
 1

－日本人を誇る－ 
    SEM Iジャパン 代表    中川 洋一 

  
それはボストン出張中の 2001年、その日の仕事を

終えてホテルに戻ろうとしたら、「フェンウェイ・パーク
の券が手に入ったから野球を見に行こう」とのお誘い。
特に野球ファンではないものの、ひとりで食事するの
も退屈なので、連れて行ってもらうことにしました。 
今でこそ大リーグで活躍する日本人選手が多くみ

られますが、その頃はまだ少なく、以前には 1964 年
から 2 年間サンフランシスコ・ジャイアンツに在籍した
マッシー村上選手くらいでした。球場に近づくと、
「NOMO」と書いた手製のボードを持つ子供達に気
づきます。そうです、その日は一流選手として認めら
れた初の日本人大リーガーである野茂英雄選手の予
告先発日でした。残念ながら、その日は7回でKO降
板でしたが、大男たちを従えてピッチャーズ・マウンド
に立つ野茂選手を見て熱いものがこみ上げてきたの
を今でも覚えています。
 
昨今、日本の国力の低下が問題視されています。

大辞林によると、「国力とは、国の持つ軍事力や経済
力、および文化程度などを総合した力。国の勢力」と
定義されていて、国家間比較は容易ではありません
が、簡便な指標として名目 GDPで見ると、2001年で
は米国に次いで 2位。それが 2012年には中国に抜
かれて 3 位と順位を下げたものの、その間日本の
GDP は 41％伸びており、米国の 47%成長と比べて
見劣りするものではありません。
我々は、どうしてもバブルのころに日本全体が浮か

れた頃と比較しがちですが、日本は依然として世界の
大国。もっと日本人であることに自信を持つべきでは
と猛省しました。
日本での事業運営の厳しさを表す言葉として、「六

重苦」があります。ご案内のように、これは円高、高い
法人税、自由貿易への対応の遅れ、労働規制の強
化、温暖化に対する環境規制、電力不安の 6つです
が、これらに領土問題を加えて「七重苦」とも言われま

した。さらに、急速な老齢
化も深刻な問題です。 
しかし、2012 年末の政

権交代後、大胆な金融政
策、機動的な財政政策、民
間投資を喚起する成長戦
略の「3 本の矢」を柱とするアベノミクスで、政府はこ
れらの諸問題に対して着実に取り組んでいるように
見られます。

図１ 一人当たり名目 GDP成長推移
[2001年-2012年] 

資料：GLOBAL NOTE 出典：国連
 
長年、世界で最も優れた会社のひとつと評価され

ているゼネラル・エレクトリック（GE）は、日本の有望
な技術を発掘し、その情報を全世界の GE の技術
者に発信して新たなビジネスに結びつける「ジャパ
ン・テクノロジー・イニシアチブ」という取り組みを進
めているそうです。GE ジャパンのマーク・ノーボン
社長は日本を「課題先進国」と呼び、GEヘルスケア
のジョン・ディニーンCEO は「世界の課題が先に現
れている日本の需要に対処することが、将来欧米の
需要を満たすことになる」とまで言っています。
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（日本経済新聞 2013年 10月 19日朝刊）
＊GEジャパン・テクノロジー・イニシアチブ
 http://www.ge.com/jp/company/technology/grj/ 

JETRO の資料によると、映像機器、音響機器、通
信機器、電子部品などの「電気機器」の 2012年の日
本の輸出総額は 1,430 億ドルで、「輸送用機器」、
「一般機械」に次いで 3 番目。しかも、この 3 つは
1988 年に従来の「機械機器」を「一般機械」、「電気
機器」、「輸送用機器」、「精密機器」の 4 つに分解し
て以来、どれも概ね同程度の金額で推移して良きライ
バル関係でいます。世界で高いシェアを有している
半導体製造装置は「一般機械」に分類されています
が、それを加えるとエレクトロニクス産業は輸出の優等
生であると言えます。

表１ 2012年度（確定値）商品別輸出状況 
資料 JETRO出典 
 
2020 年には東京オリンピックが開催されますが、

東京都の試算ではそれまでの7年間で3兆円の経済
波及効果を見込んでいるようですが、ここでも、日本
の重要な資源である「シニア」の効果的活用の策を政
府・東京都に是非とも真剣に考えていただきたいと思
います。

日本の雇用慣習により、会社に帰属する人材は、
能力・体力に関係なくある年齢に達すると会社を去ら
ねばなりませんが、これは高齢化社会対策と矛盾して
います。日本の失業率は 4％～5％ですが、「景気要
因」によるものは少なく、今やそのほとんどが「雇用ミス

マッチ」によるものだそうです。
（日本経済新聞 10月 28日朝刊）

*2011年平均は東日本大震災の影響により
補完的に推計した値

 表２ 日本の年平均の完全失業率の推移
 資料 総務省統計局 出典

「雇用ミスマッチ」には、正規雇用でなく非正規雇
用であるという「労働条件のミスマッチ」と、仕事に必
要な技能がないという「技能のミスマッチ」の二つの主
な要因があるとのことですが、「産業界シニア」にはこ
れらのミスマッチがありません。正規雇用への拘りは
少ないでしょうし、自分の技能（能力）は分かっていま
すから、シニアの活用で、失業率は 1％台にまで下げ
ることになります。

小生がフェンウェイ・パークで野茂選手の勇姿をみ
てから12年後の2013年、上原浩治選手がア・リーグ
優勝でMVPに選ばれ、レッド・ソックスのワールド・シ
リーズの制覇に大きく貢献しました。野球だけでなく、
いろいろな分野で日本人の活躍を目にすることが増
え大変勇気づけられますが、企業名として活躍を世
界で認められることが少なくなっていると感じます。知
力・経験などで豊富な日本人シニアの活用で経済・
産業を活性化させ、日本国民ひとりひとりが「日本人」
であることを誇れるようにしたいものです。
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商品別
シェア

前年比

全体 1,434億 17.9% -6.5

半導体等
電子部品

420億 5.2% -5.8

ＩＣ 280億 3.5% -3.5
一般機械

全体 1,614億 20.1% -1.3

全体 1,885億 23.5% 7.1
自動車 1,160億 14.5% 12.4

輸送用機器

2012年（確定値）
輸出金額
単位：U S$

電気機器

2010年 2011年 2012年
5.10% <4.6%> 4.30%

年平均

完全失業率
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1)マクロ経済は緩やかに回復、電子機器も 

緩やかな回復を期待 

2013 年は先進国経済が良くなったが、新興国経済は

スローダウンした。欧州経済にはまだ不透明感が強いが、

安定に向かっている。この 10 年は世界の GDP におい

て新興国の個人消費のウェイトが高くなり、それらの国で

デジタル家電の消費が急伸した。結果として、経済と半

導体もしくは電子機器市場の相関関係が強くなってきた。

2012 年には経済の悪化に連動し、電子機器の消費が

落ちたが、徐々に経済の回復とともに消費が回復してい

るというのが現在のマクロ的な見方だ。 
2014 年は中国経済の減速は続くものの、財政緊縮の

影響が薄れる先進国を中心に景気の持ち直しが見込ま

れる。2014 年の日本経済は消費税引き上げの影響で

減速するが 2015 年以降はインフレ率の上昇が始まり

GDP 成長が始まるだろう。2014 年以降注目しなければ

ならないマクロ要因として米国のシェールガスがある。こ

れは 2013 年だけでなくもっと長い期間に及ぶが、シェ

ールガスにより米国経済はかなり成長するだろう。安い

シェールガスを使って電気を作り、その安い電気で製造

を復権させようと米国は思っているため、化学工業や自

動車産業、エレクトロニクス産業などを徐々に国内回帰

させている。最近の例で言えば Apple 社が、フォックスコ

ンに中国で作らせていたものを一部、国内に戻し始めて

いる。そうなると国内雇用が生まれ、米国全体の貿易収

支も良くなり、景気は上向いてくる。米国が良くなれば世

界の経済も回復する傾向があるので、それが景気復活

の１つのシナリオになる。 
2014 年春以降は例年通り新製品の製造が再び始ま

ると見ている。しかし、GDP との相関を見る限り大きな伸

びを期待することは出来ない状況にある。2013 年の電

子機器は前年比 3.5％成長、半導体は 4.9%成長で

2014 年は同 4.2%成長と 5.8%成長と緩やかな伸びにな

ると予測している。 
徐々にマクロ経済は良くなるが、依然として日本メーカ

ーは厳しい状況にある。体力という意味で、足元ではあ

まり積極的に打って出ることができない。財務体質が悪

いので大きな投資をやりにくい。本来なら景気が上がっ

てくるチャンスに投資して海外に向けて売り込むなり、開

発することをしなければいけないが、それをできる体力が

ないため、海外メーカーとの差が開く可能性がある。特

に IT 企業と言われているような NEC、富士通、ソニー、

パナソニックなどは厳しい。リーマン・ショックやその後の

経済危機において、IT 分野の製品価格は大幅に下落 
した。特に TV はこの 10 年で平均価格が 5 分の 1 に 

 
なった。それほど急激に価格が落ちるマーケットで、もと

もと日本メーカーは強かったがゆえに大きな影響を受け

た。しかし、これら IT 企業も軌道修正を行いアベノミクス

の成長戦略に沿って動き出している。2020 年に向けた

企業戦略がやっと動き出したといえる。 
 

2）伸びしろは新興国市場と米国 

機器市場拡大の原動力は大きく二つある。新興国に

おける中間所得者層の拡大と、産業機器分野の成長で

ある。過去10 年間にエレクトロニクス市場を牽引してきた

のは、先進国と新興国の中間層以上の消費者である。

アプリケーションでは、デジタル家電やパソコン、携帯電

話機などが主役だった。これに対し、最近では中国が消

費の牽引役となり、今後はインドやインドネシア、ブラジ

ル、アフリカなどが牽引役になりそうだ。 

2005～2010 年の 5 年間に、アジア・アフリカ地域の

新興国の経済規模は 2.2 倍に拡大した。2005 年の 4 兆

5910 億米ドルから、2010 年には 10 兆 2797 億米ドル

に拡大した。この勢いはしばらく続きそうだ。 
新興国の消費動向を予測する上で、日本の経済発展

の歴史を振り返ることは有益だろう。日本における平均

家計所得は、1960 年には 45 万円（1250 米ドル）だった

が 1970 年には 139 万円（3861 米ドル）にまで増えた。

これにより、白黒テレビと洗濯機、冷蔵庫という「3 種の神

器」を中心とする家電製品が一般家庭に普及した。 

ここで中間層に属する消費者を所得に応じて二つに

分けて捉える必要がある。家計所得が 5000 米ドル～1
万 5000 米ドルの「ローアーミドル」と、1 万 5000 米ドル

～3 万 5000 米ドルの「アッパーミドル」である。 
「ローアーミドル」は、今まさに貧困から脱して市場経

済に参入し始めた消費者だ。テレビや洗濯機、冷蔵庫

などの家電製品を競って買うのがこの階層である。最近

では、この階層にまで携帯電話機が普及し始めた。 
「アッパーミドル」は、市場経済を謳歌する人々である。

さまざまな家電製品を買いそろえると共に、医療や教育

などのサービス支出を惜しまず、長期休暇などにレジャ

ーを楽しむ余裕がある。「アッパーミドル」の増加は中国

やインド、インドネシアなどで顕著だ。2010～2020 年に

この 3 カ国で 3 億 4000 万人の増加が見込まれている。 
「アッパーミドル」と「ローアーミドル」の合計では、2010
～2020 年にアジア新興国で約 10 億 6000 万人の消費

者人口の増加が予測される。新たに生まれるこの中間層

が、エレクトロニクス機器の新たな購買層になるわけだ。

そこで今後は、アジアの新興国に照準を合わせた戦略

が求められるだろう。 

エレクトロニクス／半導体市場の 

将来展望、注目すべき市場 

IHS グローバル（株）Electronics & Media 日本オフィス代表 南川 明 
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2020 年までに「その他の新興国」で新たに生まれるエ

レクトロニクス機器の消費人口は、約 1 億 8000 万人と見

積もられる。市場規模や成長率の面では、ブラジルやパ

キスタン、トルコなどに注目できそうだ。 

アジア新興国とその他の新興国を合計すると、全世界

では 2020 年までに、12 億 4000 万人のエレクトロニクス

購買層が新たに誕生する試算になる。エレクトロニクス業

界は今まさに、大量生産・大量消費時代の真っただ中に

あるのだ。 

 

3）各社がクラウド事業に本腰 
先進国における今後 10 年間のキーワードは「クラ

ウド化」と「エコ（省エネ）」になるとみている。こ

れらを軸とするインフラ投資が活発になり、エレク

トロニクス需要を牽引する見通しである。「クラウド

化」は端末の価格下落を加速させると予想されるが、

新しいサービスを生み出すことで新たな機器を生む

原動力ともなるだろう。「エコ」を担うのは、スマー

トシティやスマートグリッドなどのインフラ、およ

びそれらを支えるインバータや LED などの普及の

加速である。 
 スマートフォンの普及とタブレット端末の台頭と

いう流れは、Apple 社が 2011 年 6 月に発表した新し

い製品とサービスによって、クラウド化の流れにつ

ながってきた。同社が発表したのは、クラウド型サ

ービス「iCloud」と PC 用の新 OS「X Lion」である。 
 iCloudでは、Apple社のサーバーを介して、iPhone
や iPad と自宅の PC を連携させることができる。

iPhone で撮った写真を自宅の PC と同期して自動

保存したり、カレンダーのスケジュールを端末間で

共有したりできる。この他、「iTunes」の楽曲を端

末間で同期保存してくれる有料サービスも提供し

ている。 
 一方、X Lion はサーバー機能を搭載した Mac 用
の新 OS である。同 OS では、データやファイルを

Apple 社の機器間で自由に同期・共有できることが

志向されている。端末上のデータやアプリケーショ

ン・ソフトウエアを、iPad や iPhone でいつでもど

こでも見たり、編集したりできるような仕組みだ。

ク ラ ウ ド 事 業 に は 、 米 Dell 社 や 米

Hewlett-Packard（HP）社なども本腰を入れてい

る。Dell 社は 2011 年 8 月、クラウド環境を用いて

中小企業向けアプリケーション・ソフトウエアを

SaaS（software as a service）で提供する「Dell Cloud 
Business Applications」を発表した。同社は近年、

情報処理サービスを手掛ける米 Perot Systems 社や

ストレージ・ベンダーの米 EqualLogic、SaaS 企業

の米 Boomi 社などを買収しており、2011 年にはデ

ータセンター用の敷地を米国ワシントン州に確保し

た。ハードウエア・ベンダーから総合 IT サービス企

業へと脱皮を図っているのである。 
 スマートフォンとタブレット端末、さらにはクラ

ウド・サービスの台頭は、PC 業界に大きな変革を迫

っている。PC 業界では今後、さらなる低価格化によ

り、新興国市場への普及を加速する取り組みが求め

られるだろう。ストレージ機能や無線/有線の高速通

信機能を拡充すると共に、スマートフォンやタブレ

ット端末との接続性を強化してホームサーバー的な

機能を持たせるといった新基軸が求められそうであ

る。 
 
4）IOT の潜在市場は無限大、今後の半導体業界のけ

ん引役に 
タブレット端末やスマートフォンに匹敵する、極

めて魅力的な製品が登場する可能性は常にあるもの

の、今のところウエアラブル端末以外に見えている

製品は少ない。しかし、弊社では IOT：Internet of 
Things 市場には、膨大なチャンスが広がっていると

見ている。PC やスマートフォンなど従来の IT 機器

だけでなく、世の中のあらゆるモノをインターネッ

トに接続して、現実世界に存在するモノの状況を瞬

時に識別し、遠隔監視を可能にし、産業の効率化や

一般生活の快適化・省エネ化を図ることを目的とし

ている。例えば電力使用量を監視・制御することに

より、エネルギー消費量の最小化を実現する。家電

製品、業務用機器を遠隔モニタリングし、故障を未

然に防止する。企業や小売店の在庫管理、家庭用冷

蔵庫内の食料品の管理など様々なサービス提供が考

えられている。弊社では IOT を以下の 4 分類に分け

ている。 

 
ピラミッドの一番上にあるのが現在既に IP アドレ

スを持っており、インターネットに繋がっている電

子機器を指している。代表的な製品としては PC、タ

ブレット、スマートフォンがある。これらの製品は

2013 年で 48 億台が出荷され、2020 年には 97 億台

が出荷されると見ている。ピラミッドの 2 段目は近

い将来インターネットに繋がる可能性がある製品群

で、2013 年には 108 億台、2020 年には 193 億台が

出荷されると見ている。そしてピラミッドの 3 段目

が将来的に繋がる可能性がある電子機器群で自動販

売機、街灯、コーヒーメーカーなどがある。そして、
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4段目には 2030年以降の未来に繋がる可能性がある

モノとして机やいす、動物の首輪、建物などを考え

ている。 
 
5）電力消費量が急増 
この先、エレクトロニクス業界において「クラウ

ド化」と並ぶ大きな潮流になると見込まれるのが「エ

コ」である。ここは日本が得意とする領域であり、

日本の省エネ技術の優位性は世界中が認めるところ

だ。リサイクル技術や海水の淡水化技術から、LED
や Li イオン電池などのデバイス技術まで、枚挙にい

とまがない。 
世界の総人口は 70 億人を突破しており、少なくと

も 100 億人までは増加し続けると予測されている。

これに伴って、エレクトロニクス消費人口は、2000
年の約 8 億人、2010 年の 18 億人から、2020 年には

30 億人に達する見通しである。エレクトロニクス消

費人口の増加ペースは、世界人口の増加ペースをは

るかに上回っているのだ。 
 エレクトロニクス機器の消費量の爆発的な増加が

もたらすのは、電力の不足である。全世界の電力消

費量は2030年には現在の2倍に達すると予測されて

いる。2009 年における主要国の電力消費量を部門別

にみると、先進国では家庭用と工業用、その他がほ

ぼ 1/3 ずつを占めている。これに対し、新興国では

家庭用の比率が小さい。新興国では今後、中間層が

大量にエレクトロニクス機器を購入する見通しであ

り、家庭用の電力需要は急増すると予想される。 
 中国やインド、ブラジルなどの一人当たりの電力

消費量は先進国に比べてまだかなり小さく、伸びし

ろは大きい。世界の電力需給バランスをみると、今

後アジアでの電力消費量が急増すると予想されてい

る。この地域で中間所得層が大幅に増える見通しだ

からだ。 
 
6）インバータが機器の中核技術に 
今後 10 年で急増する電力消費をまかなうために

は、電力の供給能力を大幅に高めなければならない。

ただし、原子力発電問題、CO2 削減を考えると、需

要を抑える方がより現実的な解になるだろう。 
 そのための最も有効な手段となるのが、電子機器

の省エネである。機器への電力供給の高効率化に欠

かせないインバータや高効率モータがその中核技術

になる。インバータは直流電力から交流電力を生成

する電力変換装置で、モータの回転制御や電圧変動

の改善に使われる。 
 現在、全世界の電力消費量の約 55％がモータを駆

動するために使われている。そして、そのインバー

タ搭載率は 20％ほどにとどまっている。製造業界に

おける一般的な工場でも電力消費量の約 60％がモー

タ駆動に使われており、インバータ搭載率は約 20％
ほどだ。日本ではモータへのインバータ搭載率が世

界平均に比べると高いが、それでも 30％ほどである。

ここで、残り 70%のモータのすべてにインバータを

搭載したと仮定しよう。インバータ化で 30%の電力

削減効果が得られるとすると、全消費電力の 12%を

削減できる計算になる。この省エネ効果は非常に大

きい。エアコンでも、インバータを搭載することで

30～40%のエネルギー削減効果が得られる。日本の

エアコンは既にインバータがほぼ 100%搭載されて

いるが、米国では 20%ほどにとどまる。中国では、

2010 年にエアコンに関する省エネ規制を設けたこ

とをきっかけに、インバータの普及が加速している。

それでもインバータ搭載率は 2012 年時点で 40%程

度とされる。 
 東日本大震災を経た今、省エネ機器や再生可能エ

ネルギーに対するニーズはより一層高まっている。

太陽光発電や風力発電の電源回路、スマートグリッ

ドの送配電網に使われる直流高圧送電網などの用途

で、インバータの需要はますます高まっているのだ。

さらに今後は、EV や HEV のモータ駆動用電源回路

などにもインバータが広く搭載されていく。 
 
7）自動車産業が半導体をさらに加速させる 

昨年あたりから CEATEC の内容が大きく変化してい

る こ と は 皆 さ ん が 感 じ て い る こ と だ ろ う 。 こ れ ま で

CEATEC というと、家電メーカーは新型テレビをこぞっ

て発表し、端末メーカーは秋冬モデルの携帯電話を競

って展示していた。今年は、それらに変わって、自動車メ

ーカーや自動車関連技術の展示が増えている。日産自

動車の自律走行リーフを筆頭に、トヨタ、ホンダの次世代

コミューターや HEMS、スマートシティ関連の展示、ITS
に関連したセンサーや通信関連技術、EV 等の非接触

充電技術、テレマティクスや車内ネットワークの統合技術

などである。家電製品や IT 機器は価格下落が激しく設

計や開発、デザインは行っても、製造・販売するメリットは

小さくなっている。価格競争力がほとんどである消費財

の製造は新興国に譲り、将来市場へのシフトを考えたと

き、情報端末としての自動車が注目されている。M2M、

IOT、ビッグデータといった今後の技術トレンドにおいて、

自動車をプラットフォームとして考えるのはごく自然なこと

だ。世界で 10 億台を超えた自動車保有台数は IOT とし

ては大きな市場として様々なサービスが考え出されてゆ

く有望市場だ。 
 
8）アベノミクス第 3 の矢、成長戦略がエレクトロニ

クスに与える影響 
アベノミクス第 3 の矢として発表されている成長

戦略を読み込んで、エレクトロニクス産業へ与える

影響を考えた。成長戦略の中身を説明している資料

に戦略市場創造プランというものがある。そこには

健康長寿・エネルギー・次世代インフラ・地域資源

の 4 分野について、2030 年時点の達成すべき社会像、

指標、ライフスタイルが設定されており、戦略分野
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毎の施策展開の長期工程表が整理されている。その

中からエレクトロニクス産業へインパクトがあり

そうな部分を抽出してみた。 
①健康関連 

まず、注目したいのは医療・介護情報を電子化し

て医療の質の向上や健康受診率の向上により予防

に重点を置くことで病気人口を減らしてゆこうと

考えている。また、介護ロボット市場を 2030 年に

は国内で 2,600 億円市場に育てようとしている。先

進国では健康保険制度が破綻しようとしているが、

これを予防医療に力を入れることで保険金の支出

を抑えようとしている。 

②エネルギー関連 
エネルギーに関しての案件は一番多く、エレクト

ロニクス産業への影響が最も大きいと見られる。日

本は原発が再稼働出来ないため再生可能エネルギ

ー産業戦略は海外とは大きな違いがある。海外では

シェールガス革命により再生可能エネルギー産業

はトーンダウンしているが、日本では FIT を継続し

てゆく計画である。さらに発電コスト 14 円/kWh を

達成する目標を定めており技術開発投資を拡大す

る計画である。蓄電池では再生可能エネルギーを効

率よく活用するための蓄電池開発に投資が振り向け

られようとしている。そしてそれらの技術を支える

パワー半導体への開発投資で 2020 年までに新材料

を使ったパワー半導体の事業化を目指している。そ

して次世代自動車においては燃料電池車の開発と水

素ステーションの整備を目指している。 
最後になるが最も面白いと思われるものは燃料電

池・省エネ家電等の省エネ技術である。2020 年

までに住宅・建築物の省エネ基準を段階的に義務

化しようとしている。つまり新築住宅には LED
照明やエネファーム、太陽光発電のような省エネ

製品の導入を段階的に義務化するというものだ。こ

れは規制により市場を創出する手法だが最も速攻性

のある市場創出方法である。 
③インフラ関連 

もう一つ注目されるものにインフラ関連への投資

がある。インフラ点検・診断システムは国内のトン

ネル、橋、高速道路などのインフラの点検にセンサ

ーを張り巡らすという構想である。これは国内だけ

に留まらず中国ではすべての橋に点検のためのセン

サーを取り付ける事が義務化されている。そして、

車の自動走行や安全運転支援システムに関する技術

開発も盛り込まれている。 
これらは全て日本のエレクトロニクス技術開発の

重要課題であり、世界をリードする事が可能な分野

であると言える。失われた 20 年を取り戻すためには

これらの課題をクリアすることが重要であることは

間違いなく、これらの必要性を我々が理解し、共有

することが求められる。 
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今年の春にお約束したので「業界構造の変化と真のグロー

バルカンパニーの構築」をテーマに話をさせて頂きます。

略歴ですが、1977年東京エレクトロン(株)に入社、1983年
～米国カリフォルニアに駐在し、日本の半導体産業が装置を

含めて大きく伸びる直前で、日本から多数の方の訪問があり、

米国のベンチャーも色々な新しい技術が生まれていたので、

お客さんをベンチャーに紹介するのが楽しみな時代でした。

1987 年にモトローラ製品を販売する事で、モトローラ営業部
長に、翌年拡散システム部長に、横型炉が縦型炉に変わる

時期で、この転換の早期達成の為、拡散システム部長になり

ました。1994 年常務取締役になった時に、海外のお客様か
ら直接取引でないと商売しないと最後通告を受けたので、販

売からサービスまでダイレクオペレーション（グローバリゼー

ション）を指揮しました。1996 年に代表取締役社長という経
歴です。

1,東京エレクトロンの会社概要 

2013年3月期は80%が半導体製造装置関連、FPD/PV 製造

装置が4％、電子部品、情報通信機器が17%で、売上高は5,000

億円です。1963年11月に会社設立で今年は50周年になりまし

た。従業員は12,000名です。 

市場構造は電子器製市場が147兆円で、半導体市場が30兆

円、前工程製造装置が 3 兆円、東京エレクトロンの参入市場で

す。 又、装置メーカの序列は1位 Applied、2位ASM L、3位に

東京エレクトロンになっています。1990 年初頭は日本の半導体

企業が強かった時期で東京エレクトロンがTO Pでした。

2,半導体製造装置業界の展望 

半導体市場を拡げる 3 つの変化は、アプリケーションの

拡がり（ビックデーター、ソーシャルネットワークの拡大）、半

導体搭載量の伸び（車載、環境、健康、教育等の機器で使

用量拡大）、新興国、発展途上国などの地域的な広がりな

どで、半導体産業は成熟した産業と言われますが、これか

らもどんどんと伸びていくと考えています。 

この図は10年毎の情報化社会の進化と電子機器、IT関連
が伸びて、機動力になるアプリケーションですが、2010 年ま
ではInternetに繋がるパーソナルユースで、人と人とがいつ
でもどこでもつながるUbiquitousの時代でした。 今後はそ
の上にGlobal Network、人と人だけでなく、物と物も全てつ
ながる共有の時代、Networked Society になった事で半導
体が社会の基盤を形成する技術の位置付けになり、今後莫大

な需要が増えてくると考えています。 

業界構造の変化と 
真のグローバルカンパニーの構築 

東京エレクトロン株式会社 代表取締役会長兼社長  東 哲郎
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又、半導体は成熟産業と言われていますが、購買層は

BRICSで 15億人、南米、東南アジア、中東、アフリカで 40
億人と新購買層が拡大しています。又、年間に生成される

各種のデータが拡大していて、2010 年はデータが入った
DVD を積み上げると月に到達する距離になります。医療、
エネルギーなどのビックデーターの処理で、データ量が増

えて、ますます半導体が必要になってきます。  

又、スマートホン、タブレットも拡大しているので前工程の

市場規模も2016年は2013年の規模の30%増で装置産業
の市場が拡大すると考えています。「More Moore」で限
界に近づいていると言われますが、今までの技術の延長線

上だけでなく、材料・構造を変えた形で集積度を増やして

行く事で、新たな道が広がり「More than Moore」で新た
な歴史の始まりであると考えています。 

3,当社に於けるグローバリゼーションの歴史 

 当社は、1963～1980年までは技術サポートを付加価値に

する専門商社でした。 1980年代中に、米の会社とジョイン

トベンチャーを形成して、独自の装置メーカを造りました。 

その後、不況になった時に、その会社を買取り自社製品とし

ての開発・製造メーカとして地位を築きました。 

1994年頃からグローバリゼーション、第１ステップとして、

代理店での販売・サービスをお客の要望により、ダイレクト

オペレーションに切り替えました。 第2ステップで開開発・製

造をお客の近くで展開しました。その効果は売上が日本向

け70％、海外向け30％でしたが、3年後に海外が70％と逆

転しました。 2002年頃のバブル崩壊後は、1にも2にもイノ

ベーションに力を入れて来ました。2013年には海外が90％

になりました。第3ステップとしては、経営のグローバル化を

進めてきました。報酬委員会、指名委員会の設置など経営

の透明性と健全性を確保して、利益配分方針を明確化する

事が重要であると考えています。販売・サービス、開発・製

造、経営のグローバル化を推進した事が大きな転機となり、

売上が伸びたと考えています。 

4,電子機器関連業界の構造変化 

 a)セクター間の構造変化と技術革新 

2000年以前はW intel時代でマイクロソフト、インテルが業

界をリードしてパソコンの時代を作った時期で、半導体関連

メーカが全体として潤っていた時代でした。メーカ中心で動

いていました。 

2000年以降になると、デファクト＆プラットフォームが出て

きて、モーバイルに移行し、ソフト、サービス産業が利益を

拡大し、電子機器、半導体メーカ、装置メーカの利益は圧

迫されて来ました。その中で装置メーカにモジュールプロ

セスが移行したが、付加価値を生み出しているかと考えると

厳しい状況です。数年前に韓国の半導体メーカの方の講

演の時に「なぜ半導体メーカ、装置メーカの利益が圧迫さ
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れてきたのか？」と質問した所、ソフト・サービス産業を中心

として、技術革新、ビジネスイノベーションのスピードが速く

なり、付加価値はソフト、サービス産業が取っている、と言わ

れました。半導体、製造装置側の革新が遅れている。われ

われが相当頑張らないと厳しい状況にある。以前は半導体

メーカが技術革新をリードしていた。半導体メーカの革新が

遅くなってきている事が、今の状況を表している。 

半導体産業において技術革新が不可決であり、利益的

に厳しくなっても「M ore M oore」、「M ore than M oore」の方向

で技術革新を起こして行かなければならない。それなしで

は半導体全体の発展も厳しくなる。皆さんが技術革新を起

こそうと行動しているのが現状で、これから伸びるという反面、

利益的に厳しい局面の両面があり、何とか解決しないとい

けない状況にある。 

    

b)国/地域間の構造変化 

  地域別の半導体デバイスメーカの競争力を見ると、日本

は1980年から伸びて1990年頃がピークとなる。米国のシェ

アは落ち、日米半導体貿易摩擦問題が起き、バブル経済

崩壊などでどんどん落ち込んだ。しかし米国は1992年にイ

ンテルを中心として再び世界No.1となり、更にFablessが台

頭して伸びている。 

アジアは、韓国、台湾を中心に伸びているのに対し、日

本は落ちている。点線はFoundryとFablessをどちらにカウン

トするかで、製造拠点をFoundryでカウントするとアジアは、

米国を抜いて、現在世界一になっている。アジアへシフトし

て、アップルなどの製造を持たないFablessメーカ、ベンチャ

ーとアジアが日本を飛び越して結びついて、日本の役割が

大きく低下する変化が起きた。 これは半導体だけでなく他

の業界も製造拠点のアジアへのシフトが起きている。 

最近よく言われているのが、時代が変わって来て、IDM から

Fabless、Foundry、Test houseの水平分業になったが、もう一度

バーチヤルな形で結び着くこと事が必要になってきた。 

IBM 、TSM Cが提案した Global Ecosystemと言っています

が、これから、半導体の領域で大きな技術革新を生み出す必

要があり、単独ではできないので、Ecosystemを形成して共同

で技術革新を行っていく動きが出てきた。しかし、方向性は正

しいが、それぞれ別の会社で、統合は緩やかな統合であり、

技術革新を生みだすスピード力に欠けるのではないか？そ

れぞれの会社が肝になる技術を出して将来の新しい技術を

作り上げるスタンスになっているかが問題で、 過去では出来

なかった。 
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先日、ITPCの会議でASM Lの旧CEO  Eric M eurice氏が、

「緩やかな統合では厳しいだろう、緩やかな結合は曖昧さを

許さないほどの技術水準が必要であるが、厳しい時代になっ

ている」と語りました。これをどうするかが大きな課題である。 

5,まとめ 

 この様な状況の中でApplied M aterialsと経営統合して過去にこ

だわらず、次の時代の技術革新を自ら行っていく事で合意した。 

 先日、新聞広告を出しましたが、この様な方針で進めて行き

たいと考えていますので、皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

＊質疑応答 

肥後－ 1)日本の半導体業界をキャッチアップする為に今後ど

うすればよいか？具体論の例を聞かせて頂きたい。2)技術革

新だけでよいのか？ 日本の半導体業界はエキサイテングし

て良い方向に行くのか？今までと変わらないのでないか？今

までのやり方と違う方法はないのか？ 

東会長－技術革新を重要視している。企業が集まって研究組

織で、各社が別々で肝心の所を出さず、研究開発しても実業

界で採用される技術が生まれて来ているが、成功していない。   

お客さんサイトで色々な装置を集め、組み合わせて開発し

ても、他社の装置は分からず、技術も明らかにならない、お客

はプロセスが解っても装置の事は解らない、目の見えない人た

ちが一緒に開発している状況で、成果がなかなかでない。 

東京エレクトロンは5,000億円の売上に対して800億円の開

発費を使っている、利益を生み出さないと経営が成り立たない

ので、時間のムダ、繰り返しのムダなど取り払いコストを下げて

行かないと経営が成り立たない。今の様なやり方では半導体

業界がおかしくなる。 

野宮－二社が結婚してもどんな家庭ができるのか？新聞では

お互いに独立性を保って行くとありますが、強い方に統合され

ると考えるがどうですか？ 

東会長－日米で社員の規模は12,000人:16,000人、市場の装置

台数は東京エレクトロンが圧倒的に多く、特許も多い、売上と利

益はAppliedが多い。東京エレクトロンは日本中心、Appliedは米

国中心である。買収には何兆円もかかり、しかも回収に何年もか

るので始めから考えていない。両社が対等で統合し、その上で

新しい価値を出すことが重要。失敗は許されない。日本の政府

からもサポートを得ている。 

大見－半導体装置作りの難しさを感じさせて頂きました。これ

からレベルの高い装置が必要であり、日米のTO P企業が一緒

に新しい装置を作る判断をされた事に感心しました。製造装置

の好いものがないとデバイスの好いものが出来ないのに、アプ

リケーションとシステムに利益の大半を取られて、装置業界に

利益がこない事を知りました。全く新しい装置を生み出してそ

の装置でないと物が作れないビジネスモデルに変えて頂きた

い。使えるSiO 2は<100>表面しか使えない、全方位の面に三次

元のM O S Trを作れる製造装置を作って頂きたい。 

東会長－３次元化は大きな課題であり装置メーカが頑張らない

といけない。露光装置外でも頑張る必要がある。 

安田－装置業界の構造や競争環境はどうなるのか？ 

東会長－今後の課題を考えて統合に踏み切った。社名から全

て変わる判断をした。材料とか色々な業界と一緒にやる必要と

考えている。 

志村－一貫製造ラインを考えていないのか？ 

東会長－一貫製造ラインは考えていないが、スペアーパーツ、

プロセスなど統合するメリットを出したい。 

川端－450m mはやるのか？ 

東会長－統合と450m mは直接関係ない。新しい技術を生み出

す大きな課題が多数有るので関係ない。 

井上－下請けの雇用は統合でどうなるか？ 

東会長－日本の技術・材料など要素技術に力があるので重要

であるが。但し、今後の世界のマーケットを考え、コストを下げ

て競争力を上げる必要がある。 

 

    講講演録－ 半導体産業人協会  相原 孝 
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日時 ： 平成 25 年 10 月 31 日（木）14:30～17:10 
会場 ： ホテル椿山荘東京 オリオン 1 
      （東京都文京区） 
主催 ： 熊本県、熊本県企業誘致連絡協議会、八

代港ポートセールス協議会、熊本港ポー

トセールス協議会、セミコンフォレスト推進

会議 
後援 ： 一般社団法人電子情報技術産業協会、

SEMI ジャパン、一般社団法人日本半導

体製造装置協会、一般社団法人半導体

産業人協会、一般社団法人日本電子デ

バイス産業協会、日本真空工業会 
 

国内の製造業をめぐる環境は相変わらず厳しい状

況が続いていますが、熊本県では「選ばれる熊本」の

合言葉の元、近年の国内生産拠点の再編、集約の流

れという変動期をチャンスと捉え、熊本県の工場が国

内最強の生産拠点となることを目指し、また熊本に

「知の集積」を図る観点からも、研究開発部門やマザ

ー工場化を目指した企業誘致活動に取り組んでいま

す。 
 
その一環として、熊本県では首都圏の企業の皆様

を対象に「熊本県セミナー」を開催し、新たな事業展

開の拠点として選んでいただけるよう、熊本県の魅力

や立地環境等をご紹介しています。 

 
 
 

今回のセミナーは「“アジアと

つながる”くまもと」をテーマとし、

熊本県に立地いただいている半導体、自動車、食品

関連の各企業のキーパーソンをお迎えして、ご講演

いただくと共に、県知事の蒲島郁夫から熊本県の企

業誘致の取り組みや立地環境等の PR を行いました。 

 
また、セミナー終了後の懇親会では、熊本県の食

材をふんだんに使用した郷土料理と熊本の美味しい

お酒を味わっていただきながら、講師を囲み活発な意

見交換が行われました。 
途中、県営業部長のくまモンが登場するサプライズ

もあり、盛況のうちにセミナーを終えることができました。

セミナーには、250 名を越える参加者をお迎えし、

SSIS 会員の皆様からも多数ご参加いただき

ました。今後も本県にご関心を持っていただ

くと共に、ご支援のほどよろしくお願い申し上

げます。 
 
 
＜講演内容＞ 
講演 1 「半導体製造装置業界の展望と 
       当社における熊本の位置づけ」 
講師 東京エレクトロン（株） 

代表取締役会長兼社長、CEO   
東 哲郎氏 

 
このセミナーは今回で 3 度目か 4 度目に

なるが、熊本県には当社の最も競争力のあ

る工場があるうえ、余談ながら私自身もこの

椿山荘で結婚式を挙げている。ご縁があり、今回も参

加させていただくことになった。 

【熊本県主催セミナー実施報告】 

熊本県企業立地セミナー ～“アジアとつながるくまもと～ 
熊本県 商工観光労働部 新産業振興局企業立地  宮原 薫 
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東京エレクトロンは 1963 年設立で、2013 年 3 月期

では売上高の約 80％が半導体製造装置である。東

京エレクトロンの参入市場である半導体前工程製造

装置の市場自体は 3 兆円規模だが、その上にはさら

に大きな市場が広がっており、それを支えていると自

負している。国内では熊本に一番競争力のある工場

があり、その他では山梨、宮城、海外にも工場があ

る。 
 
今後の半導体市場の展望としては、アプリケーショ

ンの拡がり、搭載量の増加、新興国の3つの柱が考え

られる。情報化社会の発展により、情報端末はかつて

各社に一つだったものが、モバイル化とアプリケーショ

ンの拡がりによって個人に一つと拡大され、ユビキタス

の時代では個人が複数台持つようになった。個人が

大容量の端末を持つようになり、頭打ちと言われてい

たはずの搭載量もまだ増加している。 
 
今や社会のベースとして半導体が使わ

れるようになり、新興国の発展もそれなし

ではありえない。地域的にもグローバル

な展開になってきており、電子機器市場

ではスマホ、タブレットが非常に伸びてい

る。成熟産業と言われているが、まだまだ

成長していく市場である。今後の成長戦

略としては、中期目標として市場全体の

拡大とともに当社のシェア拡大を目指し、

ＳＰＥ事業では営業利益率 27％以上、連

結では 20％以上を目指している。 
 
東京エレクトロン九州は、1991 年に生

まれた。アジアのお客さまが 60～70％で、

今後も伸びていくだろう。地域的にも近く、アジアにお

ける中心と位置付けている。熊本は人も良く、水に影

響される産業としては自然が豊かで暮らしやすいこと

は非常に大事。人材が豊富なことも当社の

強みになっている。県のご尽力により優秀な

協力会社も周囲にあり、県には大変よくサポ

ートしていただいている。 
 
半導体分野は、スピード、メモリ、熱処理

等の高い能力が要求されている上、市場の

広がりによってその高い技術を安く提供して

いかなくてはならない。アプライド社（アプラ

イドマテリアルズ社：米国）とは競争関係で

はなく補完関係。それぞれ違った技術を豊

富に持っており、ダブらない形で結合したら

かなりのことができるのではないかと思って

いる。さまざまなインフラを共有することでコ

スト削減が可能な上、問題解決、開発も早く

できるだろう。そういった背景の中で、垣根を越え、次

の時代をクリエイトするために合併に踏み切ったもの

である。 
 

 

講演 2 「選ばれる熊本」 
講師 熊本県知事 蒲島 郁夫 

 

本日は、日本経済を牽引する経営者の方々にお会

いできて光栄。 

 
知事就任以来、1 期目の 4 年間で 91 件の企業誘

致に成功し、2 期目の目標 100 件に向けて順調に進

んでいる。特に半導体関連企業は東京エレクトロンを

中心としてたくさん立地していただいている。また産学

連携の取り組みとして、優秀な学生を輩出する拠点が

数多くある。進出企業と各大学、そして行政が一体と

なり、有機エレクトロニクス産業分野で低コスト・量産化

を実現している。今年はソニーセミコンダクタの「世界

初、裏面照射型 CMOS イメージセンサの開発と量産
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化」が第 5 回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞を受

賞した。 
 

熊本の魅力として、抜群の立地環境がある。まずは

水。熊本の人は生活用水として地下水を利用してい

る。洗車やトイレにまで贅沢に使えるほど、水が豊富

である。その豊富な水を活用しているサントリーには

阿蘇の天然水をつくっていただいている。二つ目は

優秀な人材である。モチベーションが高く、勤勉でま

じめ。自分で考えることができ、責任感も強い。こうし

た理由から、一度立地されると増設される企業が多い

のも熊本の特徴である。三つ目はインフラである。熊

本港、八代港があり、八代港は釜山航路を強化した

ほか、大連、上海にも航路を広げ、まさに伸び盛りで

ある。立地にあたってはニーズにマッチした用地をご

提供する。空港や高速道路へのアクセスも良好な菊

池テクノパークは今年分譲開始予定で

ある。 

 
熊本県の企業立地促進補助金は 50

億円と九州地域最大である。九州新幹

線も開業し、熊本市も九州 3 番目の政

令指定都市となった。新幹線をホップ、

政令指定都市をステップとし、ジャンプ

として九州の州都となることを目指して

いる。是非皆さまと熊本でお会いしたい。

くまモンとともに熊本は発展している。

皆さまとも熊本で一緒に発展していきた

いと思っている。選んでよかったと思っ

ていただけるよう、全力でサポートする

所存である。 
 
 
講演 3 「ホンダ熊本、ものづくり現場の革新」 
講師 (株)本田技術研究所 二輪 R&D センター 
    主任研究員 

熊本分室 室長 塚本 飛佳留氏 
 
私は昨年、埼玉から熊本へ移り、大型 2 輪の開

発室責任者を務めている。熊本の恵まれた環境の

中、仕事もプライベートも非常に充実している。 
  
本田技研工業は、1948 年設立。当初は自転車の

補助エンジンから始まった事業は、今では二輪事

業だけでなく四輪事業、耕運機や船外機等の汎用

パワープロダクツ事業が 3 つの柱となっている。

アシモも、人と社会に役立つロボットを目指し、

その技術は人の体のサポートや福島原発内での作

業にも活かされている。二輪分野は世界 18 か国に

工場を持ち、特に新興市場への広がりを見せてい

る。 
 本田技術研究所は、本田技研とは別会社であり、

本田技研からの委託研究費により研究開発を行っ

ている。基本となるプラットフォームの開発を行

い、試作車を世界中の路面を再現した道路でテス

トしている。そんな中、3 年前から熊本に分室を

設けた。 
 熊本分室は国内唯一の二輪生産拠点として、オ

ンロードおよびオフロードのテスト走行の機能も

備えている。国内では最も広い敷地で、熊本空港

から 20 分という立地も良い。恵まれた自然環境も

あり、近くの阿蘇山は二輪のツーリングには日本

一だと思っている。なお熊本分室は社内で「AKB」

と呼ばれている。これは朝霞熊本分室の頭文字で、

3 年前の移転の時につけられた。ホンダの社内な

らどこでも通じる愛称として親しまれている。 

  
二輪の世界販売台数は、今年度 1700 万台を超え

る見込み。3 年後には 2500 万台を目指し、拡大を

続けている。新興国の市場を広げていき、お客さ

まの喜びの輪を拡大していきたい。日本メーカー

との戦いも厳しいが、欧州メーカーとの争いも激

化している。先進国では、数値性能だけでは測れ

ないこだわりや使用感、味わいなどが重視され、

欧米メーカーはそのあたりが非常にうまい。ホン

ダもホンダならではの存在感を示していきたい。 
  

リーマンショックなどを経て、商品開発のやり

方を見直そうというのが、AKB 設立のきっかけ。

これまでは購買、開発、生産現場が離れた状態で、

コミュニケーションのロス等もあった。そこで、

生産、開発、購買が一つになって開発を進めてい

くに至ったのが AKB である。2010 年 10 月に 29
人でスタートすると、生産側の埋もれた要望がた
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くさんあることが分かった。それを一つ一つ解決

していき、人数を増やして本格稼働したのが当開

発室である。今では生産、開発、購買が入り乱れ

て仕事をしている。その成果として、ホンダ独自

の二輪用エアバッグや、ハイパフォーマンスだけ

でなく実用領域で負けないエンジンの開発などが

進んでいる。  
 
熊本県には、NH（ニューホンダ）サークルを開

催した時にくまモンに出演していただいたり、路

上実験の際に南阿蘇の観光客の皆さんにご協力い

ただいたり、熊本産業ビジネスフェアにも出展さ

せていただいている。県の皆さまにはいつも熱心、

親切な対応をしていただいており、非常に感謝し

ている。 
 今後も熊本を二輪のメッカとして、世界の二輪

好きが熊本を目指してやってくるようにしていき

たい。 
 
 
講演 4 「水と生きる ～熊本の自然とともに」 
講師 サントリーホールディングス（株） 
   コーポレートコミュニケーション本部 部長 
   エコ戦略部長 内貴 研二氏 

 
サントリーは 2003 年から熊本でビール類や天

然水など飲料を生産している。サントリーの商品

はすべて水と農作物が原料。自然の恵みでできて

いる。 
 
創業以来、一貫して水にはこだわってきた。例

えば、日本初のウイスキー作りに取り組んだ時も、

まずはふさわしい水探しから始まった。ビールに

取り組んだ時も、やはり最初は水探しだった。常

に良質で豊かな地下水を求め、それによって成長

させていただいている。そんなこともあって、2005
年から「水と生きるサントリー」というコーポレ

ートメッセージを掲げている。 
  

ここ熊本県には、雄大な阿蘇の大自然、良質な

地下水を育む先人の知恵などの素晴らしい財産が

ある。いわば「水の国」である。 
  

サントリーでは、自分たちの工場で汲み上げる

量を上回る量の地下水を育むため、「天然水の森」

での森林整備活動をしている。今は全国で行って

いる活動で、各地にある「天然水の森」は全国 13
都府県 17 か所、面積にして 7,600ha になるが、

阿蘇がその第一歩だった。272ha の「天然水の森」

を阿蘇に作っている。「水科学研究所」が社内にあ

り、そこでの研究に加えて社外の研究者とも協力

しながら必要な整備を進めている。熊本県及び林

野庁とも共同し、「法人の森林」整備事業や、「社

会貢献の森」の活動などを行っている。 
  
また次世代を担う子どもたちに、水と自然の大

切さを伝える「水育（みずいく）」と称した「森と

水の学校」と「出張授業」からなる独自の環境教

育プログラムを行っている。「森と水の学校」はサ

ントリーが整備する森に実際に来て

いただく自然体験教室であり、「出張

授業」は講師が小学校に出向いて、先

生と連携して行う授業である。このよ

うに地域の皆さまと手を携えて水を

育む自然を守る活動をしている。 
  

熊本工場では、これまでビール麦芽

の輸送に福岡港を利用していたが、今

は約 1/3 を熊本港から輸送している。

これにより陸送距離の短縮が図れ、

CO2 の削減にもつながった。熊本港

のコンテナ便の増便や、ガントリーク

レーンの導入等、港のインフラを整備

していただいたおかげである。 
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はじめに 

今回の SSIS 秋季工場見学会は、ちょっと視点を変え

て「ロシア極東のウラジオストク、ハバロフスク」へ出かけ

たが、日程とフライトの都合で 2 コースに分けて、 

A コース：ウラジオストクのみの 3泊 4日 

B コース：ウラジオストク、ハバロフスクの 5 泊 6 日 

になった。当初予定のトヨタ、マツダの自動車組立工場

は見学できなかったが、現地のコンピュータ会社 DNS を

見学した。対象となる半導体工場がないにも関わらず 4

組の夫妻を含めて 18 名が参加し、関心の高さが伺われ

た。見学先、バスの中、会食と楽しい談話と素晴しい時

間をご一緒できて、幹事の野澤さん、ウォッカの一気飲

みを含めて相変わらず場の雰囲気はいやがうえにも盛り

上げる内山さんのショーマンシップに加え、現地のゲル

マンさん（ウラジオストク）、ウラジミールさん（ハバロフス

ク）のユーモア溢れるガイドのお蔭で楽しいひと時を過ご

すことができた。ハラショー、スパシーバ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ウラジオストク空港にて－ 

 
成田からウラジオストクまで僅か 3時間 
成田空港からシベリア航空S7-566便に乗り、ウラジオ
ストクには時差 2 時間で 19 時 40 分に到着。入国審査
後、空港からはバスで“アムール湾”を西に見ながら南下

して、ホテル・プリモーリエへ向った。 
ホテルのレストランでの夕食は、美味しいボルシチに

ビールで乾杯。ワインを飲んだのは良いが、値段が分か

らず、気の毒にもあちこちで美人のウェイトレスに質問攻

め？だった。翌朝はホテル周辺の散策に出た。ホテルは

ウラジオストク駅や、海の駅、アムール湾、金角湾にも近

く、湾を跨ぐ横断橋のゴールデン・ブリッジが朝日にまぶ

しく輝いていた。 

 

ウラジオストクの印象 

ウラジオストクという名は“東方を征服せよ”というロシ

ア語が由来であることは多くの人が知っている。日本海

に位置する沿海州の州都であり、またはるかモスクワま

で伸びる“シベリア鉄道”の起点である。坂の多い美しい

町で、シベリアのサンフランシス

コと呼ばれている。日本との関係

も深く、明治時代から出稼ぎや商

人が多く、日本人街が賑わって

いたという。新潟、秋田、函館の姉妹都市でもある。ソ連

抑留者の帰国出港地である“ナホトカ”は是非行ってみた

かったが、残念ながら日程の都合で叶わなかった。 

－ウラジオストク駅ホームのシベリア鉄道起点の前で－ 

標識には、“モスクワまで 9,288km”と印されている 
 

ロシア極東連邦大学を訪問 

市内のアムール地方研究協会へ出向いて“ロシア極

東連邦大学”のナターリア・モロビエヴァ教授（女性）から

「ロシア経済とハイテク市場」の講演を聞く。 

－ロシア極東連邦大学にて－ 

ロシアのハイテク産業の構造を円グラフで示した。これ

は多岐・多方面な産業規模が判るが、他の国とかなり異

なるユニークなロシアの伝統的な姿と言えそうだ。 

－ロシアのハイテク市場－ 

２０１３年秋季工場見学会報告 
－ ロシア極東訪問感想記（２０１３．０９．２５～３０）－  

 

文化活動委員  島 亨 
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本題のロシアのハイテク活性化政策の全貌、ハイテク

産業活性化と育成のための国家プロジェクトも、技術プ

ラットフォーム、テクノパーク、クラスター発展センター、

経済特区、科学都市、学術都市等々である。 

さらにロシア版シリコンバレーと称されるイノベーション

センターが 2010 年 11 月モスクワに設立されたが、これ
はソ連以降の時代に現れたハイテクの研究と、ビジネス

に向けた科学技術イノベーションの集合体であり、宇宙

通信、バイオ、高効率エネルギー、情報工学などのロシ

ア経済近代化として最先端分野で活動する企業に対し

ては特別優遇策がとられているという。 

地域的には既存の産業が根づいているヨーロッパ・ロ

シア中心の施策にならざるを得ず、経済特区もヨーロッ

パ寄りである。しかし学術都市は全てシベリアであるし、

新しいテクノパークでは極東を大きな存在となることが期

待されていて、ロシアの極東重視の姿勢がはっきりして

いる。 

ロシア極東は石油・天然ガス、ダイヤモンド、金などの

希少鉱物資源に恵まれており、経済成長が期待されて

いる。一方、人口は一時の 1,000 万人近くから、ここ 20
年間にヨーロッパ・ロシアへの人口移動で 600 万人近く
まで減少しているし、予算面で実行が厳しく、政策だけ

に聞こえたのはボクだけか。 
ゲルマンさんも慣れない学術的な通訳をご苦労様！ 

－牧本理事長から記念品を贈呈－ 

 
世界一の“斜張橋”を越えてルースキー島へ 

ロシア極東連邦大学は、市内の数 10の大学を統合し
て大規模な新キャンパスをルースキー島の軍事施設の

跡地へ建設中で、近々に移転完了するという。 

－正面入口の大学名は工事中－ 
 

昨年、APEC 開催のときに建設された世界一の“斜張
橋”を渡りルースキー島へ渡ると、新キャンパスは移転の

真最中ながら、教授の配慮により広大な敷地をくまなく

見学することができた。正面入口の大学名も私たちの入

門時には工事中であったが、退門時には完成していた。 

－ルースキー島の 
ロシア極東連邦大学の新キャンパスにて－ 

 
ウラジオストク市内観光へ 

ルースキー島の帰途に島内のヴォロシロフ要塞跡な

どを見学して再び市内へ戻り、C-56 潜水艦博物館、ニ
コライⅡ凱旋門、アンドレイ教会、要塞博物館を見学。昼

食はレストラン“ゲリフ”で、夕食はホテルの近所のレスト

ラン“ノスタルジア”に行った。 

－C-56潜水艦博物館の中で－ 

－鷲ノ巣展望台から金角湾と黄金橋の景観－ 

 
ロシアのコンピュータメーカ DNS社の工場見学 
ホテルから金角湾の橋を渡って東に走り、空港への途

中に位置するDNS社を訪問。セルゲイ・セルゲヴェイー
チェ工場長の出迎えと案内を受ける。 
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 －コンピュータメーカ DNS社にて①－ 
 
DNS社はロシア有数の自社ブランドの PC メーカーでノ
ックダウン中心の設計・製造工場である。来年から量産

する TV工場も建設中であった。 

－コンピュータメーカ DNS社にて②－ 
 

市内のレストラン“ポルトフランコ”にて昼食。 

 

街中の車は日本車ばかり！ 

勿論、ロシアは左ハンドルの右側通行であるが、町を

走る車は日本車ばかり。大部分が右ハンドルで、中古車

である。日本車の品質にはロシア人も満足、プーチンに

なって税制が変わって高額の課税になっても、なお日本

車人気は衰えないという。国策として法律で国内車優先、

外車締め出しを計画しているためかプーチンの人気は

いまひとつであるという。 

 

ウラジオストク日本センター訪問 

大石荘平所長のブリーフィングで「ロシア極東の経済

開発」「日露の経済交流等について」を聞いた。 

また日本海とこれを取り巻く日露韓の政経構想、いわ

ゆる“日本海構想”という話を聞いたが、改めて現地で聞

くと新鮮味というか夢のある話だな！と感じた。あり得る

にしても 50～100 年位はかかるだろう。日露のみなら
ず、中露、韓露、さらには極東の国々の国際関係が彼の

地で振り返ると歴史観も含めて身近に感じられた。 
陸の邦は戦争といえば対立だが 海の邦は戦争の裏

では豊かな交流があるというのが歴史だと思ったりして、

その意味でも今回の旅は勉強になった。 

日本センターの庭で、与謝野晶子がシベリア鉄道で

鉄幹を追ってパリまで出かけた歌碑がたっていたが、女

の情念の凄まじさに圧倒される思いがした。 

－大石所長による講演を聴講－ 
 

“ドム・クーパー”で夕食、フォーク・ショウを楽しむ！ 

きれいな噴水のあるフォーキナー通りからレストラン  

“ドム・クーパー”へ行って夕食。 

－フォーキナー通りの美しい噴水－ 

－レストラン“ドム・クーパー”－ 
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A、B コースのお別れ会は、コサック楽隊ショウで、聴
いて、歌って、踊って、その上に食べて、飲んでの賑や

かさ。内山さん、野澤さんはウォッカの一気飲みにトライ

され、川西さんはロシア語での歌を披露されていた。 

－タップを踏んでロシアのコサック・ダンス－ 

－初めての夫人同伴－ 

－A、B コースのお別れショット－ 
 

夕食後、Aコースは１泊して帰国の途に。Bコースはウ
ラジオストク駅から、シベリア鉄道 寝台列車“オケアン

号”でハバロフスクへ向かった。 

 

シベリア鉄道 “オケアン号” でハバロフスクへ 

 

ハバロフスクの印象 

アムール川に沿ったヨーロッパ風の街並みの美しい町

である。市の名前は 17 世紀の探検家ハバロフから由来
のようだが、駅からアムール川までを貫くアムールスキー

通り、ウスリースキー通りの 2 本の並木道と、その真ん中

を通る繁華街の“ムラヴィヨフ・アムールスキー通り”、この

道はレーニン広場を経てカール・マルクス通りとなるが、

これにゴーゴリ、プーシキン、ツルゲーネフ通りが直行し

ている。豪雨による増水で今回は観光クルーズを断念した。

船着き場に面したムラヴィヨフ・アムールスキー公園は散

歩に好適で、銅像のある南の教会広場から北のレーニ

ン広場まで続くムラヴィヨフ・アムールスキー通りは、緑と

花壇が美しい極東のシャンゼリゼである。 

また、日本人の抑留者が造ったという白いきれいな建

物がそこかしこに残されていた。 

－シベリア鉄道 オケアン号－ 

－探検家ハバロフの銅像とハバロフスク駅前－ 

－日露の国旗と太平洋国立大学 PNUでの会議－ 
 

大学の構内では、美人教授のドナさんに出迎えられ、

会議室に入ると学長以下6名のプロフェッサーが居並び
歓迎され、日露の国旗のもとで会議がはじまった。 

東京精密の大坪英夫氏が PNU と交流・支援して学

内に “東京精密センター” が設立され、リーマン・ショッ
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クでやや中断したものの深い信頼感で結ばれていること

を実感した。 また、コマツとの間でも “コマツ・センター” 

が現存しており日露の関係の深さがうかがわれる。 

学長のイバチェンコ博士自ら更なる日本企業との協力

関係の構築や、学生のインターンシップ・プログラムに強

い意志が感じられ SSIS としても協力を約束した。 
 

市内レストラン“ヴァルヴァルカ”にて昼食。 

明日のお天気はやや怪しいとみて、野外の日程を今

日に入れ替えた。ウラジミールさんの好判断である。 

ハバロフスクの町の中心から西南方向へバスを走らせ

て、途中、自然保護士のエレーナさんを拾ってアムール

川の中露国境に近い自然保護区へ行った。 

 

ヘフィツール自然保護区での観察 

エレーナさんの説明で自然保護区を視察したが、そ

の後の郷土史博物館で今はいなくなった動稙物も含め

て沢山のシベリアの動稙物たちと出会った。 

－自然保護区での観察－ 

 

アムール川(黒竜江)の中露国境を望む 

アムール川の中国名は“黒竜江”、広い中洲へ建設中

の橋を通して、国境問題でもめた話題の中露国境を遠く

眺めることができた。 

－アムール川(黒竜江)の中露国境を望む－ 

 

数年前にプーチンと胡錦濤がトップ同士の決済で国

境裁定をしたそうだが、日露間の北方四島の問題など

難しい国際問題はトップ同士の決済でないと決められな

いのかもしれないと痛感した。 

 

アムール大橋、市内観光、郷土史博物館、アムール川

公園、中央市場の見学 

 翌日、少し雨模様のお天気だったが、かえってゆっくり

と見学できた。ホテル近くの軍事博物館でミグ戦闘機、

スプートニクなど当時のソ連の昔懐かしい武器・兵器・宇

宙観測技術をじっくり見学。 

郷土史博物館ではアムール虎はじめソ連の広い国土

の古くからの動植物の展示に圧倒されたのはボクだけで

はないだろう。 

中央市場やスーパーを見て、また、ウラジミールさん

の話からもロシアは自由圏で、品物は豊富でいつでも買

えるが物価は高く、収入が低い、仕事がないというのが

現状のようである。 

－軍事博物館でのミグ戦闘機－ 

－郷土史博物館のアムール虎－ 

 

ここでも若者たちの世界は・・・・ 

朝の清々しいムラヴィヨフ・アムールスキー通りを散策

していたら、コーヒー・ショップらしきものが見つかり、店

名の “ハーレーダヴィッドソン” に魅かれて覗いてみた

ら若者たちが徹夜で飲んでいたらしくゴロ寝をしていた。 

若者の明るい雰囲気にコーヒーを注文して身ぶり手ぶ

りで会話した。 
若者たちの言動は世界共通だね。 
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－ハーレーダヴィッドソン、若者がたむろするバー－ 

 

市内見物 

市内レストラン“パルス”にて昼食したのち、繁華街の

ムアビヨフ・アムール通りでショッピング。 

本屋さんがあったけどロシア語を読めないしなぁ･･･ 

－プレオブランジェンスキー大聖堂－ 

 

ロシアでの食事は・・・ 

 ロシア料理と云えばボルシチ、ピロシキ、キャビア・・・、

今回の旅行ではあまり高い料理は出ないまでも、熱いボ

ルシチ、スープから始まって日本人だからか どこでもラ

イスを絡めた料理がついていて適量、美味であった。 

それぞれに趣のあるレストランの選択がよく、ビール、

ワインからウオッカまで楽しめた。 

 

最終日は、ホテル・インツーリストのレストランで、皆さ

んのこの旅行の感想や、来年の希望などを語りながら夕

食を摂った。 

 

 

日本人墓地の墓参と見学 

旅行の最後に、ハバロフスク空港近くの日本人墓地を

訪問した。この墓地には 320人近くの方々が眠っておら
れ、シベリア抑留で帰国が出来なかった人、ロシアへ骨

を埋めると決めた方々等で、ゴルバチョフ書記長も日本

訪問の前に墓参したという。 

成田で買ってきた日本酒と内山さんが持ってきてくれ

たお線香で菩提を弔った。 

戦後も、鉄道や炭鉱で働かされて、今なお、お骨も見

つかっていない方々がロシアの大地に眠っておられるこ

とを聞いており心からのご冥福を祈らざるを得ない。   

溝上さんの全日本ハーモニカ大会 4 位の腕前で“異
国の丘”を吹いてもらい、英霊に聞かせたかったね。 

－日本人墓地の墓参－ 

 

おわりに 

岩本さんのアイディアで始まった今回の SSIS ロシア
極東研修旅行は、企業訪問、日本センター、ロシア極東

連邦大学、太平洋国際大学の訪問など結構盛り沢山で、

皆さんとのすばらしい交流がある旅行となりました。 

ノスタルジックなロシア極東のウラジオストク、ハバロフ

スク訪問。 豪雨で 8 メートルも増水したというアムール
川(黒竜江)を挟んで中国を遠望したことも現場へ行かな

ければできない体験だ。 もう一つ、ウラジオストクにある

のはアムール湾で、アムール川はハバロフスクでウスリ

ー川と合流して、東北に流れてサハリン北の日本海に流

出すると知った。 

全般的にはお天気に恵まれつつ、雨もあり、吐く息が

白くなり、手がかじかむシベリアの寒さも体験し、最後は

日本人墓地でのお線香と日本酒を手向けてのお参りも

できていい旅行でした。 

ゲルマンさん、ウラジミールさんという良き通訳・案内

人にも恵まれました。初めての夫人同伴も良かったです

ね。来年はどこへ行くのかな？ 
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私の趣味は下手の横好きばかりであるが、その中で詰

9月 20日に開催された「SSIS創設 15周年記念特別
講演会」懇親会で、参加者の皆さんにワインを楽しんで
頂けるよう3種類を準備致しました。
① フェウド・アランチョ （イタリア・シチリア島産）
② ナイン9 （スペイン産）
③ ザ・クロッシング （ニュージーランド産）

です。飲まれた方は、如何だったでしょうか？
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  フェウド・アランチョ    ザ・クロッシング

私がワイン好きになったのは、地元で 10 年以上続い
ている「ワイン講座」で、勉強と称し飲み続けてきたから
です。その講座で講師を務めておられる賀澤さん（本職
は高校教諭）にご協力を頂き、今回の懇親会のワインを
準備しました。私が、その「ワイン講座」で学んだことは、
「ワインを楽しむとは、美味しいワインをワインに合った料
理で、気の合った人と飲むこと」です。今では、自分が美
味しいと想うワインを見つけることが、楽しみの一つにな
っています。ワインに高い見識をお持ちの SSIS 会員の
方が大勢おられる中で、大変僭越ではありますが、ワイ
ンの豆知識をお伝えしようと思います。皆さんと、もっとも
っとワインを楽しんでいきたいと思います。

【美味しいワインとは】
値段が高いから、年代が古いからと言って美味しいと
は限りません。私は、500円と1,000円のワインの違いは
分かります。1,000 円と5,000 円のワインの違いも、何と
か分かります。しかし5,000円と10,000円以上のワイン
の違いは分かりません。すみません。
自分が好きで、美味しいと感じるワインが、美味しいワ
インだと考えています。ワインは、生産者、生産地、ブド
ウ品種、ブレンドの割合、年代により、異なる色や味、風
味、香りが千差万別であり、まさにお酒の宝石箱です。
よって、自分で多くのワインを飲んで、好きか、美味し

いかを確かめるしかありません。

また「お料理を楽しむためのワインか、ワインを楽しむ
ためのお料理か」の議論がある通り、ワインは、料理との
相性がとてもはっきりと出るお酒です。相性の良い料理と
ワインで楽しみたいものです。

【ワインの選び方】
 まずは、どのようなワインを飲みたいかを考えます。楽
しい食事、フォーマルな場、お祝いの席、一人でシッポリ
したい時なのか、そのシチュエーションを考え、また気候
や食事の内容をあれやこれや楽しく考えながらワインを
選びます。
私は、お祝いにはワインを贈ることにしています。結婚

のお祝いは赤と白のワインを、また友人宅を訪問する際
の手土産も、ワインを持参することが多いです。選ぶ際
は以下のことを考えながら決めます。

１．色による分類：白、赤、ロゼ
白ワインは、ソーヴィニオン・ブランやセミヨン、シャル
ドネ、リースリングなどの白ブドウで主に色の薄い果皮の
ブドウを原料とし、発酵には果汁のみを使用します。
赤ワインは、カベルネ・ソーヴィニオンやカベルネ・フラ
ン、メルロー、ピノ・ロワール、シラー、テンプラニーニョな
どの黒ブドウや赤ブドウを原料とし、果実を丸ごとアルコ
ール発酵させます。  
ロゼワインは、果皮の色の薄いブドウを赤ワインのよう
に醸造する方法や、赤ワインと同じブドウを白ワインのよ
うに醸造する方法、赤と白の双方のブドウによる混醸、赤
ワインの醸造途上で色の素である果皮を取り除くなどの
方法があり、味わいも様々です。
 
２．味による分類：甘口・辛口、酸味が強い・弱い、

渋みが強い・弱い、苦み、こく、アルコール度
ワインの味わいを決めるのは、4つの要素があります。
生産者とブドウ品種、生産地、収穫年です。

①良い生産者は、良いブドウを収穫し、美味しいワイ
ンを造る人です。同じブドウ品種や生産地、収穫年
であっても、ブドウの栽培方法や収穫量、ワインの
醸造法や成熟法を一生懸命工夫しています。
②ブドウ品種によって、ワインの味や香りが決まりま
す。ブドウ品種と生産地の相性もあり、それぞれの
ブドウ品種で造られたワインをブレンドして、より良
い味わいに仕上げます。
③生産地は、「旧世界」と呼ばれるフランスやイタリア、

ワインを楽しむ
SSIS会員 半導体開発コーディネータ 

深津英雄
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スペイン、ドイツが有名ですが、最近は、「新世界」
と呼ばれるアメリカやオーストラリア、ニュージーラン
ド、チリ、アルゼンチン、南アフリカなどのワインの生
産量が増えてきています。やはり生産地の違いは、
土壌や地形、気候などがブドウの成長に影響を与
えるからです。
④収穫年は、その年の天候や降雨量、日照時間など
によって、ワインの味わいに違いが出てきます。良
い条件とは、平均気温が 10～20℃、生育期の降
雨量が500～900ミリ程度、開花から収穫までの日
照時間が1300～1500時間程度です。日本は、降
雨量が多く、日照時間が短いので、ワイン向けブド
ウの栽培には適していません。

３．製造方法による分類：非発泡、発泡、酒精強化
 私たちが日常的に飲んでいるのが、非発泡（スティ
ル）ワインです。お祝いの乾杯やドンペリが有名な発
泡（スパークリング）ワインは、発酵の段階で放出する
炭酸ガスを、発酵が終わりきらないうちに瓶詰し、ワイ
ンの中に溶け込ませたものです。ちなみに、「シャンパ
ン」とはフランスのシャンパーニュ地方産の発泡ワイン
にのみ許された呼称であり、一般的にはスパークリン
グワインと呼んでいます。酒精強化（フォーティーファ
イド）ワインは、醸造過程でアルコール（酒精）を添加
することでアルコール度数を高めたワインです。アルコ
ール度数は一般的なワインは13度前後に対し、18度
前後で、保存性が高いことが特徴です。食前酒や食
後酒（デザートワイン）として、ドライ・シェリーなどが好
まれています。

【どのようなお料理と一緒に飲むか】
 ワインの特徴に合わせた料理で、家族や友人で食
事を楽しみたいと思います。色々と食べ比べると、更
に楽しくなります。

１．令旨（れいし）酸系ワイン：
  すっきりした辛口白ワインや少し甘い白ワイン
 ヒラメやカレイ、鯛などのサッパリした魚、鶏肉、豚ひ
れ肉などの脂身の少ない肉の料理と相性が良いです。
ワインを7℃前後に冷やして飲むと最高です。

２．中間系ワイン：
  コクのある辛口白ワインや軽い赤ワイン
 かつお（8～9 月）や金目鯛などの魚、マトンやラム、
仔牛、脂身のない豚ロース等の肉の料理と相性が良
いです。ワインを 12℃前後で飲むと美味しく食事がで
きます。

３．温旨（おんし）酸系ワイン：
  本格的なコクのある赤ワイン
 さば、はまち、ぶり、いわし、さんま、かつお（10～11
月）などの脂肪の多い魚、牛ロースや牛霜降り、脂身

のある豚ロースなどの肉料理と相性が良いです。18℃
前後で飲むとワインの上品さが引き立ちます。

 また、料理とワインを合わせるために、調味料の活用
があります。令旨酸系調味料は、塩、レモン、酢、しょ
うが、梅肉などがあります。また温旨酸系調味料は、
醤油、わさび、辛子（マスタード）、にんにく、唐辛子、
西洋わさびなどがあります。同じ料理でも、令旨酸系
ワインに合わせるためには、令旨酸系調味料を加え、
温旨酸系ワインに合わせるためには、温旨酸系調味
料を加えます。

【ワインの飲み方】
白ワインの温度は 5～14℃、赤ワインの温度は 10
～20℃が適温と言われています。白ワインは、ワイン
クーラーで冷やしながら飲むと美味しく、赤ワインは室
温でも美味しいと思いますが、軽めの赤ワインや気温
が高い場合は、ワインクーラーで冷やした方が更に美
味しく飲めます。
  ワイングラスは、形や大きさが様々ですが、大きめ
（200ml、直径 5～6cm程度）の方が、ワインが空気に
多く触れ、香りや味わいが変化し、美味しくなります。
また、飲み口がすぼまっている方が、香りが逃げず、
色は無色透明な方が、ワインの素晴らしい色彩を楽し
めます。ただし、スパークリングワインは、細長い形の
グラスが一般的です。グラスの底から細かい炭酸の泡
が、いつまでも発泡しているのを見ると、爽やかな気
分になります。

赤ワイン       白ワイン     スパークリング
 （飲み口が狭い）              （フルート型）

   今回、ワインの特徴や料理との相性について、お伝
えしました。皆さんと、グラスを手に、ワインを楽しむ日
をお待ちしています。
最後に、大事なことは「ワインを楽しむとは、自分が好
きな美味しいワインを、ワインに合った料理で、気の合
った人と飲むこと」です。

参考・引用
・「はじめてのワイン講座」教材  賀澤勝利
・ウィキペディア（フリー百科事典）より
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新入会員(2013.10.1から 2013.12.31) 
個人会員：石川 元、伊藤貴敏、田畑 萬、 

岡山克巳、増田尚也 
(ご入会順、敬称略) 

賛助会員：大村技研(株)、 
インファイ コーポレーション 
(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。 
 
10～12月実施行事 

10月： 執行会議 
理事会 
半導体アドバンスト講座 

11月： オープンゴルフ大会（関東地区） 
執行会議 

12月： 諮問委員会 
講演会（東京地区） 
予算審議委員会 

 
会報名称 
会員の皆様にアンケートをお願いいたしました

会報名称につきましては、「ENCORE」を継続する
ことに決定いたしました。 
 
諮問委員会 
今年度第 2回目の諮問委員会が 12月 2日に志

村幸雄様、牛尾真太郎様、内山雅博様、大見忠弘

様、竹下晋平様、羽田祐一様、堀内豊太郎様、吉

田庄一郎様と 8名の諮問委員の方がご出席され、
執行部側は牧本理事長をはじめとした理事会メ

ンバー、各委員長が出席して開催されました。 
会議は、15 周年記念行事の報告、6 月から始
まった活性化プロジェクトの中間報告が執行側

から行われ、その後活発な議論がありました。 
特に今後の 5 年間を標榜して協会の在り方を

検討してきた活性化プロジェクトからの報告に

対しましては、沢山の貴重なご意見を頂きました。 
 
活性化プロジェクト 
諮問委員会での中間報告を経て、その後も議論を

重ね、答申書にまとめました。1月の理事会に答申
書を提出いたしました。総会での報告が残されては

いますが、プロジェクトとしては答申書提出をもっ

て解散いたしました。 
 

「牧本・ウエーブ」IEEE Computer誌に 
掲載される 
カスタム化と標準化が周期的に起こることを表

現した「牧本・ウエーブ」が IEEE Computer誌 12
月号に掲載されましたので皆様にお知らせいたし

ます。 
 
経済産業省「産業人材の成長と育成環境に 
関する調査」 
標記プロジェクトへの参加要請があり、半導体産

業人協会として井入論説委員長、内海事務局長の 2
名が参加することになりました。プロジェクト期間

は 1月～3月とのことです。 
 
今後の行事予定 
1月   

2月 14日 社員総会、特別講演会 

3月   

4月
10日 
22、23日
24日 

諮問委員会、講演会(東京) 

九州講演会・見学会 

オープンゴルフ大会(熊本) 

5月 15、16日 半導体入門講座 

 

 
－編集委員会（12月度委員会出席者）－ 
 
会員状況（12月 31日現在） 
個人会員 298名  賛助会員 53団体 
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