被災地の様子を
取材しました。多くの会員の皆様に本文をご一読頂き、

ぜひ当被災地に行って、ご自身の目で直接見て、肌で

感じて欲しいと思います。そして、災害の事実を風化さ

せず、共に復興に向けて「自分にも出来ることがある」と

いう気持ちを持って頂ければ幸いです。 
 
*東日本大震災の被害 
 －宮城県石巻市 死者 3,256 人 行方不明 451 人 

 
 
＜地震発生！＞ 

2011年 3月 11日 14:46 マグニチュード 9.0の巨大
地震が、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千

葉県、東京都、神奈川県の 1都 7県を襲いました。震源

域は宮城県牡鹿（おしか）半島の東南東 130km 沖で、

この地域は、過去にも震度 5～6クラスの大地震を繰り返
す、地震の多発地域です。私が体験した 1978 年 6 月
12 日の「宮城県沖地震」も震度 5 強（マグニチュード
7.4）でした。今回の大震災では地震の揺れが大きかっ
たことはもちろんですが、10m 近くに達した巨大津波が

予想以上に甚大な被害を与え、多くの尊い生命を奪っ

たことは、皆さんもご存じの通りです。太平洋に面して風

光明媚なリアス式海岸が続き、その海岸から川を伝って

内陸へと繋がる自然の地形が被害を大きくしたと言われ

ています。 
 
*石巻市南浜地区を襲った津波の高さを示す柱（7m）が
建つ慰霊碑と、被災地の現況 ［2013年 5月撮影］ 

 
 
＜震災後の初帰郷＞ 
何度か被災した親戚と連絡をとりあい、結局震災後初

めて石巻市を訪れたのは、震災から 8 ヶ月が過ぎた
2011年 11月でした。それまで TVやインターネットなど
を通じて被災地の様子を見るだけであり、これでは真の

被災地の様子が実感として伝わってきませんでした。だ

から故郷に直接行って、自分の目で見て、避難生活をし

ている親戚を勇気づけたいと思ったのは至極当然の行

動だったように思います。震災後初めて訪れた時の光景

は惨憺たるもので、幼少の頃、遊んだ場所はすっかり泥

に埋まり、「瓦礫」の山があちらこちらに数多く点在してい

ました。その「瓦礫」は、放射能汚染の風評被害により、

他県へ運びだすことが出来ず、海からの潮風の匂いと混

じり合って、なんとも言えない異臭をはなっていました。

また、まさに津波に襲われた地区は、住宅などの建物が

すべて流され、ビルは倒壊や骨組みだけの状態で残さ

れ、それ以外はただの野原になっていました。火災が発

生した小学校も真っ黒になった校舎がそのまま残され、

手付かずのままでした。そんな被災地の状況を確認した

わが故郷の東日本大震災からの復興への動き 

編集委員  大森純一 

地域 

だより 
東北だより 
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私は、早速生き残った親戚と会い、地震そして津波が襲

ってきたときの話を聞きました。「建物の3階まで逃げるこ
とが出来た私らは助かったけど、2階までしか上がらなか
った人が、津波にさらわれていった」と言いながら、「助か

った私らは亡くなった人の分も元気に生きていかないと

ね」と話してくれました。しかし流石に、「お母さんを助け

に行ったけど「あんただけでも逃げなさい」と言われ、○○
さんの息子は助かった」という話は、辛かったです。 
 
*2011年 11月に故郷を訪ねた時の様子 

 
 
＜再びの帰郷、復興状況は？＞ 

2013年 5月と 7月の 2回にわたり、故郷石巻市の復
興状況をこの目で確かめたいという思いで訪れました。  

震災後初の帰郷時に比べて、点在していた「瓦礫」の山

が少なくなり、泥に埋め尽くされていた商店街もきれいに

掃除されて、お店も何件か再開していたことに驚きました

が、復興はまだまだだなというのが正直な感想でした。 
ここに、震災前と 2013 年 5 月現在の現況を比較した
写真を紹介します。どの地区も震災前と同じ状況に戻る

ことは、かなり難しいということが伝わればと思います。 
 

*石巻市 中瀬地区の震災前（左）と現況（右） 

 
 
*石巻市 渡波地区の震災前（左）と現況（右） 

 
 
「瓦礫」の山については、北九州市など多くの他県のご

協力により、かなり山の数が減ったことは間違いなく、こ

の場をかりてお礼を申し上げます。ただ未だに倒壊した

建物がそのままの状態で残っていることや、大型ダンプ

が１日に何十回となく往復するため、道路に新たな歪み

が生じ、道路の回復工事が進んでいません。宮城県牡

鹿（おしか）半島では、亀裂の入った半島内の主要道路

の一部区間で片側通行が続いています。 
 
*牡鹿半島の道路状況 ［2013年 7月撮影］ 

 
 
また 7 月には、石巻市の中心部に加えて、更に被災地
の範囲を広げ、慰霊碑のある注目地域を訪れました。 
 
１．石巻 「南浜地区慰霊碑」 
 大型バスや数台のタクシーに分乗して慰霊碑を訪

れる団体が数多く見られました。慰霊碑の周囲は、

何も建物が残っておらず、更地のままでした。 

  
 
２．南三陸 「防災対策庁舎」 
 最後まで庁舎から防災放送を流し続けて亡くなっ

た方を偲んだ慰霊碑のある南三陸へ行きました。

錆びた骨組みだけが残った庁舎前の慰霊碑には、

多くの花が供えられていました。 
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３．石巻 「大川小学校」 
 全校生徒 108 人の 7 割にあたる 74 人が死亡・行
方不明になった学校を訪れました。わずかに残っ

た校舎が津波の破壊力の凄さを伝えていました。 

  
 
＜今後の復興に向けて＞ 
石巻市では、2011年 12月に「震災復興基本計画」

を策定しました。その冒頭には、今後 10年間におけ
る復興への道筋を示すと書かれています。その後の

復興状況が、2013年 5月に報告されました。内容は
残念ながら復興が計画通り進んでいるというもので

はありませんでした。その中で私が注目したのは、

10件の復興協働プロジェクトに関連する事業の進捗

状況です。その 10件の関連事業は以下のものです。 
 
*「石巻市の復興状況について」2013年 5月より 

 

 

前述のスライドの通り、関連事業の中には、半導

体業界でも将来有望な分野として取り上げている

「環境・エネルギー」「医療（介護・福祉・在宅ケア

を含む）」に関するものが多く、復興に向けて重要な

鍵であることは言うまでもありません。それ故に業

界として出来ることは、沢山あるのではないでしょ

うか。そして早期の復興に向けて、各事業の決断と

実行、およびスピード Up が必要です。スライドの
中には「参加事業者を募集中」や「事業検討中」の

事業もあり、これは企業、或いは個人として参画す

るチャンスだと言えます。ぜひ多くの皆さんにご検

討頂ければと思います。よろしくお願い致します。 
 
＜最後に＞ 
 地元の方々は、「ぜひこの被災地の状況を実際に見

て下さい。そしてこのような災害があったことを忘

れず、しっかりした備えが大切です。」と話してくれ

ます。東北の太平洋側は、風光明媚なリアス式海岸

と新鮮で美味しい魚介類の宝庫です。魚介類のお勧

めは、地元でしか味わえない「金華サバ」という、

とても脂がのった美味しいサバです。ぜひ食べて頂

きたいです。今も地元では「がんばろう、石巻」を

合言葉に復興に向けて頑張っていますので、多くの

皆さんに石巻市を訪れて頂ければと思います。 
 
*石巻市までのアクセス 
航空：仙台空港から、列車および車にて仙台経由で

石巻。 
列車：仙台駅から石巻駅間（仙石線）は、一部区間

でバス代行による特別ダイヤ。 
車 ：仙台市から石巻市中心部まで、問題なく通行

可能。しかし、石巻市周辺部（海岸地域）は

一部未舗装や片側通行等の箇所あり。 
 

 
 
（参照） 
石巻市のURL http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 
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山と海に囲まれた港町「神戸」について次世代産業

を中心にご紹介いたします。 
 
［神戸の歴史］ 
神戸は平安時代末期に平清盛が「大輪田の泊」を改

修したことをきっかけに、貿易の拠点として発展しました。

1868 年兵庫開港を期に西洋文化を取り入れ国際貿易
都市として大きく発展。 
1995 年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受けました
が、見事に復興を遂げました。 
 
［神戸の産業］ 
食料品、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電気機械

器具、輸送用機械器具の主要 6業種を中心とした高度
なものづくり産業が盛んです。 
地場産業としては、アパレル、灘五郷・清酒、真珠加工、

洋菓子、コーヒー、ケミカルシューズ、神戸洋家具など

が挙げられます。 
近年は、成長産業である医療関連産業に力を入れ

「神戸医療産業都市」を推進しています。 
併せて、国家プロジェクトとして次世代スーパーコンピュ

ータ「京」が整備され、2012 年 9 月より共用開始されて
おります。 
 
［神戸医療産業都市構想］ 
神戸医療産業都市構想とは、神戸港にある人工埋立

地ポートアイランドを中心に先端医療技術の研究開発

拠点を整備し、医療関連産業の集積を図り、日本初の

ライフサイエンスクラスターを形成することを目指した国

家的プロジェクトです。 
1998年より検討を開始し、2013年 7月現在、246の企
業・団体が進出しております。 
ここ最近のニュースとしましては、中核施設の「理化

学研究所 発生・再生科学総合研究センター」と「先端
医療センター病院」が中心となって、iPS 細胞(人工多
能性幹細胞)を使った世界初の臨床研究を 2013 年 8
月1日より開始すると発表がありました。対象は「加齢黄
斑変性」という目の病気の治療で、早ければ来年夏にも

移植手術が行われるようです。 
 

［スーパーコンピュータ「京」］ 
「京」は、理化学研究所と富士通で共同開発したスー

パーコンピュータです。 
計算速度は毎秒1京回(10ペタフロップス 10の16乗)
で、名前の由来にもなっています。 
神戸ポートアイランドの「理化学研究所計算科学研究

機構」に設置され、2012 年 9 月より共用開始され様々
な研究が行われています。 
半導体分野におきましても、次世代のナノスケール

半導体デバイスの設計・開発に貢献することが期待され

ています。 
 
 
                  医療センター駅 

三宮駅から約 13分 
                    神戸空港駅から約 6分 
 

京コンピューター前 
三宮駅から約 15分 

  神戸空港駅から約 4分 
 
※いずれもポートライナー 

 
 
 
 
神戸 1000万ドルの夜景 (摩耶山 掬星台より撮影) 

関西だより  “神戸”次世代産業のご紹介 

関西地域情報担当編集委員 多田年宏 

地域 

だより 



 

半導体産業人協会 会報 No.81(‘13 年 10 月) 30

編集委員会の活動について 

 
[1] はじめに 

SSISの会報「Encore」は、会員及び賛助会員、その他の関

係者にSSISの活動を伝える情報誌です。SSISは1998年1

月に設立以来15年が経過してきましたが、当初から協会の会

報「Encore」を継続して発行してきました。その編集・発行を担

当しているのが編集委員会です。「Encore」は本号で通算 81

号となり、諸先輩から連綿と続く編集委員会の活動は SSISの

一つのベースとなっていると言っていいと思われます。以下

に編集委員会の構成、15 周年記念号の取り組み、Encore 名

称変更についてのアンケート結果等について記します。 

[2] 編集委員会の構成 

   編集委員会は、会員へのサービスを以下のメンバーで推

進しています。編集委員会のさらなる活性化を図るために

会員各位の委員会への参画をお願い致します。 

  委員長：周藤仁吉 

  委員：相原孝、家田哲郎、遠藤征士、大森純一、 

高畑幸一郎、西村光太郎、藤井嘉徳 

  地域情報担当委員：多田年宏、吉崎寛信 

  アドバイザー：岡田隆 

  事務局：桜庭修平   担当理事：高橋令幸 

[3] 2013年度～2014年度の主要な活動 

(1)会員寄稿記事の拡大・充実 

①会員寄稿(読者のひろば、寄稿文、等) 

読者でもある会員からの投稿記事の拡大を図っており、

本年度は、「読者のひろば」が2件、「寄稿文」等が7件の

9件にのぼっています。 

②編集委員の発信(編集委員報告、地域だより、等) 

編集委員も編集作業の傍ら、積極的に情報を発信してい

ます。本年度は、「地域だより」3件、「編集委員報告」等が

3件の合計6件と編集委員も頑張っています。 

(2)15周年記念号の発行(82号：2014年1月発行予定) 

15 周年記念号を企画し、理事長、元会長、関連団体・企

業の幹部、SSIS理事等の記念原稿、SSISのあゆみ、会

員の投稿の3点を軸にそれぞれ執筆を依頼中です。 

多くの会員からの投稿を図るため、テーマは特に定めず

自由で、原稿量も 100～1000 字程度とお任せの内容に

しています。 

    まだ投稿していただいていない会員におかれましては 11

月末日までにふるって寄稿していただきたく、よろしくお

願い致します。 

(3)「Encore」の名称変更の検討 

会員にアンケートを実施(8月)させていただき、46名の会

員から延62件の名称提案がありました。提案件数の多か

ったものは以下のとおりです。 

1)「SSIS会報」：15件、2)「Encore」：12件、 

3)「SSIS(encore)」：4件で、後は2件以下となっています。

このことも踏まえて編集委員会では、現在の「Encore」を

継続したいという意見にまとまりました。 

編集委員会及び「Encore」へのご意見等ございましたら、

編集委員会メールアドレスにご連絡いただきたくよろしく

お願い致します。 

編集委員会メールアドレス：henshu@ssis.or..jp

故 田中 俊行さんを偲んで                               理事 伊藤 達 
 
田中俊行さんが 10月3日に亡くなられました。突然の訃報でした。今年の初めころ体の不調を訴えられ

てからその後難しい病気であることが分かり、病と闘ってこられながら、SSISの関西委員長をついこの間の

7月まで勤められ、前回5月の関西シンポジウムを成功させたお元気な姿がはっきりと目に浮かびます。皆

様と共に故人を偲び、平安な旅立ちを心から祈りたいと思います。 

田中さんは 1997年に SSISに入会され、2001年から運営委員、2008年から関西地区委員長、また 2010年からは協会の理

事として SSIS、特にその関西地区での活動を長くその中心になって推進されて来ました。そのご尽力に改めて深く感謝申し上げ

たいと思います。 

私は田中さんには50年の年月を親しい友人としてお付き合いいただいて来ました。大学時代の部活動（ESS）の委員長を田中

さんがされ、私は副委員長としてサポート役をして以来の色々な楽しい思い出が駆け巡ります。田中さんはその当時からあの穏

やかで懐の深い人柄で、自然に皆が周りに集まりまとまっていくという風でした。田中さんのその包容力のある誠実な人柄はSSIS

☆ 委員会報告 ☆ 編集委員会 
委員長 周藤 仁吉 
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の仕事の中でも皆さん強く感じて来られたことと思います。 

田中さんは「人の生き方・暮らし方」にもご自身で書かれているように、絵画、木彫り、木版に長い間取り組み、趣味の域を超える

ような素晴らしい作品をいくつも創られて一流の展覧会にも何度も出品されていました。みな田中さんらしいおおらかな作品でし

た。お孫さんに囲まれ、これから人生をゆっくりと楽しもうという時にあまりに早い終わりを迎えられてしまったことは本当に残念で

たまりません。 

ご冥福をお祈りします。 

 

故 秋山 信之さんを偲んで                         顧問  梅田 治彦 

 

当協会で長年にわたり編集委員を務めてこられた秋山信之さんが 10月12日に亡くなられた。 

秋山さんは紅顔の美少年の面影をそのままに、いつも笑顔で接して下された。未だにもう二度とお会い

することが出来ないとは信じがたい。 

秋山さんは1959年小松製作所に入社され、最初の仕事は研究所で熱電素子の研究開発であった。これ

はビスマス・テルルの半導体合金を使用して電子冷却・電子冷凍を行うデバイスの開発である。この開発研究は見事に成功して、

熱電素子（ペルチェー素子）として販売され電子機器などの発熱部位を局所的に冷却する機能を遺憾なく発揮し、現在もますます

用途を広げている。 

1964年に小松電子金属技術部へ移籍となりシリコン単結晶の基礎技術の研究に従事された。 

1988 年には取締役宮崎工場長として当時最新のクリーンテクノロジーをいち早く導入し、シリコンウエーファの表面清浄度を飛

躍的に高めることに成功された。 

私が小松電子金属の社長に就任した時、秋山さんは常務取締役技術本部長で、半導体に門外漢の社長を上手に補佐された。

部下からも敬愛される上司であった。 

当時はシリコンウエーファの径が 150㎜から 200㎜に移行する時期で、結晶の引き上げ、スライス、研磨熱処理などすべてに

新規の設備が必要であり、製造のための新しい技術の確立も必要であった。これらの課題に技術本部長として秋山さんは部下の 

育成を含め、まさに粉骨砕身の働きをされていた。 

国内の半導体デバイスメーカーはもとより海外のメーカーにも赴いて現製品の問題点と将来製品に対する要求を尋ね、品質の

向上と新製品の開発に抜かりのない努力を続けられた。海外のデバイスメーカーからは 300㎜ウエーファの早期の実用化が強く

求められていた。この準備として結晶引き上げ、スライス、研磨などの準備も進められた。 

また石英るつぼよりシリコン溶融体に入る汚染を無くすために SPC という方法を考案して欠陥の少ない結晶の引き上げに成功

したことや SOI（silicon on insulator)実用化のためにシリコンウエーファの表面に酸素イオンビームを打ち込み、絶縁体の皮膜

をウエーファの内部に均一に生成するコマツ独自のSIMOX(separation  by implanted oxygen)法を完成さたことは特筆すべ

きことである。 

小松電子金属は台湾屈指の大企業である台湾プラスチックと合弁で台中郊外に 300㎜ウエーファの生産会社を設立した。この

会社は小松電子金属のライセンシーであるので秋山さんは技術のアドバイザーとして当初より関わってこられた。 

秋山さんは専務取締役→監査役を経て退任され、住居を茨城県美浦に移された。家庭菜園や風景写真の撮影、ゴルフなどを

楽しむほか、筑波大学 久野教授に師事して基礎体力の向上による老人疾病率の低減活動を全国的に広めるプロジェクトに参加

されていた。 

SSISへの入会の勧誘には快く応じて頂き、運営委員として会報の編集を長年にわたり担当して頂いた。 

 会報Encoreが内容・体裁ともに立派になって内外から賞賛される出版物となったことは、編集と発行に関わってこられた委員各

位の絶大なご尽力の賜物であり深甚な敬意と感謝の意を表するものである。 

その後、小松電子金属は台湾の合弁会社と共に三菱マテリアルと住友金属の合弁会社である SUMCO㈱に吸収合併すること

になり、現在はSUNCO  TEXIVE として同社の研究開発・生産・販売の一翼を担って活動している。 

秋山さんが育ててこられた人材と技術は今も脈々と引き継がれ社会に大きく貢献している。 

茲に、謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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      会員状況（9月 30日現在） 
    個人会員 305名  賛助会員 52団体       

新入会員(2013.7.1から 2013.9.30) 
個人会員 ： 橋本幸治、石原政道、中村 修、市澤大作、 
  稲葉武志、松本徹三、真鍋研司、藤井嘉徳、住友洋志 
  (ご入会順、敬称略) 
賛助会員 ： (株)フーマイスターエレクトロニクス (敬称略) 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 
7～9月実施行事 

7月： 理事会／執行会議／講演会（東京） 
8月： 執行会議／講演会（東京） 
9月： 執行会議／賛助会員連絡会 

15周年記念特別講演会／海外見学会（ロシア） 
 

牧本理事長「アルメニア IT賞」を受賞 
牧本理事長が アルメニア大統領から「グローバルＩＴ賞」

を受賞することになりましたので皆様にご報告いたします。 
この賞は IT立国を目指したアルメニアが 2010年から始
めた賞で、2010 年はインテルのグレイグ・バレット氏、2011
年はアップルのスティーブ・ウオズニヤック氏、2012年はザ
イログのフェデリコ・ファジン氏とそうそうたるメンバーが受賞

されています。 
牧本理事長はその 4 人目で「SSIS 理事長」の肩書で受
賞されます。尚、授賞式は 11月とのことです。 

 
個人会員全員に協会名刺を配布 
当協会は本年1月23日をもちまして創設15周年を迎え
たことはご承知のことと思います。 
現在、環境変化に対応し更に 5年後の 20周年を迎えた
時の協会の在りたい姿の実現に向けて、施策、計画を検討

しております。順次実行に移している状況ですが、その施

策の一つとして、全個人会員を対象に協会会員の名刺を作

成しご活用いただくことにいたしました。 
とりあえず、10枚を配送いたしましたが、更に追加が必要
になった場合は、いつでも事務局までお申し出ください。 

 
15周年特別記念講演、日本半導体歴史館開設記念 

9月20日、賛助会員連絡会に引き続きSSIS創設15周
年記念・歴史館開設記念と題した特別講演会と懇親会を催

した。 
講演会は初めに牧本理事長より 15 年間の経緯と今後の
活動方針並びに日本半導体歴史館の紹介を交えてご挨拶

をいただきました。特別講演は技術ジャーナリストの志村幸

雄様を講師に招き、「日本の半導体開発65年」と題してエピ
ソードを交えてお話しいただきました。志村様は日本の半

導体産業の歴史にかかわる大変豊富なまた貴重な資料を

お持ちで、時間がとても足りない状況でしたので、機会、方

法を変えて皆

様にお伝えで

きればと考え

ております。 
懇親会は

15 周年記念
でもあり、経済

産業省デバイス産業戦略室長の宮﨑貴哉様、JEITA 半導
体部会長の齋藤昇三様に来賓ご挨拶をいただき、乾杯は

当協会名誉顧問の川西 剛様に音頭をとっていただきまし

た。ワインをお出しするなどしていつもより多少華やかに行

ったつもりです。Semi-J の中川洋一様の中締めで無事終
了いたしました。 
 
賛助会員アンケート回答の御礼 

8月末時点での賛助会員52団体のうち35団体から回答
をいただきました。SSIS 活動に沢山のヒントをいただきまし
たので、今後に生かしていく所存です。ご協力ありがとうご

ざいました。 
 
委員会専用メールアドレス一覧 
各委員会のメールアドレスは「賛助会連絡会報告（4ペー
ジ）」を参照下さい。 

 
今後の行事予定 

10月
3、4 
23、24

半導体アドバンスト講座 

見学会（関西地区） 

11月 6 SSISオープンゴルフ大会 

12月 2 諮問委員会、講演会（東京） 

1月   

2月 14 社員総会・特別講演会（東京） 
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