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   日本サッカーから想起するグローバル化 
                        半導体産業人協会副理事長   伊藤 達  

 

 
ワールドカップの歴史は、1930 年の開催に始まる。 
長らくアジア予選での敗退が続いていた日本ではあ

ったが、1998 年から今年まで 5 大会連続の出場の機会

を得て、この間にベスト 16 を 2 回程経験した。 
今年、2014 年のブラジルワールドカップには、世界

各国から、実に 204 チームが参加した。日本は、残念な

がら本大会のグループ 1 次リーグで奮戦空しく敗退とい

う結果を呈してしまったものの、何はともあれ、世界の強

豪 32 チームが集う本大会の常連となるような一定の国

際レベルのポジションを確保するには至っている。 
 

サッカーは、世界中のファンが熱狂するだけのエキサ

イティングな楽しめる競技であるが、私は、もう一つ日本

人の視点として、大変興味深いものがあると思っている。

それは、ある意味で日本のグローバリゼーションの一つ

のロールモデルがそこにあると思うからである。 
今回の日本チームに選抜された選手は、いわゆる海外

組、国内組がほぼ50/50の構成となっていた。海外組の

何人かは、本田、香川、長友等を筆頭に海外の超一流

チームで一流の存在感を示しつつある。 
国内にも遠藤をはじめ、世界レベルでの存在感を持

つ力のある選手が多い。ワールドカップという舞台を中

心としたサッカーの良さは、この海外組と国内組の一体

化であり、海外、国内といった垣根を感じさせない中で、

欧州サッカーの持つ強みや良さが、まだ十分とはいえ

ないまでも、日本サッカーの中に浸透しつつあるように

思える。一流の舞台で一流プレーヤーとなる夢を実現

するために、たとえ今回は、0 勝 2 敗１分の結果に終わ

ったとはいえ、世界に展開している日本人プレーヤーが、

日本のサッカーと一体化し、それを通して日本のサッカ

ーが世界レベルの檜舞台に立つという潜在的な競争力

を、掴みつつあるように思う。2 次リーグに進出した世界

12 位のギリシャには善戦し、引き分けた。 
ところで、海外で日本選手が腕を磨くことと、海外の優

秀な選手を日本に呼び寄せることとは、本質的には異

なる意味合いを持つのでは

ないだろうか。 
 
我々は、エレクトロニクス・半導体という世界で長い間努

力を積み重ねて来た。 
その中で多くの成功と併せて、多くの領域で世界と 

の競争に苦しみ、長い間、グローバルな事業の展開を、

中心課題と位置付けながら、なお、それは本当には、実

現されないままだと言わざるを得ない。 
これは、特にシステム LSI の分野では顕著であるが、

広く、エレクトロニクス関連全体においても同様の状況に

ある。かつて、競争力を有した多くの分野で、世界の競争

環境の変化と共に急速に競争力を失ってしまったケース

が多い。これは所謂経営の方針、戦略ということとはまた

別に、人材とそれに伴う企業文化の問題が深く絡んでい

るように思うし、そして、ここにサッカーに学ぶべき重要な

ことがあるように思う。 
それは、日本は「人材流出」「頭脳流出」を恐れるので

なく、むしろできる限り多くの本当に優秀な日本人の人材

を海外に飛躍させるべきではないかということである。これ

は多くの企業で行っているような海外への出向というよう

なことでなく、海外の競争環境に飛び込み、活躍し、成功

する人材を増やすということである。 
 そのまま、現地にとどまって活躍する人、また、日本に

戻って活躍する人を含めて、本当にグローバルに一流人

材として活躍する日本人が多くいるということが、多様な

形で日本の人材、経験、文化と一体化し、日本のグロー

バリゼーションを強力に牽引する力となると考える。 
競争戦略の一つの重要なポイントと位置付けるべきで

はないだろうか。 
 
今回の敗戦を糧とした日本サッカーの次回、2018 年の

巻き返しには、大いに期待したいものがあるが、また半導

体・エレクトロニクスの世界においても、再び日本が輝く時

代を見たいものと切に感じる次第である。 
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本日は自動車産業の将来について、「自由な移動の喜び

と豊かで持続可能な社会の実現を目指して」というお題につ

いてお話させていただきたいと存じます。 
我々Honda にとって環境対応はビジネスに直結する大きな

課題である。そこでこれからの将来に対するHondaの環境対応

の方向性についてお話したい。 
Honda は、年間約 2500 万人のお客様へ製品をお届けして

いる。特に、ここ20年間で約2.5倍の成長を遂げている。（図１） 

そこで我々企業としての環境に対する思いをこめて 2010 年

環境と安全ビジョンを公表した。「自由な移動の喜び」と「豊かで

持続可能な社会」の実現である。 
このビジョンには、パーソナルモビリティーを事業の中核とし

てお客様に感動を提供し続けてゆきたい。そのためには、社会 
の持続的な発展を実現してゆきたいという強い想いが込められ 
実現したい未来は、製品からのCO2排出量ゼロ、我々の事業活

動そして、我々の製品を利用するお客様のエネルギーリスクゼ

ロ、資源フル循環型企業運営の実現による廃棄物ゼロ、これをト

リプルゼロコンセプトと呼び、未来に向けての目指す方向性とし

て定めている。 
我々は、製品のライフサイクルにおいて、化石エネルギーや

資源の最小化、そして、あらゆる環境負荷の最小化、あらゆる再

生可能エネルギー利用の取り組みを強化していき、最終的には

モビリティーと暮らしで排出する温室効果ガスのゼロ化を目指し

たい。それでは具体的な環境取り組みについてお話したい。 
 

第１章 Honda と排ガス規制との戦い 

（エピソード１： 四輪車の戦い） 

高度成長と乗用車の普及。自動車業界がフルスロットルで時

代を駆け抜けていた。1966 年、米国に見た大気汚染に苦しむ

交通社会、それは日本のモータリゼーションの将来の姿でもあ

った。開発者たちはその未来を変えようと誓いあった。「技術で

生じた問題は、技術で解決する」「将来を担う子どもたちに、き

れいな青空を残したい」。彼らの想いが生んだ言葉は、「Honda
スピリット」の原点として今もなお語りつがれている。 

全社をあげて開発に取り組むことを決意した本田宗一郎は、 

愛してやまない二輪 GP や F1 などのレース活動からの一時撤

退を発表し、そのエンジニアたちも低公害を発表し、そのエンジ

自由な移動の喜びと豊かで持続可能な社会の
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ニアたちも低公害エンジン開発の現場に送りこんだ。高出力、

高回転エンジンを極めてきた彼らは、排出ガスのクリーン化に向

けて、新しいチャレンジをスタートさせた。 
1970 年、米国カリフォルニア州で、この取り組みを一気に加

速する出来事が起きた。「1975 年から、車の排出ガス中の有害

物質を現行の 10 分の 1 に」というマスキー法が議会を通過。世

界の自動車メーカーがこぞって「不可能」と反対するなか、同法

は同年12 月に発効された。 
当時、欧米のメーカーを中心に、開発の大勢は後処理による

低公害化の方向に傾きつつあった。これは、触媒を使って有害

物質を減らすことを基本とするものだ。しかし、宗一郎は、「排出

ガスは元からきれいにしないとダメ。エンジンのことはエンジン

で解決しろ」と、あくまでも燃焼技術の革新にこだわった。そこで

浮かび上がったのが「希薄燃焼」によるアプローチ。燃やす燃

料を薄く、少なくすることで、生じる排出ガスを減らすものだ。し

かし、従来の方式では希薄燃焼はできない。方法を模索する悪

戦苦闘が始まる。 
一体どんな方法で実現できるのか、文献をあさり、頭をひねる

開発者たち。「枕元にノートをおき、思いついたことはメモに残し、

翌日、図面を起こして試作、テストする。そんな毎日でした」と開

発に従事したエンジニアの一人は回想する。 
そんな時、ある論文雑誌の副室付きガソリンエンジンの記事

に目がとまった。副室で少量の濃い混合気に点火させ、その火

炎で主室内の多量の薄い混合気を燃焼させる希薄燃焼方式で

ある。「使えるかもしれない」。開発者たちの意気が上がる。 
早速、自社にあった耕耘機の副室付き 90cc ディーゼルエン

ジンを改造、ガソリンエンジンに仕立ててみた。 しかし、主室と

副室への燃料供給配分がどうしても割り出せず、誰もが頭を悩

ます日々が続く。ヒントは足下に転がっていた。Honda は当時、

子供の教材用に 20cc エンジンを作っていた。そのキャブレター

を副室用に流用してみると、結果は大成功。希薄混合気で運転

できた。これで主室と副室への燃料供給配分が見えてきた。 
そこで、N600 用エンジンをベースに本格的に再設計し、新

たな実験が始まった。排出ガスを測定し、データに目を走らせる。

手応えがあった。希薄燃焼への道筋が見え、開発の方向性が

固まった。苦闘の日々を越え、1972年12月、Hondaはついに

マスキー法を世界最初にクリア。翌年、青空にシビックCVCCが

快音を響かせた。 
希薄燃焼方式は使用するガソリン量も少なくて済むため、低

燃費でもあるシビック CVCC は、全米で低燃費車第一位を獲得。

1973 年のオイルショックは、その長所を際立たせた。 
その後、不可能と呼ばれる技術のハードルへのチャレンジス

ピリットは、何世代にもわたって Honda の開発者に受け継がれ、

今もさらなる進化を続けている。 
マスキー法規制以前の車と現在の車とを比較すると 40 年で

排ガスに関しては 1/1000 レベルに低減している。厳しい目標

を設定し、チャレンジを続ける――。この姿勢は、ハイブリッド車

や、究極の目標である「ゼロ・エミッション」の実現を目指す燃料

電池車の開発などでも、なんら変わるところはない。技術への情

熱、社会に貢献できる喜びは、世代を超えたものである。 

第２章 Honda と排ガス規制との戦い 
（エピソード 2： 2 輪車の戦い） 

1990 年代 高度成長をはじめたアジア諸国において、都市

部の大気汚染は深刻だった。先進国から流出した大量の中古

車とまさにモータリゼーション伸張の只中での日増しに増えてい

く小型二輪車、バンコックでも、台北でも、ホーチミンでもマスク

なしには都会を歩けない。急成長を続けるアジア新興国で普及

していたのは、構造が簡単で、出力が容易に得られる、2 ストロ

ークエンジンの小型二輪車であった。2 ストロークはエンジン 

一回転で１回爆発するので小排気量で高い出力を得られるため、

2 ストロークエンジンが必須とされていた。しかしながら、2 ストロ

ークエンジンはその構造上、燃料に若干の潤滑用オイルを混合

せねばならず、その排ガス中に含まれる HC「炭化水素」と CO
「一酸化炭素」の量は当時かなりの排出ガス低減が実施されて

いた日、米、欧の四輪乗用車と比較すると一台あたりでその百

倍とも言える排気ガスを撒き散らしていた。そこで1997年、当時

の Honda社長の川本信彦が脱2ストロークを宣言、アジア諸国

で販売するすべての二輪車を 4 ストロークにすると発表した。現

地の販売店は、そんなことをしたら高くて（4 ストロークエンジン

は構造が複雑でコストが高い）走らない（同じ排気量だと出力は

低いという通説）Honda 車は一台も売れなくなると危惧・・・・そ

の結果は、2003 年にはタイ・ベトナム市場で 2 ストロークは完全

駆逐され、2007 年にはタイの Honda 車シェアは 70％を越える

こととなった。さらに1999年Hondaは、四輪乗用車では常識化

しているが二輪の世界では大型二輪用とみなされていた電子制

御燃料噴射装置を小排気量まで拡大すると発表、その結果より

高度な燃料制御が可能となり、今日の低燃費、低排出ガスの二

輪の礎を築いた。現在、タイにおける新型市販車のすべてが電

子制御燃料噴射装置付である。全世界における適用率も 80％

を超えている。この結果、タイのバンコックや、ベトナムの交差点

における二輪車の白煙公害は無くなり、大気の質も大幅に向上

した。しかしながら昨今の、アジア新興国、および中国の実情を

見てみると、大気汚染の状況は芳しくなく、更なる急成長の中、

固定排出源「発電所など」からの排出物の急激な増大、非常に

長い車歴の中古商用自動車の大量利用などに加え、法的な排

出物規制の遅れなどによりにより新興国における都市部の大気
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汚染の現状は解決には至っていない。 
第３章 Honda の目指す方向性 

まず、最初に Honda と大気汚染との戦いのエピソードを紹介

したが、我々Honda にとって環境対応はかくもビジネスに直結

する大きな課題である。そこでこれからの将来に対する Honda
の方向性について少し具体的に言及したい。 

我々は「環境技術」「エネルギー技術」の融合をもとに、

Honda の技術対応シナリオ即ち次世代の自動車をとりまく技術

シナリオを描いている。（図2） 
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンすなわち内燃機関の

効率改善に加え、そして、電動化による更なる効率向上を狙っ

たハイブリッド車の普及拡大。CO2 排出量ゼロを目指すとともに、

再生可能なエネルギー対応技術として、燃料電池自動車や電

気自動車に取り組んでいる。 
また、エネルギー技術進化の側面からは、太陽光などの自然

エネルギーの利用技術、水素を中心とした再生可能なエネルギ

ー対応技術にも取り組んでいる。 
第４章 自動車産業と社会の方向性 

もう一度自動車産業全体の視点から課題を整理してみたい。 
全世界的にモビリティーの普及、といった見方をすると、アメリ

カ・ヨーロッパ・そして日本、などの先進諸国では、多少、車や鉄

道などの構成差はあるものの大いにモビリティーを活用している、

一方で、インドや中国・アフリカなどではまだまだモビリティーが

普及途上でモビリティーの恩恵に蒙れない人々は 50 億人に上

るとも言われている 
（図３）は 2050 年までにどの位、自動車の保有が増加するかを

予測したものである。2030 年までに 13 億台、2050 年では 20
億台に達する、約3 倍に増加する、その多くは途上国となる。経

済が豊かになり自動車・二輪車の需要が大幅に増大すると予測

される。では、どうやって運輸部門の CO2排出量を削減してゆく

のか。 
運輸部門における将来の CO2の削減目標に対する、次世代 
自動車の位置付けについて触れたい。 

この図は、国際エネルギー機関 IEA が発表した、運輸部門の

見通しを示したシナリオである。（図４） 

現状のまま自動車が増加していく場合をベースラインとしてい

る。2050 年で地球の温度上昇を 4℃以下に抑えるか、6℃まで

行くか、しかし、2℃以下のBLUE MAPシナリオを達成するた

めには、自動車からの CO2排出量を 2050 年で 1/3 にする必 
要がある。そのための対応技術は、ガソリンやディーゼルエンジ

ンの更なる技術進化、プラグインを含むハイブリッドの進化と普

及、CNG への燃料転換、さらには電気自動車や燃料電池車の

普及・拡大が必要と示されている。 
 
第５章 技術対応の方向性 
 

これは、自動車会社にとっては、非常に厳しい方向性であり、 
我々は必要なことは全て実行すると言う覚悟で取り組んでいる。 
具体的には、ガソリンエンジンの進化、ディーゼルエンジン、ハ

イブリッド車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車、電気自動

車、燃料電池電気自動車、このように、我々は全て必要と考えら

れる技術にチャレンジし、そして開発だけでなく、実際に世界の

お客様に販売できるよう努力を続けている。（図５） 
 

まず内燃機関 ガソリンとディーゼルエンジンの進化は今後と
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も長期にわたって進化し続ける強い必要性がある。我々の新エ

ンジンラインアップ Earth Dreams Technology では、出力・燃 
費世界TOP性能の新ガソリンエンジン、世界最軽量の新ディー

ゼルエンジン、爽快でスポーティな新 CVT シリーズ及び多段ト

ランスミッション、これらの新規開発を進めており、すでにアコー

ドなど適用を始めているが、順次全世界展開を図ってゆく。 
ハイブリッドや EV などの電動化技術は、初代インサイトに、

初めてハイブリッド技術を搭載して以来 2012 年には世界累計

販売100 万台を達成。 
電動化の次のステップとしては、 

   ・最高効率の 2 モーター・プラグインハイブリッド 
   ・トップクラスの電費を達成した FIT EV 

 ・V6でありながら、直４の燃費とV8の走りと、卓越したハンド

リング性能を実現する 3 モーターシステムのスポーツハイ

ブリッド SH-AWD、 
このような技術をすでに発表し、今後の新型車に搭載してゆ

く。 
次に燃料電池開発について、述べる。 
Honda は、80 年後半より燃料電池の基礎研究を開始し、

1998 年には、最前列以外、全て燃料電池システムという実験車

FCX-V0 を走らせた。当初は燃料電池車の燃料にも選択肢が

いろいろあり、メタノールを改質して水素を発生する装置を搭載

した車両や、50km 走行する水素を搭載するのに数百キロのシ

ステムとなった水素吸蔵合金タンクを搭載した車両などが存在し

た。毎年、次々と改良を重ね、燃料も、シンプルな圧縮水素をタ

ンクに搭載したタイプとし、2002 年 12 月に、世界に先駆けて日

米同時に FCX のリース販売を開始。 
FCX は、一足飛びに出来た技術ではなく 1994 年に 360 台

ほど製造した電気自動車によるモーター技術 CIVIC の天然ガ

ス自動車による高圧ガスおよびタンク技術、また、インサイトや

CIVIC ハイブリッドなどのハイブリッド自動車で構築したエネル

ギー・マネージメントなどの今まで培ってきた技術を基礎として

いる。 
燃料電池車については、さらに技術を進化させ、お客様に受

け入れていただきやすい新型モデルを、2015 年から日米欧で

順次販売できるよう、現在開発中である。 
加えて、今、新たな車輌カテゴリーの設定などで注目されて

いるマイクロコミューターについても開発を進めており、2013 年

より実証実験を開始している。 
以上のように、様々なパワートレインと多様な車を開発し続け

る役割と使命があると認識している。 
 

第６章 モビリティーを超えて 
（再生可能エネルギーと暮らしとのつながり） 

このように電動化など車の進化につれて、我々の暮らしにどう

影響してくるのかを自動車メーカーも考えていく必要性が高い。 
我々は、車などの製品でエネルギーを使うだけでなく、エネ

ルギーを作り出すこともやらねばならないと考えている。 
考えてみれば、地球上のエネルギーの全ての源は太陽であ

るといえる。よって、太陽光から電力を直接造るソーラーセルの

開発と製造、ソーラーセルで造った電力を EV に供給したり、あ

るいは水を電気分解して水素という形に変えてエネルギーを貯

蔵する技術の開発と実証、さらには、バイオ変換によるバイオエ

タノールの効率的な作製技術の研究。それらを、総合的にマネ

ージメントすることで、豊かな暮らしを実現してゆく研究にも取り

組んでいる。 
まず紹介するのは、将来の水素社会の実現をめざして、ソー

ラーセルと商用電力を併用して、水を電気分解して水素を造り

貯蔵して燃料電池車に供給するソーラー水素ステーションであ

る。最大の特徴は高圧水電解ユニットにあり、圧縮ポンプを使わ

ずに高圧の水素を供給できるシステムであり非常に効率が高い

事と耐久信頼性に優れている・・・。このソーラー水素ステーショ

ンは埼玉県庁と岩谷産業のご協力をいただいて、埼玉県庁様

の庭に設置し、稼動している。 
このソーラー水素ステーションから水素を供給して走っている

のが、FCX クラリティーである。この燃料電池車には、もう一つ

特徴があり、燃料電池で発電した電力を外部に供給できるように

なっている。最大 9kW の出力ができ、一般家庭では、6 日分に

相当する電力供給が可能である。 
すでに紹介した技術をベースに、エネルギーの電力や熱と

モビリティーを情報でリンクさせた、エネルギーの家産・家消シ

ステムの実現にチャレンジしている。 
これは、CO2 低減は我慢ではなく、クオリティー・オブ・ライフ 

生活の質を向上させながら CO2 ゼロを目指すものである。これ

をホンダ・スマートホームシステムとして実現してゆく。 
ホンダ・スマートホームシステムは家庭用コージェネレーショ

ンシステム、太陽電池、ホームバッテリーユニット、電気自動車

で構成され、家と車をホンダ独自のインターナビシステムで繋ぎ、

最適なエネルギー・マネージメントを実現するものである。 
このホンダ・スマートホームシステムは 2000 年を基準として車と

コージェネレーションなどにより CO2半減、さらに高断熱の家や

省電力家電などにより、合わせて CO2 ゼロを実現します。すで

に埼玉県に実験棟を建設し、様々な機器やシステムの実験とと

もに、実際に人が住んで CO2低減の実証実験を進めている。 
 
第７章 更なる再生可能エネルギーの利用 
 
再生可能エネルギーの利用については、それぞれの地域で最

適な施策の展開を進めている。風況の非常によいブラジルでは 

3.1MW/基という超大型の風力発電機 9 基の設置により

27.9MW の電力を得ることにより 四輪工場 1 棟分のエネルギ

ーがまかなえる設備を 2014 年9 月より稼動開始予定。 
 
第８章 まとめ 
 
我々ホンダは、自由な移動の喜びと豊かで持続可能な社会の

実現を目指し、次世代の子供たちの笑顔のために、今出来るこ

と、これからすべきことに積極的にチャレンジし、行動し実行し

て行くことに努めてゆきたい。 
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１．開会挨拶 熊本大学 学長 谷口 功 

今日は「革新的シリコンアイランドのはじまり」シン

ポジウムの第 5 回目ですが、「半導体の創り出す未

来と我が国半導体産業の強化戦略」で、二人の方に

講演を頂きます。現代は困難な時代で、新しい価値、

新しい社会に向かって大きく踏み出す、そういう時代

だろうと思っています。「イノベーションは止まらな

い」の阿部様の講演がありますが、これからの我が国

の生きる道は、新しい創造、新しい価値を創りだす、それがど

こまでできるか、どう実現していけるかが、我が国の将来を担

っていく、一つの大きな要素になると思っています。その半分

の責任は大学にもあり、大学が新しい人材を育て、その人たち

が新しい社会を担っていける様にと思っています。 
去年、大学のキャッチフレーズを作ろうとコミュニケーション

ワード「創造する森 挑戦する炎」いう言葉をキャッチフレーズ

にしました。社会の中で横の連携を取りながら新しい価値を生

み出す、森のように新しい知、価値を創りだす、生み出してい

くのが大学です。一方ではそれを担うためにチャレンジして頂

かなければいけない、前に進まなければいけない、燃える気

持ちで「チャレンジする炎」、「挑戦する炎」、を熊本大のキャッ

チフレーズとして、これを熊本大のスピリッツとして新しい将来

社会、未来社会を作っていこうではないかと合言葉にした次

第です。 
今日のお話も同じで、我が国の未来をどのように担っていく

のか、創っていくのか、産業界、学生、業者の方々、色々な方

がおられますが、一緒になって考えて、輝く日本の未来を作っ

ていく、そういう機会にして頂ければと思います。 

九州はシリコンアイランドと言われる様に 20 年 30 年半導体

産業が社会をリードして進めてきたのですが、このままで順風

満帆に行くわけではありません。 
新しい事をどこまでつくれるかが、我が国の将来を担うこと

になりますので、今日の講演を聞きながら考えて頂きたいと思

います。幸いにもインテルの副社長阿部さんと経産省の富田

局長に来て頂きました。この熊本の地は半導体の産業の発展

を支えて来たので、この様なお話を聞かせて頂けるのだと嬉

しく思っています。ありがとうございました。本学がこのような会

をさせて頂くことに大きな意義があるのだと思っています。本

学はこれからの人材を育てて行く中で、未来を担って行くと申

し上げて開会の挨拶とさせて頂きます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．閉会挨拶 半導体産業人協会 溝上 裕夫 

本日は経済産業省の富田局長とインテル阿部副社長に内

容の深いお話をして頂きありがとうございました。東京では実

現困難な講師による大講演会でした。また、大変多数の方に

参加頂きまして誠にありがとうございました。 
講演会に当たりまして、熊本大学の谷口学長、半導体の中

心になってくださっている久保田教授の全面的なリーダーシッ

プで今日の講演会にこぎつけたわけであります。本当に感謝

申し上げます。 
兼ねてより、熊本県は大変日本の半導体産業に対して熱心

な県であることは世界に知られています、十数年前から

SEMICON West にブースを構えるなど、熊本県の熱意を世

界に向けて発信しておられます。昨今、日本の半導体産業は、

はかばかしくない状態ですが、熊本の力強いパワー、リーダ

ーシップを持って日本全体を、リードして頂けることを期待した

いと思っております。 

半導体の創り出す未来と 

主催:国立大学法人 熊本大学  共催:一般社団法人 半導体産業人協会

シンポジウム         参加人員 
     熊本大学         １１１名 
     半導体産業人協会   ７６名 

我が国半導体産業の強化戦略  
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1． はじめに 

 
インテルは 1968 年に会社設立以来今年で 46 年目を迎え

ます。昨年は 8 年ぶりに経営陣が新しくなり、CEO（ 高経営

責任者）にブライアン・クルザニッチ（写真1）が、社長にレネイ・

ジェームズが就任しました。クルザニッチはクレイグ・バレット

以来の二人目の Technology & Manufacturing Group（技

術開発・製造技術本部）出身の CEO となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1．ブライアン・クルザニッチ、CEO（ 高経営責任者） 
 

今年 1 月に米国ラスベガスで開催された International 
Consumer Electronics Show（CES）開催前日夜の基調講

演では、クルザニッチが壇上に立ち、モバイルやウェアラブル

端末に加え、個人発明家が開発したインターネット接続機器

などの製品群全体にわたる技術革新の加速を目的とした、製

品、取り組み、戦略的な協力関係の概要を発表しました。これ

は、世界は端末によって定義されるのではなく、人々のライフ

スタイルに対して新たな有用性と価値をもたらすような統合的

なテクノロジーにより定義されるという、統合コンピューティン

グの時代に突入しており、その事例として、弊社が今年提供

開始予定である、実体験に近い感覚を実現し、機器を直感的

に扱えるテクノロジーをいくつか紹介しました。例えば生体測

定や健康維持のための機能を備えたスマートなイヤホン、消

費者体験をより直感的なものにする既存のパーソナル・アシス

タント・テクノロジーにすぐさま連動可能で、またそれらのテク

ノロジーを統合したスマートなヘッドセット（写真 2）、スマートな

ワイヤレス充電ボウル（写真 3）など、多くのウェアラブル・リファ

レンス端末を紹介しました。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2：スマートなヘッドセット 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
写真 3：ワイヤレス充電ボウル 

 
「Internet of the Things（IoT）」に関しては、昨年 9 月の

Intel Developers Forum(IDF)において、インテル® Quark 
SoC を、続いて 10 月にはインテル® Galileo プラットフォーム

を発表しましたが、今回の CES ではさらに IoT 関連デバイス

の開発を促進させるために小型コンピュータとして SD カード

のフォームファクターに実装され、内蔵型ワイヤレス機能を持

ち、複数の OS に対応したインテル® Quark テクノロジー・

ベースのコンピュータである、新しいインテル® Edison （写

真 4）も初公開しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 4．インテル® Edison 
 

イノベーションは止まらない！ 

－ 半導体産業 ・ ＩＣＴ産業の動向とチャレンジ －  

インテル株式会社 取締役副社長 阿部 剛士 
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弊社ではIoT関連においてウェアラブル端末の技術革新を

加速させるという目標に向けて、製品の開発・提供や各種の

取り組みを積極的に推進しています。そして、コンピューティ

ング分野での次の革新に向けたアプローチは、ウェアラブル

端末を開発する顧客が利用できるリファレンス端末とプラットフ

ォームを考案し、開発することです。 
 

2．ICT 産業界の動向 
IoT 以外にも「M2M （Machine to Machine）」、「O2O

（Online to Offline）」など話題に事欠かないICT産業ですが、

インターネットにつながったデバイス（端末）は 2009 年に世界

の人口の数を上回り、2010年には40億台のデバイスと15億

人のネットユーザが存在しました。しかし、これは単なる通過

点であり 2015 年には 150 億のデバイスがネットワークにつな

がると予測されています。ちなみに昨年は 24 億人のネットユ

ーザに対し、次の 3 年でさらに 10 億人が増え、34 億人となる

見込みです。これは毎秒当たり 11 人の新たなネットユーザが

増える計算となり、地球人口増加の約 4 倍のスピードです。そ

して東京オリンピック開催年の 2020 年にはおそらく 500 億台

のデバイスがインターネットにつながりネットユーザも地球人

口の過半数に達するものと予測されています（図 1）。 

図１．インターネットに繋がるデバイス数 
 
これに伴って当然ながらネット上のデータはさらに増加し続

けます。弊社の計算では 2012 年の段階で毎日 7 Exa-Bytes
のデータが作られていました。これは毎秒あたり 17,000 本の

HD 映画が作成されたのと同じ規模のデータ量です。 
毎分あたり 60 時間分のビデオ・データがアップ・ロードされ、

6,000 曲がダウン・ロードされていました。これらのようにデー

タは年々指数関数的に増加し、2005 年から 2015 年の間にス

トレージ需要は 25 倍、クラウド・コンピューティング需要は 100
倍、そしてトランジスタ需要は200倍になると予測しています。 

よって、今後も半導体産業市場は継続的に成長することが

期待されており、WSTS のデータ・予想を元に統計的に計算

すると、その売上げは 2020 年に$463B に達すると見込まれ

ています。 
 

3． 半導体産業界の動向 
過去のデータを鑑みると、半導体産業市場の成長と世界の

GDP の成長には、強い正の相関関係が存在しますが、今後、

継続的な市場成長のためにはイノベーションを欠かすことは

できません。（ここで言及している「イノベーション」とは単なる

「技術革新」ではなく「技術と市場の融合」と定義。） 
弊社にとってイノベーションの源流となるのがシリコン・トラン

ジスタの微細化です。1948 年にトランジスタが発明され、その

後 1961 年に世界で初めてプレーナ型 IC が誕生しました。コ

ンピュータ産業では真空管ベースの ENIAC（Electronic 
Numerical Integrator and Computer）が米国で 1946 年に

発表となり、その後四半世紀を経て 1971 年にシリコン・トラン

ジスタ・ベースの世界初となる商用 4 ビットのマイクロプロセッ

サー、インテル® 4004  (i4004)が誕生しました。ENIAC は

その大きさが幅24m、高さ2.5m、奥行き約1m、総重量が30t
近くあり消費電力も 150k ワットありましたが、i4004 は 3mmｘ

4mm のダイサイズに 2,300 個のトランジスタを集積し消費電

力は400mワットでした。ここからコンピュータ業界の黎明期か

らさらにイノベーションが進むことになりました。 
半導体プロセス技術は 1971 年の i4004 発表以前にインテ

ルのファウンダーの一人であるゴードン･ムーアが 1965 年に

“集積回路におけるトランジスタの集積密度は、18〜24か月ご

とに倍になる約 2 年で倍増する”という予測を立てました。これ

は、ムーアの経験則でしたが、後に“ムーアの法則”と呼ばれ

るようになりました。この法則は現在に至るまで、半導体業界

の革新のペースを的確に言い当てており、弊社でもおよそ 2
年毎に半導体技術の革新を続けています。 

すでに業界に先駆け、先進の 22nm プロセス技術を利用し

た製品を量産しており、今年は 14nm プロセス技術を利用し

た製品の量産も開始する予定です。 
この 22nm プロセス技術のトランジスタは、従来のプレーナ

型トランジスタから三次元構造に変更した、 初のトランジスタ

で、14nm プロセス技術は三次元構造における第 2 世代の技

術になります。 
プロセス技術の遷移によって各世代間では 20%以上の性

能向上が期待されています。1980年代や1990年代はスケー

リング則にのっとりトランジスタを縮小することでトランジスタの

性能向上を図ることができました。しかし、微細加工が進む中

で 2000 年以降、単に微細化するだけでは十分な性能向上を

得ることが難しくなってきました。また、性能だけではなくマイ

クロプロセッサーの動作周波数が高くなるにつれ消費電力と

いう課題も大きくなってきました。これらのチャレンジをのり越

えるため 2000 年代に入り新規材料、より多くの元素を使用す

るようになりプロセス技術はより複雑になってきました。（図 2） 

Internet of 
Things

Opportunity

50B
Devices
20201

15B
Devices
2015 

2B
Devices

2006
* Source: Chetan
Sharma Consulting, 
IMS
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図 2．複雑化するシリコンプロセス技術 
 
また、「歪みシリコン」技術や「High-K メタルゲート」技術、

そして「 3 次元トライゲート・トランジスタ」技術などの新技術

を次々に導入してまいりました。（図 3） 

 図 3．優れた電力効率と高性能化に向けた現在の半導体 
技術革新 

 
特に、直近の三次元構造化では、この構造変化により、

22nm プロセス技術のトランジスタの性能は前世代(32nm)に
比べ37%向上し、また、50%以上の電力削減が可能となりまし

た。（図 4）  
近、「ムーアの法則はいつまで続くのか？」という質問と

同じ位の頻度で、別の質問を受けるようになりました。それは

「なぜ、ムーアの法則を継続するのか？」です。弊社はムーア

の法則が単に技術的な法則ではなくエコノミーを鑑みたビジ

ネスモデルそのものだと考えています。例えば 1971 年に誕

生した i4004 と 2012 年の第三世代のインテル®Core™プロ

セッサーを比較するとひとつのトランジスタ・レベルでは、

4,000倍高速、低消費電力化は5,000倍、そしてコスト・ダウン

は50,000倍という計算になります。もし、このようなムーアの法

則が車のエンジンにも存在していたらどうなっていたか。1971 

 
年のフォルクス・ワーゲン社のビートルを参考にしてみました。

1971年当時、ビートルのエンジンの 高スピードは130km/h
でした。 

図 4．トランジスタ性能（スイッチング速度）とリーク電流の関係 
 
今はその性能は520,000km/hとなり、地球を約5分で一周

することが可能となります。羽田－サンフランシスコ間を 10 分

で往復することも可能で米国出張も日帰りが可能となっていた

かもしれません。（太平洋上に高速道路があればの話です

が）また、燃費は 1971 年当時ビートルがリッターあたり約

11km でしたが、今は 55,000km になります。おそらく新車を

購入して次の買い替えまで 3 リッターくらい入れておけばよく

なるかもしれません。もう、満タンにする必要はなくなります。

エンジンの価格は 71 年当時$2,500（USD）でしたが、今は約

＄0.05（5 セント）です。よって、性能は地球一周 5 分、燃費は

リッターあたり 5 万キロメートル以上、価格 5 セントのエンジン

はユーザにとって価値があるか否かということになります。弊

社がムーアの法則を重要であると考える理由の１つは、常に

顧客に対して、あるいは様々な市場に対して、このような価値

を提供し続けるためです。 
ICT の利活用において弊社は 先端の半導体製造技術の

革新を通し、電力効率の向上と高性能化、高機能化を支えて

います。 
 

4． チャレンジ 
一方で Technology Pipeline に入っている次世代のプロセ

ス技術実現には前工程、後工程とも過去の歴史でなかったほ

どのチャレンジが数多く存在しています。 
図 5 は 2004 年から昨年までの弊社の投資（設備投資費な

らびに研究開発費）にかかわる金額です。半導体産業市場の

景気が低迷して2001年には弊社は$7.3Bの設備投資を行い

ましたが、この数年$10B 以上の投資が継続されています。

2001 年のときの設備投資と研究開発費と合計金額はその年
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の弊社売上げの 40%を超えました。そして、昨年 2013 年も

12 年ぶりに 40%を超え、また 2011 年、2012 年も売上げに対

して 35%以上の投資を行っています。 

図 5．設備投資費と研究開発費の推移 
 

これらの投資はイノベーションを継続させ、次の半導体需要

に備えるためのものです。弊社は、図 6 「この先 10 年、コン

ピューティング技術の革新を通じて世界中のあらゆる人々の

繋がりを促進し、より豊かな生活を実現します。」というビジョン

のもと半導体産業界のさらなる発展と成長に寄与したいと考え

ています。 

その一方で市場はより複雑化し、そしてめまぐるしい変化が

起こっています。それらの変化のスピードについていくことは

簡単なことではありません。また、市場も先進国中心から発展

途上国も巻き込んだ市場規模と、そのニーズに対応すること

が期待されています。そこには技術的なチャレンジと同じくら

いコスト・チャレンジが横たわっています。コストにおいてもイ

ノベーションが必須となってきました。 
弊社はイノベーションを持続させながら、サプライ・チェーン

もさらに改善していきます。そのためには日本をはじめ世界の

サプライヤーの皆さま、大学、コンソーシアムの皆さまなど産・

官・学のいままで以上の協業が必須となります。弊社は毎年優

秀なサプライヤーの皆さまを表彰しています。2014 年度のイ

ンテル サプライヤー・アワードの発表が4月に行われました。

特筆すべきは今年も全受賞社の過半数を国内サプライヤー

様が占められ、今年は 60%を超えました。サプライヤー・アワ

ー ド 高 位 の SCQI （ Supplier Continuous Quality 
Improvement）賞では 4 年続けて 70％以上が国内サプライ

ヤー様でした。 
今後の半導体産業界の発展にはこれらステーク・ホルダー

の皆様とのさらなる協業はますます重要となります。日本は弊

社のサプライ・チェーンにおいても、「ムーアの法則」を継続さ

せるための前工程・後工程の技術開発においても重要です。 
 

5． おわりに 
 
後にまとめとして、今後重要なキーワードを下記に 

示します。 
  

Collaboration 
Affordability 
Velocity 

 
以上 

ありがとうございました。 
 

                                           

 

図 6．インテルのビジョン 
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今日は我が国にとって非常に重要なエレクトロニクス産

業について、その現状・問題点、将来的な課題、特に、過

去に遡ってこれまでの経緯も頭におきながら、どのようにす

れば将来が開けていくか、ご来場の産業界・学界の皆様と

も一緒に議論を深めながら、なんらかの方向性を見いだし

ていければと思っています。 
 

・新たな成長戦略について 

まず、 近の経済・産業政策の全体像について少しご紹

介させていただきたいと思います。ご承知の通り、一昨年

12 月に安倍政権が発足した後、政府一丸となって、日本

経済再生に向けた「三本の矢」を推し進めています。 
第一の矢「大胆な金融政策」、第二の矢「機動的な財政

政策」の効果もあり、日本経済を長らく苦しめて来た円高及

びデフレの悪循環を断ち切りながら、徐々に景気回復の軌

道が見え始めております。ただ、こうした明るい兆しを、いか

にして持続的な成長軌道に乗せていけるかが目下の 大

の政策課題であり、第三の矢「新たな成長戦略」を具体化

が急務となっています。そのため、政府として昨年の 6 月に

新たな成長戦略として「日本再興戦略」を策定。その戦略

に基づいて政府一丸となって政策を遂行しているところで

ございます。 
日本再興戦略は、次の 3 本の柱から構成されています。 

1)日本の産業再生プラン 
ベンチャー企業の育成、雇用制度改革、人材育成、

R&D の強化、IT の利活用等の施策を通じた日本産業の

基盤の強化など。 

2)戦略市場創造プラン 
健康寿命の延伸、クリーンなエネルギー、次世代のイン

フラ、農業の 6 次産業化等、国内の課題をバネにした新た

な市場の創造など。 
3)国際展開戦略 

TPP、EPA、インフラ輸出などの様々な戦略的取組を通

じた、海外、特に新興国市場の獲得など。 
3 本の柱に盛り込まれたさまざまな施策を通じて、澱んで

いたヒト、モノ、カネを一気に動かし、10 年間の平均で名目

成長率 3％程度、実質成長率２％という具体的な数値目標

を掲げて、政策に取り組んでいるところです。 
 

・デフレ脱却と日本経済再生に向けた経済政策パッケージ 

政府は、アベノミクス「三本の矢」による景気回復の推移

を慎重に見極めながら、昨年 10 月、今年の 4 月から消費

税率を 5％から 8％に引き上げることを決定いたしました

が、その際には、デフレ脱却と日本経済再生の道筋を確か

にすべく、様々な施策を盛り込んだ「経済対策パッケージ」

を併せて策定いたしました。例えば、経済対策パッケージ

中の施策の一つである生産性向上設備投資促進税制は、

リーマンショック前と比して 1 割減（63 兆円）となっている国

内設備投資額を回復させ、設備の更新を通じて生産性を

向上し、日本の経済成長を後押しするために設けられた措

置です。同税制はイノベーションを促進する研究開発の促

進税制等と併せて 1 兆円規模の減税措置となっておりま

す。その他、昨年 12 月に産業の競争力強化に資する事業

を盛り込んだ 5 兆円規模の経済対策（補正予算）を措置。

日本のエレクトロニクス産業の 

将来的課題 

経済産業省 商務情報政策局 局長 富田 健介 
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現在、これらの予算を切れ目なく、効果的に執行することに

より、消費税率引上げに伴う景気の下振れリスクに対応す

るとともに、成長力の底上げを目指しております。 
また、法人税に関しましては、もともと一時引き下げられ

ることが決まっておりましたが、東日本大震災を受け、復興

特別法人税を復興財源として法人税に上乗せがなされて

きました。この度、この経済対策パッケージの一環で復興特

別法人税を 1 年前倒しで廃止することになり、法人税負担

の一部軽減が図られましたが、それでも我が国の法人税率

は依然として他国と比して高い状況が続いております。そ

のため、国際的イコールフッティングの観点より更なる引き

下げに向けて、引き続き議論を進めているところです。 
これらの経済対策パッケージを通じて、企業収益の改善

を賃上げ、所得や雇用の拡大につなげ、それが消費の拡

大、そして更なる投資を生むという「経済の好循環」を実現

して参りたいと考えております。今回の春闘では多くの経営

者の方々から前向きなメッセージを発信いただきました。今

後も引き続き皆様と緊密に連携し、「景気回復の実感」を全

国津々浦々に届けられるよう引き続き取り組んでいきたいと

考えております。 
 

１．エレクトロニクス産業の現状 

それでは本題のエレクロニクス産業の話に移ります。エレク

トロニクス産業の世界の生産額は 210 兆円で日本の需要規模

は全世界の 9％、生産比率は全世界の 7％ですが、 近は中

国の存在感がますます大きくなってきております。一方で国内

雇用の側面から見ると、自動車産業の 74 万人に対してエレク

トロニクス産業は 124 万人の雇用を抱えております。出荷額も

自動車産業に並ぶ状況であり、その中で半導体、電子部品は

3 分の 1 を占める存在感の大きな業種であります。 
これまではもの作りの技術を高め、国内からの輸出を拡

大する事が我が国発展の根幹でございました。 近、貿易

収支が悪化していると新聞報道がされていますが、その要

因のひとつは原子力発電所の停止に伴い、化石燃料を大

量に輸入する必要が生じた為であるとされております。ま

た、エレクトロニクス分野においても近年急速に貿易収支が

悪化していますが、携帯電話の輸入が急増している一方

で、国内生産が減少に転じていることが大きな要因と考えら

れます。 
一方、ＩＣや電子部品は輸出超過を維持しております。半

導体等電子部品輸出額が 25%、電気回路等の機器は

13%です。産業別の一人当たり資本装備率を見ると、半導

体、液晶のパネルは典型的な装置集約的な産業で、賃金

水準の差があっても相対的に産業の強みを発揮でき、日本

の賃金が高くてもやり方により世界的に競争力を保つことが

できると考えております。 
日本の製造業は近年、六重苦と言われる、為替、電力料

金、法人税、労働の規制、などの様々な事業環境の悪化に

悩まされ、海外企業に比して大きなハンディを背負っており

ました。まず為替の推移ですが、2008 年を基準としますと

2012 年には 37%の円高、16％のウォン安で推移し、企業

努力では為替差を吸収できない難しい状況に置かれてお

りました。その後、安倍政権以降は為替のハンディが縮小

してきましたが、円高の時期においては、DRAM でサムソ

ン、ハイニクスがシェアを大きく伸ばすなど、日本企業は厳

しい状況に追い込まれてまいりました。 
私は、今後の装置集約型のデバイス産業の発展を考え

た時に、設備投資が決定的に重要であると考えておりま

す。国内外の半導体関連企業における売上高（横軸）と設

備投資（縦軸）をご覧いただければと思いますが、売上高

設備投資比率と売上高を見ると、設備投資の水準は

TSMC、インテル、サムスン、アップルに比べ日本の企業は

残念ながら低い位置にとどまっており、大きく見劣りがしま

す。近年、企業の内部留保は年々厚みを増しておりますの

日本メーカー 
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で、産業界におかれては資金を次の成長事業にもっともっ

と投資していっていただきたい、国としても、設備投資・研

究開発減税や立地補助金のように設備投資を促進する政

策が重要になってくると考えております。 
 

２．半導体産業の現状  

製造業全体のうち、半導体産業が占める割合は約 5％

で、世界全体では約 30 兆円、これを支える製造装置約 7
兆円、材料・部材約 5 兆円と非常に裾野が広い産業となっ

ております。また半導体は、エレクトロニクス製品に留まら

ず、産業機器、自動車、医療分野の様々な製品にも搭載さ

れ、今後も様々な機能を拡張しながらあらゆる製品の中核

部品で有り続けると予想されます。 

半導体産業は依然として成長途上であり、1994 年から

16 年間の年平均成長率は 5.8％を記録しておりました。

2012 年から 3 年間の年間成長率はそれ以前と比べるとや

や鈍化するものの、3.7％近くの成長が予測され、年間 108
億ドル（1 兆円強）の市場成長が期待される有望な市場で

あります。 

半導体主要製品別の売上高の推移は、全体のシェアで

3 割近くを占めるシステム LSI（ロジック回路）が他の製品と

比して大きく成長しております。これはシステム LSI の回路

にはソフトが組み込まれ、ある種の頭脳として、スマホやタ

ブレット等の様々な通信端末に搭載されているからです。ソ

フトの出来・不出来がシステムＬＳＩの性能の優劣を決める

決定的な要因でありますが、同分野における日系企業の世

界シェアはルネサスの2%が 大であり、これは日本企業が

外国企業に比してソフトの開発力で十分な競争力を有して

いないことを示唆しております。 
 
３．我が国半導体産業の苦境の要因 

日本の半導体産業を時系列で見ると 1988 年の日本の

シェアは 51％、実に世界の半分を占めた時期があり、以降

は今日にいたるまでシェアの低下を続けて、2012 年のシェ

アは 17.4％までに落ちてきました。この間にどの様な事が

起きたのか、時代を追ってお話をしなければならないと思

います。DRAM の成功に至る歴史は、1970 年代に国家プ

ロジェクトとして超 LSI 技術研究開発プロジェクトを官民合

同で立ち上げ、通商産業省と電電公社が大きな資金を投

資し、半導体産業の研究開発を支援してきたことが大きな

要因と考えられます。同プロジェクトでは電子ビーム描画装

置などの半導体プロセスの基幹的な研究開発に官民一体で

取り組むことができました。結果、急速に DRAM 産業の成長

が加速し、日本の半導体産業は世界シェアの半分を握ること

ができるほど、強力な競争力を持つようになりました。 
その後、1980 年代後半に半導体、自動車の日本の市場

が閉鎖的であるという米国の主張を発端に、日米貿易摩擦

問題が起き、結果日米半導体協定が 1986年に締結されて

以来 10 年間続きました。その間、①ダンピングの防止で輸

出価格モニタリングをする事、②日本の国内市場を海外の

半導体企業に開放する事が日米で政策合意されました。 
1990 年代後半以降の DRAM は、メインフレーム市場に

続きパソコン市場が立ち上がるにつれて、メインフレームに

搭載する時とは異なる要求がされるようになりました。具体

的には、パソコン市場は低コスト、短納期、多数量ができる

製造工程に転換が必要でしたが、日本企業はメインフレー

ム市場で要求された高品質な DRAM の製造に軸足をおき

続けたため、パソコン市場の立ち上がりによる DRAM 市場

拡大の波に乗れず、より市場の要求にマッチしたＤＲＡＭを

製造していた韓国サムスンがシェアを拡大、 後には逆転

されてしまいました。 
その後 2000 年代に入り、半導体産業は本格的な設備

投資競争の時代に突入します。IT バブル崩壊後やリーマ

ンショック後の景気後退期の節々で、日本企業が設備投資
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を控えたのと対照的に、サムスンは将来の景気拡大を睨ん

で、市況が落ち込んだ時にこそ積極的に投資を断行してい

きました。その結果、市況回復局面において供給力の差が

生じ、サムスンと他の日系企業のシェアの差は更に拡大。タ

イミングを見極めた機動的な設備投資をする経営判断が迅

速にできるか否かが、この産業の勝敗を分ける大きなポイン

トとなりました。 
設備投資額が非常に高額になるのと時を同じくして、垂

直統合型の生産体制から水平分業型の生産体制への移

行が、半導体産業の潮目を変えるような大きな変化として

進んで参りました。日本企業の初期の半導体開発は、自社

のセット製品に使う為、設備、材料、必要な部材まで内製し

ておりました。その後、設備、材料は外から購入するが、設

計、前工程、後工程の一貫したプロセスは依然として一社

で受け持つ垂直統合型モデルが主流となり、要所の擦り合

わせ技術に強みを持つ日本企業は世界を席巻。擦り合わ

せの先に新たなビジネスを模索し始めました。しかしなが

ら、2000 年ごろからは、設計は設計、前工程は前工程、後

工程は後工程と分担するビジネスモデルが世界的に台頭

しました。設計に特化をして、設備を持たずに専門企業に

委託するファブレス企業は米クアルコムに代表されます。ま

た、プロセスは製造専門の TSMC などのファウンドリ企業に

委託され、ファウンドリは大量生産のコストメリットから非常に

強大な競争力を持ち、世界の半導体ビジネスの構造が水

平分業に変革することに大きく寄与しました。もちろん例外

として、サムソン、インテルといった自社で非常に強い商品

を持っていて大量に生産できる企業もありますが、水平分業

による得意分野への選択と集中を行った企業は非常に高い

収益を確保していることは紛れも無い事実でございます。 
その他、昨今の半導体産業の変化として、標準品

（ASSP）市場の急速な成長が挙げられます。システム LSI
は、元々顧客が仕様を企画、設計したものを、半導体メー

カーがカスタム品（ASIC）として生産することで顧客の囲い

込みを行っていました。半導体メーカー各社はサービスで

の差別化を志向しましたが、仕様は発注者によって異なる

ため、一回で生産する数が増えず、価格が高止まりし、結

果利益率は低く留まってしまいました。一方で、標準品

（ASSP）は半導体企業が、顧客が満足できる汎用の仕様

で設計し、半導体に搭載してセットメーカーに収めるという

ビジネスモデルであるため、この仕様を採用する企業が増

えれば、量産効果が期待され、コストが下がり、結果収益性

が向上します。例えば、クアルコムの携帯電話向けのシス

テム LSI は汎用性が非常に高く低コストでありながらも、高

品質を実現している典型的な例であると言えます。 
ASSP と ASIC の市場の伸びを比較すると、ASSP の市

場は右型上がり、成長率約 10%である一方で、ASIC は伸

びが非常に緩やかであると言えます。企業毎の利益率を比

べても、ASIC を生業とする多くの企業の利益は数％に留

まる一方、ASSP 関連企業の利益は 20%超の企業も多々

あります。利益を上げる事は次の設備投資額の差に直結す

ることを鑑みると、半導体産業では非常に大きな差となって

数年後に表れてきます。 
 
４．今後の政策の方向性  

今までは、近年の半導体産業におけるビジネスモデルの

変化について説明して参りましたが、私は日本企業も既存

の分野、これから伸びゆく分野のどちらでも、戦い方次第で

はまだ戦えると考えております。今後、半導体がますます増

えていく分野の一つは自動車分野であります。自動運転の

技術の向上が予想されるだけではなく、ネットワークの端末

として使われる時期もそう遠くないと思っています。また、イ

ンフラ分野、設備を効率的に稼働させる等の産業分野にお

いても、半導体市場が大きく伸びていきます。その他では

ヘルスケア分野でも少子高齢化に対して国民の健康をど
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のように向上させるか、医療技術進歩に伴って個人の様々

な検診データを集約しながら健康予防のサービスに繋げて

いくかを議論する際にも、半導体を搭載したデバイスの活

躍が期待されております。今年の CES ではウェアラブル端

末が脚光を浴びておりましたが、先ほどお話しした各分野

において、今後は端末とサービスが一体になったビジネス

が伸びていくと考えています。サービスは全てのモノに通信

機能が賦与される Internet of Things(IoT)が一つの出口

と思いますが、農業生産の中でセンシング技術をどう使う

か、生産の効率化、流通の管理にどう繋げるか等、さまざま

な市場の成長と歩を合わせる形で、半導体が拡大していく

可能性がございます。また、半導体を搭載したデバイスの

特性においても、様々なデバイス、例えば、位置情報把握

デバイス、生体モニタリングセンサーなどの情報収集デバイ

スや情報処理・制御デバイス、パワーデバイスなど多種多

様なデバイスが出来ています、そのデバイスをどのように繋

いで、市場のニーズに答えて行くかという点がこれからの課

題と考えています。 
概念的ではございますが、これからシステム全体が顧客

に対して、どういうサービスを実現できるかの視点が決定的

に重要でございます。システムはデバイス、アプリケーショ

ン、サービスなどの幾つかの階層で構成されており、デバイ

スを複数組み合わせた製品にはシステムをコントロールす

る OS、アプリ、ソフトウェアが組込まれます。Google などは

端末をつなぎ合わせて、全体で検索サービスなどの大きな

サービスを提供すると同時に、サプライヤーの立場を活用

して収集したビッグデータを解析することにより、新しい価

値をサービスに結び付けて創造してきております。こうした

例に見られるように、サービスを提供するシステム全体を支

配する影響力をどう確保していくか、特に市場支配力のある

コア部品や OS、アプリといったエコシステムのどこを囲い込

んで、どこをオープンにするかが、決定的に重要となります。

これが、今起きている 新のビジネスモデルを巡る戦いで

す。 
インテル型（PC）のビジネスモデルでは製品レイヤー、

サービス・アプリレイヤーが明確に分離されています。製品

レイヤーでもコアの部品をしっかり持ち、この強みでサービ

ス・アプリ・ソリューションをコントロールする 終顧客への

サービスをリード出来るため、周りの産業に対しても高い支

配力を持っています。 
一方、アップル型はハードの部分を超えて、アプリケー

ション・サービス、ソフトウェアの部分で、iOS の強力なソフト

ウェア・プラットフォームの上に様々なアプリが動く状態を提

供する事でデファクトスタンダードを作り、その中心にビジネ

スの生態系を作り上げております。コアの部分をどのように

作り上げるのか、作り上げた事業者が全体の収益の大きな

部分を取っていく、逆にコアを握れなければ、ハードウェア

単体で「もの作り」として高性能なものを作りえたとしても、こ

の構造の中で配分される利益は全体のビジネスモデルの

基幹的な部分を握っている事業者からすると、相対的に薄

い利益の配分しかされません。これが今のビジネスモデル

を巡る攻防における経験則と考えております。 
今までのエコシステムはサービス事業者、IT システム事

業者、機器・部品事業者が垂直的に繋がれたシステムで、

部品メーカーからするとセットメーカーの動きまでしか見え

ない、その先にあるサービス事業者、その先にある顧客が

どの様に考えているか見えない中で、エコシステムが動い

ていました。 

新たなエコシステムでは、各事業者間をつなぐ、共通の

仕様・インターフェース・プラットフォームが作られ、その分

野でそれぞれの競争が行われ、コスト削減が起きて、競争

力がある製品が生まれ、また、その土壌を通じて新しいビジ

ネスが創造されてきています。この共通仕様を、誰が提案

するのか、今までの経験ではインテルのように部品側から

握る、システム（セット）側から握る、Google のようにサービ

ス側で握る、と言う色々な例がありますが、これは、早いもの
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勝ちで、いかに全体のビジネス構造をきちん作り上げるか

が重要であり、そうした開発力・企画力を持つ者であれば

誰にでもチャンスがあります。一つだけ確かな事は、早くこ

の部分を握らないと、後でいくら良いパーツを作っても十分

な利益配分を受けられないということであり、一番大きな問

題であります。 
私たちも、現在の競争環境における成功事例を分析しな

がら、現在手探りで政策を考えていますが、従来は、プロセ

ス技術、例えば半導体チップの省エネ性を高めると言った

ような目標の研究開発が多く行われました。しかしながら、

その様な研究開発の延長線上では本当の意味の解が見い

だしづらくなっているのではないか、ということで、先ほどの

ような共通仕様・プラットフォームを日本独自に提案していく

ことに挑戦する新事業を 26 年度から始めております。研究

開発プロジェクトでなく、ビジネスモデルを作るのがアウト

プットのプロジェクトであります。今提案を募っていますが、

非常に多くの野心的な提案を頂いています。こうしたアイデ

アの中から将来のビジネスモデルに繋がるものが出てくれ

ば幸いであります。 

 
参考 エレクトロニクス産業に関する当省の施策 
＊生産性向上設備投資促進税制の新設及び研究開発税

制の拡充について  

設備投資の減税ですが、一定の要件を満たせば、即時

償却又は 5%税額控除の税制であります。既存の税制では

機械装置に限定されておりましたが、一定の要件を満たす

ことで、ソフトウェアやサーバーも対象に加えられるようにな

りました。 
研究開発税制ですが、本体恒久措置に上乗せ措置とし

て高水準型と増加型がありますが、増加型を 30%までに致

しました。 
 

＊産業競争力強化法の概要 

日本には、新しい事業を展開する際に様々な規制があり

ますが、昨年、産業競争力強化法の中で、企業の提案に

基づき「規制改革」を実行する、企業実証特例制度、グ

レーゾーン解消制度を創設しました。企業実証特例制度

は、事業者からの規制の特例措置の提案を受けて、事業を

所管する大臣と規制を所管する大臣が協議して特例措置

を創設し、安全性等を確保する措置を含む事業計画の認

定を通じ、規制の特例措置の利用を認める制度です。規制

に対し事業者から提案して頂ければ規制緩和を進められま

すので、活用して頂き、事業にチャレンジして下さい。 

以上 
――――――――――――――――――――――――  

講演録 半導体産業人協会 相原 孝  
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平田社長

300mm EFEM/ソーター

第 10世代 FPD搬送ロボット

【はじめに】 
今春は日本を代表する著名なお二人による講演会

開催と熊本市近郊の最先端半導体 450mm 装置を手
掛けるメーカー2社を訪問し、また第10回ゴルフコンペ
も併催致しました。4/22、4/23、4/24の 3日間 11名の
ご参加を頂きました。 

 
［講演会：4/22午後 熊本大学］ 
◆インテル株式会社取締役副社長 阿部剛士氏 
「イノベーションは止まらない！-半導体産業・ICT
産業の動向とチャレンジ-」 
◆経産省商務情報政策局長 富田健介氏 
「日本のエレクトロニクス産業の将来的課題」 

めったにお目に掛かれないお二人の大変貴重なお話

で、とても身になる講演会でした。準備には 5 ヵ月間を
要しましたが無事に終わりホッとしました。 
 
［見学会：4/23午前 平田機工株式会社］ 

1951 年 12 月創業の熊本の
優良企業である平田機工株式

会社を訪問しました。 
平田社長に会社概要をご説

明頂きました。多数の技術者を

抱える技術集団で、顧客の仕様

に細かく対応しております。 
国内生産拠点、生産に必要な多種多様な設備と広

大な組立試運転スペース及びクリーンルームを保有し

ており、設計から生産、更に立上まで一貫した体制を

構築されております。まさに顧客の為にかゆい所に手

を差し伸べることを日々考えている真摯な姿勢が表れ

ておりました。特に印象に残っているのは、様々な工作

機械を多数取り揃えており、顧客の特別な仕様に対応

すべく部品一点から製作出来る体制です。一見、外注

した方が遙かに効率的でコストも低く押えることが出来

ると感じますが、一点モノを作ることで顧客対応力が向

上、次のリピートにも繋がるという、顧客を大事にする姿

勢がここにも感じられました。現在では海外にも生産拠

点を展開するグローバル企業として「Hirata」ブランド
製品が世界中で活躍しています。 
そんな「Hirata」が手掛ける商品は、様々な産業に
対応しており、半導体関連生産設備はもちろんのこと、

FPD 生産関連設備や自動車関連生産設備等、主に
搬送系を中心とした商品に強みを持っております。この

度、工場見学させて頂いたのは、熊本工場、楠野工場

の 2 ヶ所でした。熊本本部のある熊本工場は様々な工
作機械が効率良く配備され、様々な部品が生産されて

いました。一貫生産されていることが実感出来ました。

また、印象的だったのが大型の第10世代のFPD用搬
送ロボットが試運転しており、とても迫力があり見入って

しまいました。 

また、出荷待ちの造船用の大型検査装置もあり、対

応力の底力を見ることが出来ました。 
次に半導体製品用の工場である楠野工場を見学しまし

た。主力製品の「EFEM/ソーター」のデモを見学させ
て頂きました。このデモ機はわざわざクリーンルームか

ら前室まで移動して頂いておりました。半導体産業の

参入は後発であった「Hirata」でありましたが、300 ㎜
用装置の開発をいち早く手がけ、次々に製品を投入へ

の参入は後発であった「Hirata」でありましたが、300
㎜用装置の開発をいち早く手がけ、次々に製品を投入

しました。先行の利を生かしながら地道な拡販活動に

より、今では大口径ウェハの搬送システムと言えば、

EFEM(Equipment 
Front End Module)と
いわれる程に評価が

高く、450 ㎜も積極的
に取り組まれておりま

す。G450C にも実績
があります。 

         2014年春季工場見学会報告 九州 （熊本）  

平田機工（株）、東京エレクトロン（株）    

九州地区委員  吉崎 寛信 
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LITHIUS ProZ（300㎜用） 

平田機工社屋 

東京エレクトロン九州ロビー 

 今後も積極的に取り組まれていくとのことで最先端の

半導体搬送システムメーカーとしての地位を確立され

ていくものとご活躍を願います。 
［見学会：4/23午後 東京エレクトロン九州株式会社］ 

 
 午後からは、世界的な企業である東京エレクトロンの

グループ会社である、東京エレクトロン九州株式会社を

訪問しました。SSISツアーとしては 2度目の訪問となり
ます。 

TEL 九州・合志事業所は、TEL グループの中でも
主力製品であるコーターデベロッパー（Clean Track）
の生産を担っております。現在では世界トップシェアを

誇る装置です。 
トレーニング施設を見学した際に、たまたま海外から

トレーニングに来られている方々がおり、まさに世界ブ

ランドであることを実感しました。トレーニング用の装置

も複数台設置されており、トレーニングセンターの充実

ぶりはさすがでした。 
生産ラインも見学させて頂きました。非常に大きな装

置であることから装置を動かすのではなく、各部品を効

率良く各装置へ配給出来るシステムを構築されており

ました。このことにより生産性を向上させると共に、無駄

をなくしコスト競争にも負けない、世界を相手に戦う強

い企業の見本とも思えました。 
今後も日本を牽引するリーディングカンパニーとして、

更にはアプライドマテリアルズとの良い合併効果を期待

し、ご発展をお祈り致します。 

 
 
［第 10回 SSISゴルフコンペ：4/24 

阿蘇湯ノ谷カントリークラブ］ 
 

 SSIS主催の第１０回オープンゴルフ大会は熊本県で
60年の歴史がある一番古い名門コース、くまもと阿蘇
カントリークラブ湯の谷コースにて開催しました。天気も

初夏を思わせるような好天で、絶好のコンディションの

もと和気あいあい、楽しいゴルフを満喫しました。名物

コースの「馬の背（No.3 PAR5）」や「203高地（No.5 
PAR4）」等、山岳ならではの地形をフルに生かしたア
ップダウンが激しいタフなコースでした。景色も阿蘇山

を望む 360度パノラマが印象に残りました。競技は新
ペリア方式で行い、実力を如何無く発揮された池野さ

んが優勝、ベスグロ・ニアピンも池野さんが総ナメで獲

得されました。次回も楽しみにしたいと思います。 
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昨年末から、日本の半導体業界に慌ただしい動きが

見え隠れし始めた。 

 
まずパナソニックが、北陸の半導体 3 工場をイスラエ

ルのファンドリ会社、タワージャズセミコンダクター社（以

下 TJ 社）に売却することを発表した。正確に言えば、

TJ 社との合弁会社に工場を移管し、合弁会社がファン

ドリとして委託生産を行う、とのことである。 

 
一方の設計部門については、MCUやアナログ IC事

業は社内に残し、システム LSI 事業は、富士通セミコン

ダクターと設立する合弁会社へ移管する、という計画で

ある。同社の半導体事業は、巨大な社内需要を支える

べく IDM 形態で継続されてきたが、今後は設計と製造

が分離されること、設計も製造も今まで以上に外販戦略

が重要になること、などが大きな変化点になりそうだ。 

 
パナソニックとの合弁を計画している富士通セミコン

ダクターは、三重工場の売却交渉を TSMC と行ってい

るはずだが、具体的な動きが見られない。一方、MCU

事業とアナログ IC 事業はすでにスパンション社に売却

済みで、パナソニックとの合弁会社も富士通の連結から

外れる前提である。富士通の 100%子会社だった富士

通セミコンダクターは、やはり設計と製造を分離しなが

ら、親会社からも分離される路線上にある。 

 
日本の半導体業界において、親会社からの分社や

他社との合弁設立といった動きは今までにもいくつか見

られたが、業績の悪化やシェアダウンといったネガティ

ブな流れが続いている。ご批判を覚悟で申し上げれ

ば、これまでの業界再編の動きは「親会社が半導体を

連結から外すこと」が主目的で、半導体事業を強化した

り、従来とは異なる何かを始める、といった攻めの姿勢

が欠如していることが原因と言える。 

 
パナソニックと富士通の合弁も、残念ながらそのネガ

ティブな判断が親会社の主目的にあることは否めない。

自社内における半導体事業の優先順位が下がれば、こ   

 
のような経営判断は、止むを得ないかも知れないが切り

離される半導体事業サイドとしては、親会社から独立し

て生き延びるための「攻めの戦略」がなければ、これま

でのネガティブな流れを食い止めることは困難である。 

 
新会社はファブレスで、従来の IDM とは異なる事業

展開を目指しているようだが、重要なのは「半導体顧客

から見て、新会社の新しい魅力は何か」に徹底的にこだ

わることなのだ。パナソニック単独、富士通単独では顧

客に提供できなかった製品やサービスをどれだけメニュ

ーに加えることができるか、是非とも積極的に検討して

頂きたい、と切に願っている。 

 
ファブレス企業が誕生しようとしている一方で、「もの

づくり」にこだわり続けてきた日本の製造ラインが窮地に

立たされているのも現実である。富士通三重工場、ルネ

サス鶴岡工場、東芝大分工場などの 300mm ウェハロ

ジックラインは、ここ数年、最先端プロセスの導入や生産

能力の拡張が行われていない。鶴岡工場については、

ソニーによる買収が確定しているが、三重工場、大分工

場については今後の見通しが立っていない。プロセス

技術や品質管理で世界でも高い評価を得ているこれら

の工場で、何故注文が取れないのか。これらを有効に

活用できる選択肢はないのか。 

 
かって、国内には独立ファンドリを設立させようとする

プロジェクトが何度か発足したが、IDM 各社が自社の

工場をプロジェクトに提供せず、社内に囲い込む姿勢を

崩さなかったので、構想が具体化することはなかった。

しかし今は、各社が自社の工場を維持できずに売却や

閉鎖を決定するなど、状況は大きく変化している。今度

こそ、独立ファンドリ構想は具体化できるのではないか、

と筆者は思っている。 

 
例えば、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発

機構）と LEAP（超低電圧デバイス技術研究組合）は

2013年6月、0.4V以下の電圧で稼働できるプロセス技

術を発表した。スマホやタブレットの稼働時間を大幅に

「攻める」ための業界再編について 

HISグローバル（株）  Technology  主席アナリスト  大山 聡 
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長くできるだけでなく、今後登場するであろうウェアラブ

ルな電子機器の実現を具体化し得る技術でもある。 

 
この成果をファンドリ事業に活用すれば、TSMC など

従来のファンドリメーカーと明確な棲み分けを主張でき

る。量産拠点として上述の工場が活用できれば、ファン

ドリ事業に必要な経営資源も揃えやすいはずだ。 

 
研究開発段階にある技術を量産に活用するには、時

間も経費も膨大にかかることは重々承知しているが、今

の日本半導体産業には、このような研究成果を事業に

結び付けるシナリオが大事である。 

 
この研究成果をデバイスメーカー各社が自社に持ち

帰り、それぞれが限られた生産能力で細々と事業化す

る場合と、この技術を活用したファンドリ会社を立ち上げ

て、各社からの量産委託をこなす場合を比較したら、ど

ちらの方が理に叶っているか。もはや考える余地はある

まい。超低消費電力プロセスを活用したファンドリ事業と

いうのは、あくまでも一例に過ぎないが、日本の半導体

産業には「従来とは異なる何か」を徹底的に追求しなが

ら、「攻める」ための業界再編が必要だ。 

 
例えば、富士通三重工場を軸にして独立ファンドリ構

想を具体化させることはできないだろうか。 

 
元々、富士通は、日系の中ではファンドリ事業に最も

積極的なデバイスメーカーとして、三重工場を中心に事

業展開してきた実績がある。残念ながら TSMC と競い

合うだけの体力がなく、生産能力の増強や新規プロセス

の開発を断念したが、技術力やノウハウは豊富に持ち

合わせており、ファンドリに専念した事業戦略・経営戦

略を立てれば、三重工場ともども同社の経営資源を有

効活用できるはずなのだ。 

 
超低消費電力プロセスを活用したファンドリ事業で、

どれくらいの需要が見込めるのか、立ち上げるためには

どれくらいの時間とおカネが必要なのか、そして社長に

は誰が相応しいのか。 

 
このような議論が、日本の半導体業界にはもっと必要

である。親会社からの切り離し、従来事業モデルの継

承、そして工場の閉鎖。こんなネガティブな動きではな

く、日本半導体産業の強みと弱みを整理しながら、その

「あるべき姿」について、持論をご紹介させて頂く。 

＜擦り合せにこだわる日系企業＞ 

 
半導体業界に限った話ではないが、日系企業の多く

は、解決すべき問題に直面すると、状況を詳細に分析

し、擦り合せの手法を駆使して最善策を探そうとする。

少なくとも、問題の表面だけを眺めて単純な処理で間に

合わせる、といった手法を選ぼうとしない傾向がある。こ

の気質が高品質を保証し、日系ブランドを確立してきた

わけだが、この手法には手間暇が掛かり、コストが割高

になる、という代償が伴う。 

 
ウェハ口径が 6 インチ以下だった 20 年以上前の当

時、設計開発環境が十分に整わない中で社内リソース

を駆使してデバイスの開発を行い、独自の半導体製造

技術を駆使してデバイスの製造を行う、という多くの擦り

合せ作業が半導体事業には必要だった。この状況下

で、高品質の半導体製品を量産してきたのが日系大手

の各社である。設計や製造の環境が整っている今と比

べれば、当時は手間暇もコストも掛かっていたが、掛け

るだけの価値はあったわけで、世界半導体市場におけ

る日系シェアは 50%超という実績を誇っていた。 

 
ところが、ウェハ口径が 8インチの時代に入ると共に、

設計開発ツールは飛躍的に進歩し、回路設計に関する

「擦り合せ」作業は減少していった。製造技術について

も、装置メーカー各社との共同開発が進むことで、半導

体メーカーごとに異なっていた製造工程が徐々にオー

プン化され、やはり「擦り合せ」の必要性が減少していっ

た。つまり、手間暇やコストを掛けなくても半導体の設計

や製造が可能になったことで、日系企業の従来の優位

性が失われていったことになる。 

 
＜水平分業と垂直統合の棲み分け＞ 

 
設計や製造の環境が整うことで擦り合せの必要性が 

減少すると、特定の作業に経営資源を集中させる企業

が頭角を現し、水平分業が進むようになる。とりわけ、特

定分野向けの半導体製品はファブレス形式の ASSP メ

ーカーが高実績を上げており、大手ファンドリ企業との

連携が必然的な組み合わせになっている。 

 
2013年の世界ランキングでは、上位 10社のうち 8社

がファブレス企業で占められており、設計と製造を分離

した水平分業による成功事例が多く見られる分野となっ

ている。 
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◆Logic ASSP 出荷額世界ランキング 

Logic ASSP Revenue in Millions USD

2012
Rank

2013
Rank Company Name

2012
Revenue($)

2013
Revenue($)

Revenue
Percent
Change

Revenue
Percent
of Total

1 1 Qualcomm 10,084 13,252 31.4% 23.0%

2 2 Intel 8,172 8,151 ‐0.3% 14.1%

3 3 Broadcom 7,674 8,021 4.5% 13.9%

4 4 nVidia 3,727 3,575 ‐4.1% 6.2%

5 5 MediaTek 2,619 3,565 36.1% 6.2%

8 6 Marvell Technology Group 1,552 1,610 3.7% 2.8%

7 7 Advanced Micro Devices (AMD) 1,552 1,349 ‐13.1% 2.3%

6 8 STMicroelectronics 1,883 1,293 ‐31.3% 2.2%

9 9 MStar Semiconductor 1,267 1,131 ‐10.7% 2.0%

11 10 CSR 917 876 ‐4.5% 1.5%

Total Semiconductor 54,712 57,616 5.3% 100.0%

             出所：IHS Technology 

 
ただし、垂直統合型と言われる IDM企業が優位性を

維持している分野も存在する。具体的にはメモリ市場と

アナログ IC市場である。メモリ市場では上位 10社すべ

てが IDMであり、アナログ IC市場では上位 10社中 8

社が IDMによって占められている。両市場は、IDMの

強みとされる「設計と製造の擦り合せ」が実績に反映さ

れている、と言うことができよう。問題なのは、両市場の

上位ランクに日系企業がほとんど入っていないことであ

る。実際にメモリ市場における日系シェアは 13.4%（東

芝の 12.5%を除くと 0.9%）、アナログ IC 市場ではわず

か 9.7%に留まっている。残念ながら、IDM の強みを活

かせるはずの市場において、IDM 形態にこだわってき

た日系企業各社は実績を残せなかったのだ。 

 
◆Analog IC 出荷額世界ランキング 

Memory IC Revenue in Millions USD

2012
Rank

2013
Rank Company Name

2012
Revenue($)

2013
Revenue($)

Revenue
Percent
Change

Revenue
Percent
of Total

1 1 Samsung Electronics 18,730 21,673 15.7% 33.1%

3 2 Micron Technology 6,772 14,121 108.5% 21.6%

2 3 SK Hynix 8,780 12,528 42.7% 19.1%

4 4 Toshiba 6,415 8,196 27.8% 12.5%

6 5 Intel 1,432 1,620 13.1% 2.5%

7 6 Nanya Technology 1,077 1,497 39.0% 2.3%

9 7 Winbond Electronics 854 875 2.5% 1.3%

8 8 Spansion 886 702 ‐20.8% 1.1%

10 9 Macronix International 733 674 ‐8.0% 1.0%

12 10 Powerchip Technology 293 321 9.6% 0.5%

Total Semiconductor 52,959 65,459 23.6% 100.0%  
出所：IHS Technology 

◆Analog IC 出荷額世界ランキング 

Analog IC Revenue in Millions USD

2012
Rank

2013
Rank Company Name

2012
Revenue($)

2013
Revenue($)

Revenue
Percent
Change

Revenue
Percent
of Total

1 1 Texas Instruments 7,337 7,470 1.8% 15.8%

2 2 Qualcomm 3,093 3,960 28.0% 8.4%

3 3 STMicroelectronics 2,899 2,775 ‐4.3% 5.9%

4 4 Maxim Integrated 2,227 2,199 ‐1.3% 4.6%

5 5 Analog Devices 2,163 2,170 0.3% 4.6%

6 6 Skyworks Solutions 1,468 1,665 13.4% 3.5%

8 7 NXP 1,332 1,429 7.3% 3.0%

7 8 ON Semiconductor 1,351 1,328 ‐1.7% 2.8%

9 9 Linear Technology 1,282 1,316 2.7% 2.8%

11 10 Marvell Technology Group 1,151 1,286 11.7% 2.7%

Total Semiconductor 46,198 47,304 2.4% 100.0%

出所：IHS Technology 

 
＜水平分業に活路を見出す必要性＞ 

 
誤解を恐れずに言えば、日系半導体メーカーの問題

点は、自社のこだわりや強みを製品ロードマップ上で主

張できなかったことではないだろうか。技術やノウハウは

持っているのに、何を作ったら良いのか（売れるのか）明

確な判断ができず、製品計画の時点で海外企業に後

れを取ったことが最大の原因だ、と筆者は考えている。

IDM 形態で実績を残せなかった日系各社は、半導体

事業の分社化に留まらず、製造部門の売却や閉鎖を進

めようとしているが、業績悪化の原因は製造部門ではな

く、製造部門をフル回転させるだけのヒット商品を作れな

かった設計開発部門のはずだ。製造部門を切り離すこ

とで、確かに固定費の負担は軽減されるだろうが、それ

でヒット商品を生み出すことができるようになるのかどう

か、甚だ疑問である。むしろ、切り離される製造部門にこ

そ、ものづくりのノウハウが蓄積していて、これをファンド

リ事業に活用することで、本当の「業界再編」が果たせる

のではないだろうか。 

筆者が目標に掲げているのは「日本独立ファンドリ」

の構想だが、現実的には、日本各地に点在する半導体

製造拠点のそれぞれが自由に事業を展開できるよう

に、営業・マーケティング機能を付加し、受託生産サー

ビスのメニュー作りから取り掛かることをお勧めしたい。

十分に活用されなかった技術やノウハウが、製造拠点

のあちこちに埋もれているはずなのだ。常に商材を探し

求めている半導体商社の活路にもなり得よう。従来型の

ビジネス形態から離れることで、新たなビジネスチャンス

に遭遇できる、と筆者は期待している。 
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＜擦り合せと組み合せ＞ 

 
ここで、東京大学ものづくり経営研究センターが提唱

するアーキテクチャー理論を活用させて頂きながら、こ

れまでの半導体業界の分析を行ってみる。アーキテク

チャー理論では、社内向け作業と社外向け作業のそれ

ぞれについて、擦り合せ型 （インテグラル） と組み合せ

型 （モジュラー）の区分を設定する。自社の製品や技

術に手間ひまを掛けるかどうか、顧客対応に手間ひまを

掛けるかどうか、という区分である。 

 
ここから筆者独自の手法として、各社の決算情報から

研究開発費（R&D）と販売管理費（SG&A）に着目し

て、同理論に定量的な分析を付加してみる。自社の製

品や技術に手間ひまを掛ける企業は、研究開発費の負

担が大きくなるので、売上に対して研究開発費が大きけ

ればインテグラル型、小さければモジュラー型、に区分

できる。一方、顧客対応に手間ひまを掛ける企業は、販

売管理費の負担が大きくなるので、売上に対して販売

管理費が大きければインテグラル型、小さければモジュ

ラー型、に区分できる。半導体にも様々な製品区分、事

業区分があるが、同理論上では、筆者は下図のように

区分してみた。 

 
    ◆擦り合わせと組み合わせのマトリクス 

インテグラル モジュラー

販売管理費(SG&A)高い 販売管理費(SG&A)低い

インテグラル

(R&D高い)
FPGA, ASIC ASSP

モジュラー　

(R&D低い)
MCU, Analog Memory, Foundry

顧客対応

自社の

製品と

技術

 

出所：東京大学ものづくり経営研究センターの資料を

基に IHS Technologyが作成 

 
FPGA、ASIC といった製品群は、一般に先端プロセ

スや IP が必要で、かつ顧客別に技術サポートが要求さ

れる。 

ASSP も先端プロセスや IP が必要とされるが、あくま

でも汎用品なので、ASIC ほどの顧客サポート負担はか

からない。 

MCU、Analog は、先端プロセスが要求されることは

少ないが、顧客別のサポート負担は比較的大きいと思

われる。 

Memory、ファンドリは、先端プロセスが要求される製

品および事業だが、事業規模を競い合う必要があるの

で、売上に対する研究開発比率は相対的に小さくなる。 

このような区分を念頭に置きながら、半導体メーカー各

社の決算データを分析し、相対分布をグラフにすると、

下図のようになる。 

縦軸は売上に対する研究開発費率で、半導体メーカ

ーの平均値 15%を境目に、象限を区分した。 

横軸は売上に対する販売管理費率で、半導体メーカ

ーの平均値 12%を境目に、象限を区分した。 

 
◆主な半導体メーカーの研究開発費・販売管理費 

 ポートフォリオ 

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% Broadcom

TSMC

Microchip

NXP

Maxim

ST MicroAltera Xilinx

QualcommIntel

ルネサス

TI

AMD

MediaTek

Freescale

LinearTechAnalog Dev

ローム

Samsung

Micron東芝

Hynix

Infineon

ON Semi

UMC

 
出所：IHS Technology 

 
＜左上の象限は粗利 50%以上が必要＞ 

 
まず左上は、FPGA、ASIC 事業を営む企業が位置

すべき象限であり、Altera、Xilinx の 2社にとって違和

感はない。しかし、Analog や ASSP を得意とする ST 

Microに相応しい象限とは言い難い。この象限は R&D

も SG&A も大きいので、粗利が 50%以上ないと営業利

益が出ない危険性がある。Altera、Xilinx は 60%以上

の粗利があるので問題ないが、ST Micro の粗利は

20%未満なので、営業赤字に陥ってしまうのだ。 

ルネサスもこの象限にいるが、同社の粗利は 30%台

なので、この象限では十分な営業利益が出ない。経営

資源を MCU に集中させるのであれば、研究開発負担

をもっと下げ、左下の象限に位置すべきなのだ。研究開

発費を削らないのであれば、粗利を 50%以上に引き上

げるための製品戦略が是非共、必要だろう。 
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なお筆者は、ASICもこの象限に位置する製品事業と

申し上げたが、昨今の ASICで 50%以上の粗利を確保

できる商談は残念ながら非常に少ないと思われる。特に

日系では「稼働率維持のために赤字覚悟で ASIC 受

注」などというケースもあるので、Fabless ASIC という事

業形態が見直されつつあるようだ。 

 
＜右上の象限は日系企業の苦手な分野＞ 

 
右上は ASSP 事業に相応しい象限で、Broadcom、

Qualcomm、Media Tek といった有力な ASSP企業が

名を連ねている。ASSP 戦略で重要なのは、その特定

市場向けの高度なシステムノウハウであり、時には顧客

に対して「上から目線」を駆使してでも自社の提案を主

張する姿勢が求められるが、日系企業は例外なくこれが

不得手である。「我々も ASSP を強化すべきだ」と号令

を掛ける日系企業は多いが、特定分野のシステムノウハ

ウの構築が果たしてどこまでできるのか。前途は多難と

言わざるを得ない。 

 
＜左下の象限は日系企業にとって重要＞ 

 
左下は MCU、Analog 事業に相応しい象限で、ロー

ム、NXP、Maxim、TI、 Infineon など、MCU や

Analog を得意とする企業が名を連ねている。MCU も

Analog も、車載および産業機器向けの需要増加が見

込まれており、多くの日系企業が注力しようとしている分

野でもある。MCU は日系シェアの高い製品分野だが、

Analog は日系シェアが低いのが現状で、特に車載向

けなどでもっと製品力を強化する必要がある。 

 
また、日系企業は何かと「グローバル化」を念仏のよう

に唱えるクセがあるが、個別顧客向けのサポートが重要

なこの分野では、地域的な分布を広げ過ぎると対応し

切れなくなる危険性を伴う。ローカル企業のサポート力

を活用しながら、経営資源があまり分散しないように注

意を払う必要があろう。今後の日系企業にとって、最も

重要視すべき分野だと筆者は思っている。 

 
＜右下は体力勝負の象限＞ 

 
右下は Memory、ファンドリ事業に相応しい象限で、

TSMC、UMC、Samsung、東芝、Hynix、Micron とい

った企業が名を連ねている。この象限では、投資を継続

させるための体力が求められ、かつて多くの日系企業が

退場を余儀なくされた分野でもある。日系としては東芝

に頑張って頂くしかないのが 実情であろう。では、筆者

が主張する「日本独自を主張する独立ファンドリ」は、こ

の象限に入る事業なのだろうか。TSMCや UMCのよう

に、汎用性の高いプロセスを提供するファンドリ事業で

あれば、確かにこの象限が相応しいだろうが、日本独立

ファンドリの場合はどうなのか。 

 
仮に超低消費電力プロセスを活用したファンドリ事業

にこだわるのであれば、アプリケーションを慎重に選ん

だ上で、顧客のニーズにもきめ細かな対応をするよう

な、左下の象限が相応しいと思われる。つまり、汎用ファ

ンドリ企業では提供できないようなサービスを行うこと

で、顧客に付加価値を認めてもらえるビジネスモデルを

目指すのである。最先端プロセスを駆使する訳ではな

いので、研究開発負担を低めに抑えながら、事業展開

することが重要であろう。 

 
もし、プロセス開発にも積極的な投資を行う事業を展

開するのであれば、左下から左上の象限に移行しても

問題ないだけの粗利（50%以上）を稼ぎ出す勝算が必

要となる。顧客サービスであれ、プロセス開発であれ、コ

ストや手間ひまを掛ける以上は、それが付加価値として

認められる内容でなければならない。これまでの日系半

導体メーカー各社の失敗は、このバランスが上手く取れ

なかったことが要因だったのではないだろうか。 

 
＜何のために擦り合せるのか＞ 

 
今回は、東京大学ものづくり経営研究センターの提

唱理論を借りて、社内向けの擦り合せ、社外向けの擦り

合せに区分しながら各社の定量比較を行ったが、重要

なのは、「何のために擦り合せるのか」「擦り合せが自分

たちの収益に結び付いているか」を強く意識することで

ある。収益貢献のない擦り合せはただの自己満足で、

経営的には回収不能なコストとして計上されるだけだ。  

 
事業を取り巻く外部環境は常に変化するが、社内の

強みやこだわりは不変であるべきで、これを収益に結び

付けるために何らかの「擦り合せ」が行われる。他社が

容易に模倣できない擦り合せを行うことで、顧客に付加

価値を主張するわけだから、これは経営戦略の中心的

要素と言えよう。工場や事業の切った張ったを続けてい

る昨今の日系企業には、今一度、自社の擦り合せポイ

ントを見つめ直して頂きたい。 
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出会いと人生の転機  
 
 人生の転機には、多くの「出会い」がきっかけとなります。    

 
その出会いは毎日のように訪れていますが、自分が気付

くことはそう多くはありません。一期一会は、多くの出会いの

中で、気づくことができた出会いなのでしょう。 

人生のご縁とは、不思議なものです。数学・化学・物理が

苦手で「生粋」の文系の私が、半導体の業界に 30 年も、携

わることになるとは思っておりませんでした。 

 
＜英語との出会い＞ 

 
富山県魚津市。魚津に生まれ育ち、中学、高校時代の 6

年間は、富山へ電車通学。魚津では、日本海に夕日が沈

みます。海岸沿いで、ふと振り返ると、背後には剣岳や立山

連峰、日本有数の北アルプスの鋭鋒が屹立して迫り、そこ

にたたずんでいるだけで心に沈んだ悩みなど吹き消してく

れました。 

 

 

 

 

 

 

 
魚 

魚津市より立山連峰を臨む 

 
英語との出会いは、おなじみの”This is a pen.”。中学・

高校時代に、百万人の英会話というラジオ番組がありました

が、魚津では、電波が弱く英語らしきものが聞こえてもすぐ

に消えていくような状態でした。聞こえるのが、あたりまえの

ような都会の人が羨ましくも思いました。アポロ 11号の月面

着陸がきっかけで同時通訳者が活躍する中、研究社の新

英和中辞典を片手に、英語への憧れが膨らみました。辞書

SSIS会員 株式会社セミコンダクタポータル 
             代表取締役社長   谷 奈穂子 

 
を使えば使うほど、辞書が膨らんで、その膨らみ方ににんま

りした、というご記憶がおありの方も多いのではないでしょう

か。 

 
デジタル時代では計り知れないアナログ時代の「楽しみ」

でした。田舎の町で、生きた英語など触れるきっかけが少な

いからこそ、私の中で英語に対する夢が膨らみ、いつしか

大学時代のカナダのバンクーバー留学につながりました。

知らないことは、時として人の想像力を掻き立ててくれ、再

挑戦する気持ちへと導いてくれることになると、その後も思う

ことになります。 

 
＜半導体との出会い＞ 

 
大学以来、東京に住まい、いつしか富山の自然の豊かさ

から、情報の豊かさへと、生活の視点が移ってしまっており

ました。 

 
洋酒メーカーの国際マーケティング部に勤務後に、学生

時代の縁で米国のハイテク産業のサポートをすることになり、

それが転じて、エレクトロクスの根幹となる半導体産業に身

をおくことになりました。1980 年代、日本の半導体産業は、

見事な成長を遂げ、世界の産業の牽引役となりました。 

 
何事にも目標にむけてスパートする姿は美しく、技術者

の方々の目の輝きは、今も記憶に残っております。その瞳

の輝きは、韓国、台湾、中国、インド、シンガポールへと拡

がり、日本は、追う立場から追われる立場、そして再び視点

を変えて追う立場へと変わり、新たな課題に挑戦していま

す。 

 
異文化コミュニケーションという人間科学を大学で学んだ

私が今も羨ましく思うのは、半導体の技術者の方々です。        

事業の話はともかくとして、技術開発へと話題が変わった
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途端に、技術者の皆さんの瞳は一層輝きます。 

そうなんだよ！こうだよ！と、キラキラと輝く目を見るのが

嬉しく感じます。半導体の世界の扉を開けて、長年経つと、

さすがに理数音痴の私でも言葉だけは覚えます。 

 
ですが、基本を理解していないので、技術の話にはさっ

ぱりついていけません。それでも、議論が白熱するのを聞く

だけで無性に嬉しくなります。 

 
今や、「死に物狂い」「額に汗し」という生き方は、スマート

な生き方ではなく、敬遠されがちですが、気持ちの上での

「死に物狂い」は、生き続けていると思っております。 

 
日本の半導体が大きく飛躍した時代を私は共に歩ませて

頂きました。その間、多くの素晴らしい技術者、経営者の

方々に接し、叱咤激励を受け、お世話になったことは言うま

でもなく、今日の私のかけがえのない宝物です。 

  
1985年から 2000年、SEMIジャパンに在職し、最初の

10 年は、展示会やセミナーや調査を担当。この間、半導体

の国際摩擦を背景に日本への理解を深めることなど、様々

な活動に日本の業界の経営陣にご協力を頂きました。 

 
SEMI ジャパンは代表のお考えもあり、また SEMI 本部

のプレジデントの信頼関係からの連携プレーにより、決して

サテライトオフィスではなく、独自の運営体制がなされまし

た。 

 
これが維持できた背景には、無論、日本の半導体業界の

圧倒的な強さがあったことは言うまでもありませんが、同時

にスタッフの心意気と、それを応援して頂いた役員や諮問

頂いた皆様との連携があったからです。産業界の強さと、人

の心意気、見事な連携プレーでした。 

 
＜300mm標準化との出会い＞ 

 
自分の力をはるかに凌ぐことに直面することが数多くあり

ます。その都度、一旦は怯み回避すべきか、あるいは途中

で辞めるべきか、迷うことがあります。 

幸か不幸か、私の DNA は、どうやら、母親ゆずりの怖い

もの知らずの・・・Go Aheadのようです。 

 
1990 年代後半からの 300mm ウエハ移行の課題。これ

は私に新しく挑む課題を提供してくれました。当時、標準化

に全くの素人の私でしたが、SEMIにおいて 300mm標準

化を担当することになりました。専門のエキスパートの方々

と活動をするのですが、いかんせん、よくわからないことだ

らけ。 

 
SEMI は真剣に標準化に取り組む気があるのか、今まで

のように、使われない標準化など要らないとか、厳しい「声」

を浴びました。一方で標準化を推進される方々から、SEMI

の標準化開発の改善への要望が提示されました。ここでも、

叱られるということは、脈があることと勝手に信じ、標準化を

推進される方々とともに、日本発のグローバル標準化開発

に取り組みました。 

 
思えば、知らないからこそ、無謀なことが出来たともいえ

ます。米国の SEMI 本部のボスから、立場上は、あなたの

やったことは違法であると国際委員会で批難されたときは、

時期がずれてしまって効果が半減してしまうものを慎重に

出版することと、役に立てる可能性のあるものをタイムリーに

世の中に知らしめることと、どちらが適切か、と私は反論し、

悔し涙を流したこともあります。その時にフォロー頂いた委

員の方のご恩は忘れることができません。 

 
300mmの標準化は、ジョイントグローバルガイドラインの

作成とともに誕生し、さらにその後は CIM についても同様

の過程を辿りました。 

 
＜子供との出会い＞ 

 
私には 3人の子供がいます。 

休暇は一番長かったのが仮死産ギリギリだった末娘の出産

後の 3ヶ月ほどでした。皆、保育園にお世話になりました。       

この頃は、毎朝、朝昼晩の食事の支度をして、子供達を

保育園に届け、その足で出勤し、走らなくても良い時間は、

通勤の電車の中だけという生活でした。 

 
その電車の中も、一番出口に近いところに移動することも

あったので実際は動き回っていたといっても過言ではありま

せん。しょっちゅう閉園時間に遅刻して飛び込んで迎えに

行っていました。子供達は、最後になることには慣れっこに

なっていましたが、最後に残ることはきっと淋しかったと思い

ます。 

 
その後、子供を前に乗せでも蟹股にならないというお洒

落な自転車が発売されましたが、当時はそれがなく、タイト

スカートで自転車の前後に子供を乗せて保育園に通うと、

スカートのスリットが破れてしまうことはよくありました。 
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それよりも、冬の寒い風の中で、前に乗せた子供が、私

の防波堤のようになって、顔が真っ赤になったことは、申し

訳なかったことは笑い話です。さすがに 2人目が少し大きく

なった頃からは、自転車を断念し、保育園のそばに駐車場

を借りて、車と電車の通勤。保育園の費用と駐車場代とは、

相当な負担でした。よく、都内に住んでいていいですねと、

言われましたが、通勤時間が短くなければ仕事は継続する

ことは難しかったと思います。 

 
子育て論争があり、保育園など預ける施設の拡充が継続

して議論されており、次第に環境は改善されていると思いま

す。一番根底にあるのは、親も子供も健康で元気なことで

す。いずれかが崩れると、子育て自体もさらに仕事との兼業

も大変なことになると思います。私の場合は、3 人とも元気

に育ってくれたこと、私自身が健康であったこと、たまたま幸

運に恵まれていたことで、これは神様に感謝しております。 

 
子供を育てていて、新鮮なことは、子供の視線でモノが

見えることです。あ！霜柱だ、あ！蟻さんがいる。いつの間

にか忘れていた「発見」を見つけることの喜びは大きかった

です。ピーターパンはピーターパンを信じる子どもたちだけ

が見えるのです。ネバーランドに行けるのも子どもたちだ

け。 

 
クリスマスイブに夜仕事をしている私に、「（電気をつけて

人が起きていると）サンタさんが入ってこれなくなるから今日

は早く寝てね」と言われ、苦笑いしたこともあります。小さい

お子さんに接する方ならどなたもお分かりでしょう。子供達

の澄んだ瞳の中がずっと先を見つめていることを。 

 
＜アントレプレヌール＞ 

 
大学時代、アルバイト先で、シリコンバレーのアントレプレ

ヌールという書籍を読みました。私の祖父はそれこそ学歴

はありませんが、青年時代、単身フィリピンに行き、ひょんな

ことから、マニラ麻に出会い、その製綱技術を身につけて、

日本に帰ってロープ会社を設立しました。祖父の起業精神

は、無意識に私の心をくすぐるものだったのかもしれませ

ん。 

 
＜新しい出会いに向けて＞ 

 
半導体大手メーカー等 17社に出資頂いている、セミコン

ポータルは、会員企業約 80社、1万 6千名強の半導体技

術管理職の方が登録されており、その皆様に情報を発信し

ております。また、会議運営、官庁・機関等の調査・コンサ

ルティングなどマーケティング活動を行っています。 

専門外の分野での仕事は難しいと常に悩みながらも、30

年前に出会ったあの瞳の輝きを、日本の業界の中に再び

取り戻すことに貢献できればと願いつつ、知見豊富な取締

役の皆様にご指導頂いて、私自身は、相変わらず暗中模索

の中、仕事を続けております。 

 
魚津にはパナソニック（現パナソニック・タワージャズ）の

半導体工場があります。故郷に出張で訪れた機会に、京都

出身のパナソニックの方から、「魚津は堤防の背後に、切り

立つ日本アルプスが見えるという世界でも類稀なる地形な

のです」と『魚津自慢』を聞いた時の喜びは一入でした。 

 
人生何がきっかけで変わるかもしれないと、大きな期待を

しながら瞳を輝かせることだけは忘れないようにしたく思い

ます。  

 
この読者のひろばは、私がご指導を沢山頂いた多くの

方々が読んでいらっしゃいます。拙い文をお読み頂くことは

恐縮に思いますが、走ること、歩くこと、振り向くこと、前へ向

かうこと、多くのことを教えて頂きましたことをあらためまして

御礼申し上げます。その中で、憂いていても何も生まれな

い、そして、あの頃が一番楽しかったと振り返っても何も生

まれない、もっと楽しいこと、新しいことを見出して前に進む

ことを辞めてはならない、とおっしゃって頂いた言葉が心の

中でリフレインしています。 

 
さらに、いつも思い出すことは、 

大先輩の座右の銘、  

raison d'etre （レーゾンデートル 存在理由）  

 
これからも新しい「出会い」を感じることを幾つになっても

心がけていきたいと思っております。 

 

 

Lions Gate Bridge  バンクーバーの橋 
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本原稿は、去る 5月 26日（月）に富士通セミコンダク

ター株式会社の会津若松工場を訪問し、取材を元に原

稿にまとめたものです。 
 
はじめに、お忙しい中今回の取材にご協力頂いた富

士通セミコンダクター（株）の佐藤彰彦様と富士通ホーム

＆オフィスサービス（株）の宮部治泰様、取材先をご紹介

頂いた富士通マイクロソリューションズ（株）の片桐和浩

様と藤田鋼一様に、この場をかりて深く感謝致します。 
＜取材先＞ 
富士通セミコンダクター株式会社会津若松工場 
“植物工場による食・農クラウド「Akisai」サービス” 
 
福島県の西部に位置し、磐梯山や猪苗代湖の豊かな

自然に囲まれ、昨年の NHK大河ドラマで「八重の桜」
が放映され、鶴ヶ城、白虎隊、戊辰戦争の史実が今も語

り継がれている人口約 12万 5千人の城下町「会津若松
市」を訪ねました。 

会津若松へのアクセス 
◆JR東日本 
東京→郡山 

→会津若松 
東北新幹線と磐越 
西線（快速）で、 
約 3時間 30分 
◆高速バス 
 新宿→会津若松 
 会津バスで約 4時間 
20分 

 
 
 
写真 1 
会津若松城 
（鶴ヶ城） 
 
 
 
 
 

 
＜富士通セミコンダクター（株）会津若松工場＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014年 2月、富士通セミコンダクター株式会社の会
津若松工場でレタス栽培を行っているという記事をイン

ターネット上でみつけ、その業態変化に驚き、同じ半導

体業界で仕事をしてきた者として、直接伺って植物工場

を立ち上げるに至った経緯やご苦労、そして今後のビジ

ョン等をお聞きしたいという思いから、取材交渉をさせて

頂き、5月 26日（月）の取材が実現しました。 
 
 
 
写真 2 
宮部様 
 

 
 
 

社員の士気があがり、職場が明るくなったと笑顔で応

えて頂いた宮部様。その後、佐藤様がご参加されたとこ

ろで、取材を開始。（宮部様は挨拶後に退席。） 
 
写真 3 
佐藤様 

 
－会津工場の紹

介、歴史からお聞

かせ頂けますか。 
 
富士通が工場を

作ったのは、今から 47年前の 1967年になります。最初
は、一箕町（いっきまち）という会津若松駅の近くに工場

を作り、約 30年間半導体製造を続けてきました。 

低カリウムレタス作りで地域に貢献する半導体工場 
－ 富士通セミコンダクター（株）会津若松工場 － 

編集委員  大森 純一 

地域 

だより 
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あの頃は事業拡張ということで、第二工場の建設とし

て、1984年にこの門田（もんでん）工業団地に進出しま
した。 
  この工業団地に移転した当時は、富士通の電子デバ

イス事業部ということでしたが、その後 2007年に富士通
100%子会社の富士通セミコンダクター（株）として事業
を行ってきました。それと合わせて米国 AMD社と合弁
でフラッシュメモリ専業の工場を立上げ、富士通AMDセ
ミコンダクター（株）という社名でしたが、今は富士通セミ

コンダクターテクノロジー（株）という会社になっています。

よってこの会津若松市には 6 インチを主とする富士通セ
ミコンダクター（株）と、8 インチのフラッシュマイコンやロ
ジック製品を作っている富士通セミコンダクターテクノロ

ジー（株）の 2社が稼働中です。 
ところが 2008年のリーマンショックで景気が落込み、
その翌年の 2009年には半導体も苦しくなってきた状況
の中で、工場のライン統合等による構造改革を行い、そ

の後更に絞り込みが必要だということで、この 4~5年の
間に 2度にわたって事業再編を行ってきました。 
この 2番館は 8 インチラインが入っていた工場で、4
年前の構造改革の時には、操業を停止しましたが、装置

は売却せず、クリーンルームを保全状態のまま維持して、

何か使えることがあればと残してきました。しかし、工場を

すぐに使える状態で維持しておくということは、固定費が

かかり、事業を圧迫しました。そんな中でいろいろと案は

出されましたが、いずれも事業化というには時間が掛か

るものでした。 
そのとき、いくつかの偶然というか、その追い風になる

ポイントがありました。その一つは、富士通という会社が

ICTから次の新たな事業領域として、農業という分野を
非常に大事に思っていたことでした。そこで食という面か

らお客様へのソリューション提供を考え、農家を支援す

る為のクラウドサービス「食・農業 Akisai」という製品を立
ち上げました。このサービスをお客様に有効に活用して

頂くだけでなくて、自分達自身も使ってみて、製品の質

的な向上、かつお客様への展開としてのリファレンスにし

たいという思いが事業として提案する大きなきっかけでし

た。しかし、ただ野菜を作るというのでは、なかなかトップ

の OKは出ないと思いました。 
 
－そういった構造改革を通じて、新たな事業領域への

展開を進めてきたということですが、クラウドサービス事

業を行っている部署と、半導体製造の現場とが連携する

にあたり、ご苦労はなかったのでしょうか。 
  そこは偶然的な要素が強いと思うのですが、富士通も
半導体部門は他社と同様に、少し閉鎖的なところはあっ

たと思います。しかし今回この半導体工場を植物工場と

して活用しようということを、経営会議に提案したときに、

提案者がソーシャルクラウド「Akisai」サービスの担当と

総務人事の担当者が連盟で行ったのですが、「Akisai」
というリファレンスを作りましょうということと、地域対策とし 
ての人の問題や、空いたファシリティーの活用とかいうコ

ーポレート的な発想もいれて、結局工場をどうやって活 
かそうかということを考えるのは自分達自身だということで、

本社のソリューション担当役員やコーポレート事業部に

その重要性を直接訴えるところから、スタートしました。 
 
 
 
 
写真 4 
Akisai 
やさい 
工場 
 
 
 

いろいろなことが決まるまでにはそれなりに大変でした

し、決してスムーズにいったわけではなく、現場は大変だ

ったと思います。でもグループの中で思った以上にオー

ル富士通として、考えてもらって協力してもらえているな

という思いはありました。例えば、ソーシャルクラウドの部

隊は、自分達の製品を売っていくために積極的に使っ

ていこうとしていましたし、具体的な商談をやっていない

お客様にも「Akisaiサービス」を見学して頂きました。 
 またそんな中でローコストオペレーションの為に工場の

施設をどう使っていくかということや、いろいろなビジネス

展開を考えたときにはノウハウの権利ということから知財

部門にも協力してもらいました。 
 
 
 
写真 5 
工場内 
 
 
 
 
 
－野菜を作るということで現場も大変だったというお話で

したが、現場の方の反応はどうだったのでしょうか。 
 先程同席していた宮部さんは、正に 6 インチ製造ライ
ンの製造部長だったのですが、本人が言うには、突然呼

ばれて「レタスを作れ」と言われたときには「青天の霹靂

だった」そうです。今の製造ラインには 25名ぐらいのオ
ペレータが居ますが、宮部さん以外の方は全部新規雇

用です。辞めて半導体から一度離れてしまった人や、半

導体に無関係な人を地域から採用しました。 
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写真 6 
工場内 

 
 
 
 

宮部さんが言うには、半導体製造から野菜ということで畑

違いではあったのですが、新しいチャレンジだということ

と、思っていた以上にびっくりしたのは、半導体のモノ作

りの要素というのが、工業化されていく農業分野に極め

て沢山のことが応用できて、やっていることは 7～8割半
導体製造と変わらないことがわかりました。 
 
－ところで、富士通が今回のような「半導体工場でレタス

作り」という業態変化という面での市場に対するビジネス

インパクトを狙ったということはあるのでしょうか。 
そうですね、「事業として利益は上がらなくても」という

一方で、「やるからには事業として成り立たない」とダメと

いう人も居たと思います。私自身はどうかと言われると気

持ちは微妙で、ただモノを作っているからにはきちんと

価格も含めて、マーケットに受け入れられて事業として

成り立たせようというのが絶対にやりたいことだと思うので

す。だから事業性を無視して進めるわけにはいかないと

思いました。もともと経営陣からすれば、富士通の向かう

方向性として、「食・農業」クラウド事業を打出していくこと

はシンボリックなこととして良いという考えがありました。ま

た、農業分野のソリューションを考えていた人達には、成

長性の高い分野だと思っている訳であり、この工場を新

たな研究開発の拠点と位置付けて、単純に量産工場で

はない使い方をしたいと思っていて、この場所を通じて

それぞれ違った夢をみているというところです。 
 
－富士通だからこそできたことだと思うところが多く、「半

導体工場で野菜を作っている」という驚きは、十分に市

場に対して与えたものであり、それだけに農業という分

野に方向性を見出したことは偶然や追い風というだけで

はない、企業として一眼となって進めてきた強い思いを

感じました。そこには、新たな事業分野におけるサービ

ス提供ということでのグループ全体での市場調査や、例

えばグローバルな視点での人口増加に対する食糧問題

への対応など、独自の分析によるきちんとした経営判断

があったように思いますが、如何でしょうか。 
いま作っているのは「低カリウムレタス」ということで、パ

ートナーの会津富士加工（株）というところが小規模量産

をやられていました。それは従来の農業従事者とはバッ

ティングせず、いろんな可能性を考え、新しいマーケット

として検討しました。また富士通の内外の企業にも、「使 
ってみませんか」とか、「一緒にやりませんか」など一通り

のことはやってみましたが、どれもうまくはいきませんでし

た。そういう中で、先程も述べたように「低カリウム」という

ことで、これなら自分達でもやっていけるのではないかと

思いました。 
 
－話を変えて、よく植物工場としてLEDが使われていま
すが、やはりこちらでも同じでしょうか。 
いえ、いまはまだ蛍光灯です。というのも補助金を活

用していたので、半年間で実証実験をまとめる必要があ

った為であり、新たな方法を試行錯誤する時間がありま

せんでした。同じように製造できるかを確認できたところ

で、蛍光灯の LED化や、製造の効率化などはいろいろ
と変えていきたいと考えています。なので、LEDはまだ
実験レベルです。植物の成長に適した光の波長を出す

特別な蛍光灯を使っています。LEDの波長はシャープ
なだけに取扱いが難しいところがあり、そこは蛍光灯の

方が良いと思っているところです。 
 
 
 
写真 7 
工場内 
 
 
 
－いまは「低カリウムレタス」ということですが、今後のこと

についてお聞かせ下さい。 
1日の生産能力が、3,500株で、半導体のクリーンル
ームという中での栽培としては、最大規模だと思います。

今後はもう少し生産効率の改善や、コストダウン、お客様

への流通経路を作っていくなどの課題はあります。食べ

て美味しい野菜を作っていきたいです。量的には、現在

の規模は2,000m2で全工場の1/4です。よって今の約4
倍の生産能力まで拡大可能であり、新たなパートナーも

探しながら、更にこの会津の地に貢献していきたいと思

っています。 
 
－この後、野菜工場を見学し、最後に「低カリウムレタ

ス」をお土産に頂きました。翌朝、美味しく食べさせても

らいました。水洗いすることなく、そのまま食べられるとい

うのが良いと思いました。 
私自身、初めての取材経験で、どうなるかと不安でし

たが、今回の取材報告が地域に貢献する植物工場は、

富士通グループが一丸となり「オール富士通」体制で成

し遂げたものだということ、「やってみよう」と決断した経

営トップの存在があったということを、一人でも多くの読

者の方に強く印象付けるものになれば幸いです。 
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個人会員を対象としたコミュニティ活動は、会員の居住地

域（全国を 10地域に編成）をベースとして、 

１）会員相互の交流と親睦を促進し、趣味と教養とを深

める機会を提供する。 

 ２）個人会員の自発的な活動展開、情報交換や、ネット 

ワーク作りなどを支援する。 

３）この様な交流と活動の輪を拡げることを通じて会員

の増加を促進する。 

ことを目的として、4年前、2010年より始められた。 

 
これまでの実績、成果は、初期の目的を達成したとは言

えないことを反省し、本年度より、次のような活動方針をたて

て、活動の活性化を図ることとした。 

－会員が集まりやすいように交通の便を考慮した新しい地

域編成を行う。現在、2014年4月末日の協会会員名簿を

ベースにした編成リストを HPに掲載している。－懇親会

を積極的に開催することにより、交流と親睦とを促進し、

できるだけ各地域において世話役を決めるようにする。 

－絵画展見学、ハイキングなどを楽しむ機会を提供する場

合は、居住地域にこだわることなく参加希望者を募る。こ

のため協会HPの催行案内に活動計画を掲載する。 

   
この結果、右記の過去の実績が示すように、昨年まで

の 4年間の開催件数が 10件だったのに対し、今年にな

ってからすでに 4 回の懇親会が開催された。また、東京

（多摩）グループは次回を9月6日（土）に開催することに

している。神奈川（中）グループも次回は生ビールを楽し

む会を開くことを決めている。その他、特筆すべきことは、

神奈川（中）、東京（多摩）グループがそれぞれの会の名

称として、YMK 会、多摩会をグループ名称として決めた

ことである。また、関東（東）、東京（中）、東京（北）が懇親

会に併催した「新世紀展」（絵画展）鑑賞会がきっかけに

なり、コミュニティ活動に賛同された新世紀美術協会会員

である田村敏子、斉藤照子の両画伯がSSISの活動に興

味をもち、協会に加入するとの意向が表明された。 

 
当委員会としては、右の通り、コミュニティ活動をより積

極的に推進し、大勢の会員の皆さんが催しに参加される

ことを期待している。 

 

 
参考までに、これまでのコミュニティ活動の実績を下記

し、今年、開催された懇親会や見学会の写真を次頁に数

件ほど掲載する。 

 
１．2010年 3月 関西地区   参加者 8名             

      懇親会（飲み会） 

２．2010年 9月 東京西南   参加者 9名             

     講話「最先端医療・重粒子線がん治療の現状」 

と懇親会 

３．2010年 10月 神奈川東  参加者 13名            

     講話「デジタル家電の標準化とエレクトロニクス          

産業の将来」と懇親会 

４．2010年 11月 関東（東）   参加者 13名            

   講話「県人会（山口県）の一つのモデル」と懇親会        

５．2011年 12月 東京南西・西北合同 

参加者 18名 「ハーモニカ談義と演奏」と懇親会        

６．2012年 2月 神奈川西    参加者 10名            

      講話 「発展する LED産業」と懇親会               

７．2010年 10月 東京中・西部合同 参加者            

17名 講話「私の絵画論」と懇親会 

８．2011年 2月 神奈川東    参加者 9名            

    講話「大学の研究成果をどのように活用するか」         

      と懇親会 

９．2012年 3月 東京中・西部合同 参加者 15名         

 講話「日々新面目あるべし」と懇親会                

１０．2013年5月 関東（東）   参加者 6名             

 「新世紀」絵画展の見学と懇親会                  

１１．2014年2月 10日（月）神奈川（南）                

参加者 10名 「新世紀」東京支部絵画展見学         

と懇親会 

１２．2014年2月 21日（金）神奈川（中）                

     参加者 13名 昼食会・懇親会                   

◆“YMK会”と名称決定 

１３．2014年2月 28日（金）東京（多摩）                

     参加者 14名 意見交換会・懇親会                

      ◆“多摩会” と名称決定 

１４．2014年5月 8日（木） 関東（東）、東京（中）、         

    東京（北） 参加者 11名 「新世紀」絵画見学         

    

☆ 委員会報告 ☆ 
コミュニティ活動の概要 

文化活動委員会   委員長  野澤 滋為 
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神奈川(南)2014 年度(新年懇親会)新世紀展見学会 

2014.02.10 

 

 

神奈川(南)2014年度新年懇親会 2014.02.10 

 

 
東京・関東地区地域コミュニティ 2014.05.8 

 

 

東京(多摩)「多摩会」2014年度第 1回会合 2014.02.28 

 

 

 
東京(多摩)「多摩会」2014年度第１回懇親会  

2014.02.28 

 

 

東京・関東地区地域コミュニティ 2014.05. 
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前号までの「日本のファブレスは成功するか？(1)～(4)」

では、日本においてファブレスベンチャーが成功するため

に克服すべき課題と、携帯電話用半導体ビジネスの経緯か

ら理解できるファブレス企業が有すべき特性を示し、また、

ウェアラブル端末用デバイスが非常に有望な分野であるこ

とを述べた。今号では、多くの成功するファブレスベンチャ

ーを生むための残る課題について検討する。 

 
ファブレスの伸長 

米国の調査会社 IC Insights 社が本年 5月に公表した

2013年のファブレスの売上ランキングによると、上位 25社

の地域別は、米国14社、台湾5社、中国2社、欧州2社、

日本1社、シンガポール1社である。日本からは（株）メガチ

ップスが 21 位にランクインしている。大手の中では、

Qualcomm社とMedia Tek社がスマートフォンやタブレッ

ト向けプロセッサを伸ばし30％を超える成長を遂げている。 

半導体産業全体は前年比 4.8％の成長率であったのに

対しファブレスは 8％であった。ファブレスはほぼ一貫して

IC全体よりも高い成長率を実現し、1999年には IC全体の

7％を占めていたが、2013 年には 29％になった。IC 

Insights社は、ファブレスの伸びは今後も継続し、2018年

には IC全体の 33％に達すると予測している。 

 
資金調達の課題 

日本においては米国よりもベンチャーはリスクが大きく、

その大きな要因はベンチャーキャピタル（VC）の差であると

の意見がよく述べられている。 

当委員会では半導体産業にも精通するこの分野におけ

る複数の有識者から最新の状況とご意見をお聞きする機会

を得た。次の 3パラグラフはその概要である。 

VC は株式投資であり担保をとらないので個人保証を求

めることはなく、起業に失敗しても「身ぐるみ剥がれる」こと

はない。日本には現在、政府系、独立系、銀行系、証券会

社系等多くの種類のVCがあり、投資資金は潤沢にある。最

近では産業革新機構によるジャパンディスプレイへの投資

の成功例（株式上場）が知られている。各VCは出資する投

資ステージ、経営への口出し、出口戦略、回収期間等にお

いて、それぞれ方針が異なる（担当者によっても異なるケー

スもある）。 

 

 
一例として、日本にも米国におけると同様の仕組みのVC

が存在する。その場合、VC は株式の過半数を握るが、日

本では創業者が支配にこだわり、この点で VC と考えが一

致しないケースがある。VC は、投資回収期間の制約から、

出口戦略（Exit）を株式上場（IPO）だけでなく売却（M&A）

に求めることもあるが、日本の創業者はM&Aを嫌がる傾向

がある。日本では経営者の経験が少なく、創業者＋プロの

経営者＋VCの組み合わせが必要と考え、VCは月一回の

取締役会に出席し、経営にアドバイスする（いわゆるハンズ

オン投資）。 

ベンチャー企業はそれぞれのファンドの有する特性を理

解し、自分の希望に合うファンドを選ぶことが大切である。

VC の投資は個人間のネットワークから始まるケースが多く、

紹介者や経験者の存在がVCに安心感を与える。 

以上の内容からは、ベンチャーを立ち上げるための資本

市場は本質的なボトルネックではないように感じられる。ま

た SSISの有するネットワークは、ベンチャー企業と VCの

接点の役割を果たすことができるのではないかと思える。 

 
VCから見た日本の半導体産業 

一方VCは総じて、「日本の半導体産業は、設計力はとて

も強いが、商品企画・マーケティング、（単なる半導体デバ

イスだけでなく）システム製品開発力、海外顧客への販売力

に弱い」との厳しい見方をしている。VC による評価が低い

問題は、VCが半導体産業への投資に興味を持つためにも

払しょくされる必要がある。 

このような領域についての文献としては『国内論理系半導

体産業の分析と将来戦略（吉森、中谷：電子情報通信学会

誌 Vol.96 No.2 pp.70-75 2013年 2月）』が詳しい。そこで

は、2001年から2010年にかけて市場が急拡大したPC・ス

マートフォン・デジタル TV向け ASSP型SoCで日本企業

がシェアを低下させたこと、その原因として半導体企業に求

められる能力が「技術能力＝微細化テクノロジーでの先行と

物理設計能力重視、対応地域＝国内中心」から「技術能力

＝商品・企画機能、ソフトウェア、システム設計能力、対応

地域＝グローバルな対応」に変化したが、日本企業はソフト

ウェアやアプリケーションに関するエンジニアリングの増強

等これらに十分対応できなかったこと、さらに日本企業に共

通する潜在的な弱点として「英語能力を含むグローバルな 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
論説委員会 

日本のファブレスは成功するか？(5) 
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ビジネス・技術対応能力」および「人材の流動性の不足」

を挙げ、対策を講ずべきと述べている。 

具体例としては、デジタルTV等の家電向けロジックデバ

イスの商品企画において、社内および国内ユーザー向け

に顧客が求める仕様を実現するカスタム品を受注するビジ

ネスが主流であったために、ASSP となる商品企画の成功

に乏しいことが挙げられる。そのため台湾ファブレス企業の

チップを搭載したアジア諸国からの廉価版家電製品が世界

市場を席巻して国内家電メーカーが地盤沈下すると、国内

半導体ビジネスも一緒に沈む結果となった。 

VCはそれ以外にも、「IDMはファブ（製造・設備投資）に

経営資源や人材を集中しがちであり、ロジックデバイスの商

品企画に注力しにくい体質がある」や、「自社のファブの稼

働率を優先させるために LSIの試作を自社のファブで行っ

た場合には、ファンドリーのシャトルサービス（1 ウエーハに

数社のチップを同時に試作）に比べ、費用が高額になるよう

なことも、マイナス要因の一つになっている」との見方をして

いる。 

日本の半導体産業の「技術能力＝商品・企画機能、ソフト

ウェア、システム設計能力、対応地域＝グローバルな対

応」強化のためには、その分野の専門家が経営を担い迅速

な意思決定を行えるファブレスが有効な経営手段と言える

のではないだろうか。 

また或る VC は海外顧客への販売力解決のためには有

能な外国人の採用が必要であり、それには多額の費用を要

するため、「ベンチャーの海外進出補助金制度」が必要で

あるとの意見であった。 

国内の人材育成に加えて海外の人材や海外拠点の活用

が、上記の事態打開の有力な手段であろうと思われる。 

 

ベンチャー促進に関する政府の議論 
政府においても経済成長のためのベンチャー促進の必

要性は強く認識されている。本年4月の『ベンチャー有識者

会議とりまとめ』においては、「ベンチャーの必要性」、「日本

のベンチャーの課題（過去の本テーマで取り上げたものと

ほぼ同一の内容）」、「ベンチャー創造の好循環の実現に向

けて」がまとめられている。このうち「実現に向けて」には制

度改革や教育改革も含まれているが、当委員会では即効

性を考慮し、「大企業も含めた日本経済全体 でのベンチャ

ー創造」の章に記されている「カーブアウト」に注目すべきと

考える。カーブアウトについては、産業競争力会議及び経

済財政諮問会議においてもその有効性が述べられ促進の

必要性が議論されている。 

 

 

カーブアウト 
スピンアウト（spin out）は社員が会社を退職して新会社

を立ち上げることでベンチャー設立の第一の選択肢である

が、困難が立ちはだかることが多い。それに対してカーブ

アウト（curve out）は、企業が将来的に有望な事業を分離し、

ファンド等の出資を得てベンチャー企業として独立させるこ

とである。カーブアウトした会社は元の企業との親子関係を

維持しつつ第三者からも資金面や経営面の援助を得ること

ができるので、早期に IPO を果たす可能性が高くなる。ま

たストックオプションを有効に使うことにより経営者及び従業

員に強いインセンティブを与えることができる。元の企業も

新会社の成功を通じてキャピタルゲインを始めとする経営

的メリットを享受できる。 

「日本のファブレスは成功するか？(1)」においてベンチ

ャー企業が直面するいくつかの困難について述べた。一つ

は顧客あるいはパートナーとなるべき日本の大企業がベン

チャー起業にとっては参入ハードルが高い。しかし、カーブ

アウトの場合には元の企業との関係から問題の軽減が期待

できる。ファブレスとして成功するための人材確保も課題と

して述べたが、カーブアウト企業の場合には元の企業よりも

むしろ機動的に採用できると期待される。 

カーブアウトはベンチャーを育成する有効な手段として

以前から論じられてはいるが、少なくとも半導体ファブレス

で活用され成功した例はない。或る VC は、企業内でカー

ブアウトが俎上に上がってもその事業価値が高いとわかると、

企業はカーブアウトを取りやめて自社に引き戻そうとする傾

向があることが阻害要因と見ている。このため、ベンチャー

に対するインセンティブとともに、企業をカーブアウトに積極

的にさせるようなインセンティブ（カーブアウト出資額をベー

スにした税制優遇等）の制定がもとめられる。 

日本におけるベンチャーの必要性は広く認識されている

が、具体的な対策は十分に進んでいないように思える。目

に見える事態打開のために、政府による強力な施策推進を

期待したい。多くのファブレスベンチャーが成功することを

期待しつつ、「日本のファブレスは成功するか？」を終了す

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、 

川西 宏、川端章夫、伏木 薫 
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新入会員(2014.4.1 から 2014.6.30) 
・個人会員： 石橋 隆、 鈴木孝徳、吉山秀樹、武野泰彦、   

田村敏子、斎藤照子、三宅規雄、粟村 稔、池田 博、     

大成 基、上妻英一、鈴木広一  (ご入会順、敬称略)    

・賛助会員： (株)バンガードシステムズ、(株)リョーサン、     

萩原電気(株)、大和証券(株)、マッコーリーアセットファ    

イナンスジャパン(株)、エス・エム・アイ・シージャパン(株)、

丸文セミコン(株)、日本システムウエア(株)、 

新光商事(株)          (ご入会順、敬称略) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願い致します。    

ご寄付芳名 （敬称略、50 音順） 

 ・2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までに下記の

4名の方からご寄付を頂きました。紙面を借りて御礼申し

上げます。 

 遠藤伸裕、田畑 萬、牧本次生、八幡惠介 

◆4～6 月実施行事 
    4 月 10 日 理事会、諮問委員会、講演会 

17 日 執行会議 

22 日 九州講演会 

23 日 九州工場見学会 

24 日 オープンゴルフ（九州大会） 

  5 月 15 日・16 日 入門講座開催 

          22 日 執行会議 

6 月 19 日 執行会議 

◆ホームページのトップページ一部見直しを実施 
協会のホームページをリニューアルして 1 年が経過しま

した。見やすくなったとのご意見を頂いておりましたが、より

的確、且つ迅速な情報のご提供を目指して、トップページ

の一部見直しを行いました。（レイアウト見直し、外部リンクと

して統計情報を追加。） 

◆会員参加型事業（STaP）がスタート 
前号でもお知らせしました新委員会活動の会員参加型事

業（STaP）が具体的に動き始めました。 初の案件は、賛

助会員企業からの社内教育向け講演依頼であり、好評のう

ちに実施できました。なお、詳細につきましては、本誌

STaP 委員会報告をご参照ください。利用者側からの要求

に対応していくためには、多くの会員の業務経験マップの

登録が必要です。まだ登録されていない個人会員の方に

は、是非共、ご登録をお願い申し上げます。 

◆諮問委員会の開催 
4 月 10 日に、諮問委員会を開催致しました。任期満了で

退任された前委員長の志村様にご出席を賜りました。 

今回は、主に、新規事業の会員参加型事業についての

ご意見を頂きました。 

◆5 月の入門講座が無事終了 
5 月に開講しました入門講座は 54 名の参加を得て成功

裏に実施できました。今回は教科書のカラー化を行い、より

受講者の理解度を高めるような工夫もしました。関係者各位

のご協力、ありがとうございました。 

◆委員長交替のお知らせ 
教育委員会：片野氏が、ご都合により委員長を退任され、

新委員長として市山氏が 6 月 10 日付けで就任されました。 

◆賛助会員訪問 
SSIS の活動に、より理解を頂き、また、ご利用を頂くため

の広報活動として、今年も６月～７月に賛助会員訪問を実

施致しました。本年は新たにスタートした会員参加型事業

（STaP）のPRを中心に行いました。訪問を担当された方々

には、本紙面を借りてお礼を申し上げます。 

◆記念講演会の開催 
牧本前理事長が、アルメニア共和国から「グローバル IT

賞」を受賞され、これを記念して、7 月 10 日に記念講演会、

祝賀会を開催致しましたが、アルメニア共和国駐日大使に

もご出席を賜りました。 

◆今後の行事予定  
7 月 10 日 理事会、記念講演会、祝賀会 

17 日 執行会議 

8 月 21 日 執行会議 

28 日 関西講演会 

29 日 関西オープンゴルフ 

9 月 6 日 多摩コミュニティ 

18 日 執行会議 

19 日 賛助会員連絡会 講演会 

会員状況 （6 月 30 日現在） 
個人会員 290 名  賛助会員 58 団体 
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