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製造プロセスを画期的に進化させる本物のガス排気ポンプの開発 

                             東北大学 未来科学技術共同研究センター 

                             シニアリサーチフェロー      大見忠弘 

薄膜形成やパターンエッチングといった半導体製造、

ディスプレイ製造や太陽電池製造等に使われる各種プロ

セスは、通常数mTorr から数Torr 程度の減圧状態で行

われる。ところが、この圧力領域で、すべてのガス種に対

して同じ排気能力を持ったガス排気ポンプが今でも世界

には存在しない。ターボ分子ポンプ等の高真空用のポン

プは、圧力が数 mTorr よりも高くなると、排気能力が無く

なってしまい、各種粗引きポンプは大気圧(760Torr)から

0.1Torr 程度の圧力領域までは動作するが、0.1Torr 以

下の圧力領域では排気能力が無くなってしまう。粗引き

ポンプの場合、水素ガスに対する排気能力が、他のガス

種に比べて極めて貧困だという重大な問題も存在する。     

このままでは、本物の製造技術は創り上げられないと痛

感して、数 mTorr から数 Torr の圧力領域で、すべての

ガス種に対して同じ排気能力を備えたポンプを開発しよ

うと決断したのは、1990 年のことであった。内外のポンプ

を生産している代表的企業に共同開発を持ち掛けたが、

“そんなものは絶対に作れない”とすべての企業に逃げ

られてしまった。そんな異常な雰囲気の中で大亜真空㈱

1 社だけが協力してくれたのである。入口側のスクリュー

の角度を 45 度、出口側のスクリューの角度を 10 度程度、

スクリューのピッチ(間隔)を入口側は広く、出口側に向う

につれて狭くする不等傾斜角・不等ピッチのスクリュー構

造のポンプにすれば、目的とする性能のポンプが実現で

きると理論的に誘導できたのが 1993 年 2 月であった。

“さあ、創りに掛ろう”とした時、大亜真空㈱の担当者から、

不等傾斜角・不等ピッチのスクリューを加工する装置が

無いから、開発はあきらめてくれとの申し入れがあった。

“加工する装置が無いということは、この構造のポンプを

世界中で創った人は絶対に存在しないという証拠であり、

完全に世界初の開発であることも明白だ、加工する装置

から創って新しいポンプの開発を

進めよう”が私の指示であった。 
1996 年に 1 号機が仕上がって

大気圧(760Torr)から 1mTorr 以

下の圧力領域で、N2 ガスに対しても H2 ガスに対しても

全く同じ排気能力(2,400ℓ/分)を示すことが実証された。

まさに大感激であった。しかし、不等傾斜角・不等ピッチ

のスクリューの機械加工に時間が長く掛り過ぎて、価格

が高くなりすぎて産業製品にすることは不可能であった。

その後、大亜真空㈱に替って、新潟県柏崎市にある㈱

飯塚鉄工所が開発を継続してくれて、ヤマザキマザック

㈱に六軸制御の複合旋盤を、住友電工㈱に超硬合金切

削用のバイトを創ってもらうことで、きわめて精度の高い

不等傾斜角・不等ピッチのスクリューをきわめて短時間に

機械加工することができるようになったのである。いよい

よ実用化の時である。排気能力は 20,000ℓ/分であり、消

費電力は1.6kWである。新たに開発された不等傾斜角・

不等ピッチスクリューブースタポンプの入口側と出口側の

ガス圧力の圧縮比は 30,000 以上あるため、入口側の圧

力が数 mTorr であっても、出口での圧力は 30Torr を越

えている。完全な粘性流領域の圧力が、すべての動作

領域で確立されたため、出口側の排気ダクトの直径は

1cm～2cm で十分であり、 終段の粗引きポンプの排気

容量は 300ℓ/分～500ℓ/分程度の小さなもので十分なた

め、ガス排気系トータルの電力消費量が激減するのであ

る。 
超高品質で生産性のきわめて高い全く新しい製造装

置・生産技術が実現される時が来たのである。完全に行

き詰り状態にあるシリコン超LSI技術も微細化に替る新し

い方向で、これからもどんどん性能が向上する。 
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 9 月 19 日（金）15 時より、茗荷谷 林野会館  
604 会議室において、例年通り、半導体産業人協会 

賛助会員連絡会を開催いたしました。 
ご出席いただきました賛助会員様は 17 団体（22

名）で次の通りでした。（50 音順） 
SMC、エンベックス、鹿児島県、熊本県、新光商事、

人財ソリューション、大和証券、TCI、TTM、東芝、

凸版印刷、日本 ISSI、フジキン、マイクロンメモリ

ジャパン、丸文セミコン、理研計器、リョーサン。 
 
定刻に事務局長の司会で連絡会が開始された。 

 
 

挨拶と上期総括 
橋本理事長から挨拶と上期活動総括を報告。 
「本年 2 月の社員総会において牧本次生氏から橋本浩

一が理事長を引き継ぎ、協会活動を推進してまいりまし

た。半導体関連、エレクトロニクス業界が相変わらず苦戦

を強いられる環境の中、今年に入って、大口賛助会員

の退会等もあり、当協会も財務的に厳しい運営を余儀な

くされております。そのような中、より一層の協会からのサ

ービス向上を図るべく、会員の視点から委員会の活動の

改善、新規企画の導入を進めております。」と挨拶され

以下の具体推進項目の概要が説明された。 
具体推進項目 

・財務的寄与も視野に入れて、新たな活動として会員

参加型請負事業（STaP）を立上げ 
・地域コミュニティ活動の推進強化、区割り見直し 
・歴史館展示の充実 
・協会ホームページの改善 
・ICT 活用による地方会員へのサービス検討 
・賛助会員拡大推進 
・秋季入門講座の開設の決定 
・牧本氏記念講演会 

（アルメニア共和国 グローバル IT 賞受賞） 
続いて、8 月末時点での会員の増減の報告、新規加入

賛助会員 16 団体が紹介された。 
会員数の増減 

 2013 年 
12 月末 

2014 年 
8 月 31 日 増減 

個人会員 298 291 △7 

賛助会員 53 63 ＋10 

 
上期活動報告 

１、各委員会活動報告 
重点活動報告対象の講演企画委員会、教育委員会、

STaP 委員会を除く 8 委員会の活動について、伊藤執

行会議議長がまとめて報告。 
●編集委員会 

会員寄稿の拡大・充実および紙面内容の充実 
15 周年記念号を含み「Encore」を 4 回発行。 
最新の技術動向・市場動向、および歴史館委員会と

連絡会風景 
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の連携による開発物語などを掲載 
会員の投稿記事の拡充の推進：「読者のひろば」「寄

稿文」など、編集委員による記事の拡充  
編集委員会体制の拡充：編集委員 5 人体制で進め

ているが、さらに拡充を目指している。 
●文化活動委員会 

・春季見学会：九州地区委員会及び講演企画委員

会企画・実施の講演、並びに、平田機工、東京エレ

クトロンの工場見学会開催に協力。 
・秋季見学会：11 月 16 日～19 日、台湾の TSMC と

国立成功大学との共同研究所、台湾貿易センター、

国立故宮博物館などを訪問予定。 
・地域コミュニティ活動：懇親会開催の積極化 
9 月までに計 6 回。過去、4 年間で 10 回の開催実

績に比較し大幅に開催回数が増えた。 
今後は趣味などをテーマにした地域にとらわれない

催しを実現したい。 
・SSIS オープンゴルフ：第 10 回大会を熊本阿蘇 CC
にて九州委員会と共催。 

●関西地区委員会 
・関西地区春季見学会：初めての企画として、関西に

て見学会を実施。・日時：2014 年 3 月 19 日（水）～

20 日（木） ・見学先：大型放射光施設 Spring-8、

播磨科学公園都市、赤穂城址および平成の大修理

中の姫路城を観光。参加者 12 名。 
・SSIS－NEDIA シンポジウム in 大阪： 
第 1 回の NEDIA との共催シンポジウムを開催、こ

れからの 15 年の電子デバイスと半導体の将来性に

ついて議論を行った。参加者 61 名。 
日 時：2014 年 8 月 28 日（木）午後  
会 場：大阪大学中之島センター  
テーマ：「電子デバイスの新たな挑戦」 

翌日はオープンゴルフ大会を実施。 
●九州地区委員会 

・講演会（4/22）: 熊大共催 於：百周年記念館 
参加者 186 名 
講師：インテル 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」 

経済産業省 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」 

・工場見学会（4/23）:参加者 11 名 
午前：平田機工 450 ㎜搬送装置   
午後：東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州 コータ/デベロッパ 

・第 10 回 SSIS オープンゴルフ （4/24） 
阿蘇湯ノ谷カントリー:参加者 8 名 

・講演会スライド・音声のネット閲覧 
遠隔など参加困難会員へ環境整備を進めた。 

●人材支援委員会 
・人材支援活動は 2013 年 1 月からスタートし、1 年 8
カ月が経過。SSIS の人材ファイルへの求職者登録

多数（約 300 人）、協力会社 6 社の協力を得て、求

職者の再就職支援を推進。 
・賛助会員会社からの人材要求対応も推進中。 
・本年目標：（成約：10 件、利用料：80 万円） 

8 月現在（成約：5 件、利用料：25 万円）と低迷。 
・目標達成は厳しい状況にあるが、SSIS としての意

義のある活動として着実に進めていく。 
●広報委員会 

・講師紹介広場(ホームページ)新設： 現在 6 名の

SSIS 所属講師をご紹介しています。 
・統計情報(ホームページ)新設： 半導体関連各種

団体との連携のもと半導体産業に関するホットな統

計情報のご提供をさせて頂いています。 
・賛助会員宣伝バナー(ホームページ)新設： 賛助会

員の皆様の企業 PR のお手伝いを目的に、掲載さ

せて頂く情報を募集しています。 
ご意見・ご要望をご遠慮なくお寄せ下さいますよう

お願いします。 
●論説委員会 

Encore への毎号の提言記事の掲載：半導体産業の

応援団としての提言。記事作成にあたっては、会員

や有識者からご意見をお伺いする機会を設けていま

す。  
2013 年 7 月～2014 年 7 月： 
 「日本のファブレスは成功するか？」、 

伸長著しい海外ファブレスベンチャーに着目 
2014 年 10 月から（予定）： 
「日本のファブの活性化」、 

日本のファブ（前工程工場）への応援メッセージ 
●半導体歴史館委員会 

・本館展示とは別に”特別展示室”の拡充を展開中。 
開設済：「黎明期の人々」、「志村資料室」、「イノベー

ション 50 選」  
展開中：「開発物語」：既にアンコール編、ソニー編、

セイコーエプソン編、SEMI 編を掲載済、富士通、

東芝編を準備中。 
新企画：「牧本資料室」：牧本さんの数多くの著作物

を連載形式で掲載予定。 
・昨年来、C.H.M(Computer History Museum, 
US)と話のあった”オーラル・ヒストリー“の共同企画

が本格化。10 人前後の日本半導体業界で貢献さ

れた方々とインタビュー形式で貴重な歴史を語って

いただく。完成後は当サイトに掲載予定。 
・サイトへのアクセスは好調。優良サイトの目安の 50
件/日を越え 60~70 件/日で推移。 
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２、重点活動報告 
１）会員参加型請負事業（STaP）について： 

吉澤委員長が報告。 
活動目的の説明の後、今夏実施の賛助会員訪問時

の STaP についてのアンケート結果が報告された。 
STaP 活用についてアンケート結果： 

質問票分析および対応策： 
①社内教育：需要が多い。業務が定型化され、委託

しやすい。また、講師が経験豊富である。 
⇒講師の広場の活用（教育メニューの作成と充実） 
②コンサルティング業務：要求業務の幅が広い。 
⇒要求の具体化、STaP 事業範囲の拡大と組織化。

更に、SSIS からの付加価値の提案。 
③現業技術への直接支援。 
⇒先端技術の業務受託は困難、一方、ISO 監査員と

しての請負のような形態は、推進を検討 
④翻訳：SSIS 受託業務として適している。SSIS 会員

の豊富な経験や知識が生きる分野で、現役よりも

むしろ有利である。⇒積極的取り込み。 
⑤情報提供サービス：要求あり。 
⇒会員参加型請負事業としては困難。 
⑥海外含めた業務サポート：SSIS 会員の持っている

スキルは可能と思われる。 
⇒SSIS として受託が適当か、要検討。 
以上が報告され、まとめとして今後の活動方針が説

明された。ポイントは以下の 3 点。 
①今回の賛助会員訪問で得たビジネスチャンスを速

やかに実行する。 
②会員参加型請負事業(STaP）の更なる PR 活動を

推進する。 
③今後は一層の事業の拡大を目指して中期計画の

策定と実行を行う。 
２）講演企画委員会からの報告 

有門委員長から活動状況報告。 
基本方針：「情報の流通と人材交流の促進」 
取り上げる分野：①半導体産業の話題、②他産業の

話題、③海外の話題、④ジャーナリスト・アナリスト

シリーズ、⑤経営学・名経営者シリーズ 
と前置きがあり、今年の実績テーマと今後の予定テ

ーマが紹介された。 
続いて、講演会改善策が示された。 

① 講演会コンテンツの提供サービス→“スライド”と

“講演音声”の SSIS ホームページでの視聴（ただ

し、コンテンツは講師の許諾条件に依存。また、

視聴の有料化案もあり） 
② 講演会の黒字化→ 

支出削減：講師謝礼の減額、会場の品川区立総 
合区民会館への変更を検討中。 

収入増加：後工程、装置・部品・材料メーカをタ

ーゲットに内容を拡充し、有料参加者の増

加を目指す（講演の 2 本立ても試行）。 
３）教育委員会からの報告 

市山委員長より報告。 
報告のポイントは大きく次の 2 点。 
①今年から「入門講座」は春、秋の 2 回実施する。 
②「アドバンスト講座」の料金体系を見直した。 

今年度から 1 日単位の受講料とし、講座は 2 日間

に渡るが、1 日のみの受講も可能にした。（新料金

体系はホームページを参照ください） 
開設以来の受講者数の推移データを示し、賛助会

員の継続的、または、更なる活用をお願いした。 
賛助会員訪問結果の報告 

事務局長より報告。計画時の賛助会員数は 51 団体で

訪問対象としたのは 39 団体。実際に訪問した数は 36
団体で実施カバー率は 71％。 
訪問時の STaP 質問項目以外のヒアリングの中で、賛助

会員同士のコミュニケ―ションの機会を増やしてほしいと

の意見が多く、協会として方策を検討すると報告した。 

（当日の懇親会から参加者ネームプレートを改善。会社

名、団体名を表記して少しでも賛助会員同士がコミュニ

ケーションを取りやすいよう配慮した。） 
会計報告と財務状況 

引続いて事務局長より今年度の決算見通しと財務状況

報告があった。 
大口賛助会員が退会したものの、2014 年度は略

EVEN で決算できる見込みであり、収入面では事業収

入が協会の財政を支える一つの柱に成長してきたことが

強調された。 
 

以上で報告を終わり、質疑に入ったが、質問もなさそ

うなので司会より TCI 社の圷氏に意見を求めたところ、

激励に近いご意見を頂いて、予定より 10 分早く賛助会

員連絡会を終了した。 
追記：会議の途中に丸ノ内線運休の連絡が入り、この後

の講演会参加者数が心配であったが、影響はほとんど

なく盛況であった。 
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8 月 28 日大

阪大学中之島

センターにて、

「第 1 回 SSIS
－ NEDIA シ

ンポジウム in
大阪」を開催し

ました。昨年ま

では、セミ・フォーラム・ジャパン（SFJ）とタイアップして

SSIS シンポジウムを 13 回にわたり開催して参りましたが、

SFJ の終息に伴い今年からは装いを新たにして、SSIS
と日本電子デバイス産業協会（NEDIA）との共催で、関

西におけるシンポジウムをスタートすることに致しました。

今回第１回シンポジウムのテーマは「電子デバイスの新

たな挑戦」とし、BNP パリバ証券シニアアナリストの山本

義継氏、ローム株式会社常務取締役の高須秀視氏、京

都大学大学院教授の白石誠司氏の 3 名の講師をお招

きして、これからの日本の電子デバイスの進むべき方向

について熱心な議論を行いました。以下にその概要に

ついて報告します。 

開会の挨拶は SSIS 理事長橋本浩一氏および

NEDIA 代表理事会長の齋藤昇三氏より行って頂きまし

た。橋本氏からは、

SSIS の使命と近年

の新たな取組みにつ

いて説明があり、本

日のシンポジウムがこ 
              橋本浩一氏  齋藤昇三氏 

 
 

れからの日本の半導体産業の復興に向けての有意義な

議論になることを期待するとの挨拶がありました。齋藤氏

からは、日本の電子デバイスの再興を目指して昨年

NEDIA を発足させたこと、今年 10 月に開催する「電子

デバイスフォーラム京都」の紹介がありました。 
 
本シンポジウムには来賓として、近

畿経済産業局地域経済部次長の岡村

敦子氏にご臨席頂き、今回のシンポジ

ウムが両協会共催の記念すべき第１歩

であり、関西のエレクトロニクス産業の

ポテンシャルを生かして次世代の産業を担う革新的ビジ

ネスの創出につながる有意義な連携となることを期待す

るとのご挨拶がありました。 

［講演１］ 
「2030 年に向けて ～次の 15 年サイクルで求められる

もの～」 
BNP パリバ証券株式会社  
調査部シニアアナリスト 山本義継氏 
 
 株式市場から電機業界を見ると、業

界の皆さんとは違った視点で電子デバイス産業の発展

を見ることができる。電機業界の株価指数からおよそ 15
年サイクルの変化を読み取ることが出来、 初の 5 年で

技術をこなし、次の 10 年で成長を享受してきたことが解

る。過去 60 年では、 初が TV、次の 14 年が VTR、次

の 16 年が PC、そして 近の 15 年がモバイルである。 

「SSIS－NEDIA シンポジウム in 大阪」開催報告 
SSIS 理事・関西地区委員長 井上道弘 
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市場拡大は、生産性改善の結果であり、どこにリソー

スを投入すれば、効率的に生産性改善を達成できるの

かを競争しているのが電機業界と言える。一方、日本の

電機メーカーは 1990 年代以降のデジタル化、グローバ

ル化で地位を低下させてきた。設備投資と意思決定のス

ピード、短い製品サイクルへの投資を低コストによるシェ

ア拡大で回収するという勝ち組の条件を満足することが

できなかった。1990 年代以降のデジタル化がもたらした

ものは「増えない」＝「悪」であり、時間は「買うもの」という

概念である。 
しかし、デジタル化を牽引してきた半導体の微細化技

術の鈍化と限界が今後の世の中を変えることになる。こ

れからはデジタル化だけではなくアナログ/モジュール化

技術が重要となって、製品の買い替えサイクルが長くな

る。車やスマートハウス関連、産業用インフラ等である。

コスト・価格は下落せず、数量は増えない。「減らない」

＝「善」であり、時間は「我慢するもの」という概念が重要

となる。技術的には電子機器の高機能化の順番がプロ

セッサー、ストレージ/メモリーからインターフェースと変わ

り、デジタルへの設備投資競争からアナログのノウハウ

の蓄積競争へと変わる。そして、今後の 15 年間で重要

なものは IT と車、IT と FA/インフラのように、これまでの

「分化」に代わる「融合」である。 
 

［講演 2］ 
「More than Moore における新たな挑戦」 
ローム株式会社 常務取締役 高須秀視氏 
 

電子デバイスにおいて技術の見せ

方が変わって来ている。単体半導体

ではなく、モジュールの時代が来る。

それにしたがって研究開発の考え方も

変えなければならない。ロームは研究

開発部門にインキュベーション部を作った。狙いは研究

開発段階でビジネスモデルを作ることである。部品メー

カーは直接エンドユーザーにアプローチし、そこから遡

ってどのような技術を作るかを考え、システムメーカーに

提案することが必要である。また、パートナーシップを大

切にし、大学や各研究機関との融合で研究開発を行っ

ている。本日は、そういう考え方に基づいて進めている

“More than Moore”の世界で何ができているか話をし

たい。 
ロームが取り組んでいる“More than Moore”の方向

は次の 2 点である。第 1 はマテリアル・イノベーションによ

る半導体の新機能の開拓、第 2 は技術の融合による複

合デバイスの開拓である。1990 年代初頭には既に

“More than Moore”を意識して、以来これらの研究開

発を長年にわたり進めてきた。アプリケーションとしては

エコの世界と健康医療を中心に取り組んでいる。 
 具体的には、まずローパワーを狙った強誘電体デバイ

スを使った不揮発性ロジックや不揮発性 CPU である。こ

れにより電力損失がほぼゼロというプロセッサーを実現

できる。第 2 は各種波長のイメージセンサーである。X 線

イメージセンサー、UV イメージセンサー、CIGS イメージ

センサー、長波長イメージセンサーなど通常の可視光領

域では実現できない機能を有する各種のイメージセンサ

ーを揃えており、医療用等への応用が期待されている。

パワーモジュールとしては SiC の開発を進めていて、2
年後の車への搭載を計画している。これらは全て、半導

体と異分野の技術との融合であり、世の中にないもので

時間がかかるが、根気よく進めていくことが必要である。 
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［講演 3］ 
「Ⅳ族半導体を用いたスピントロニクス」  
～スピントロニクスはシリコンを超えられるか?～ 
京都大学大学院工学研究科 電子工学専攻 教授 

  白石誠司氏 
 

スピントロニクスの分野では、 初に

金属スピントロニクスを中心に発展してき

た。金属スピントロニクスの典型的な応

用デバイスは MRAM であり、次世代不

揮発性メモリーとして近年、開発が盛ん

に行われている。2000 年以降、半導体である GaAs や

シリコンを使ったスピントロニクスの研究が盛んになり、ス

ピントランジスタの実現を目指すようになった。 

 

 
 
現在では単一の元素で構成できるⅣ族の Si や Ge、

さらにグラフェンなどの分子性半導体を用いたスピントロ

ニクスが、これらの材料のスピン軌道相互作用が比較的

小さいことから、beyond CMOS 素子であるスピン

MOSFET やスピンロジックへの応用が期待され、近年

盛んに研究が行われている。 
スピントロニクスによる MOSFET の特長は不揮発性

に基づく省エネルギーであり、その結果、爆発的に増加

している IT 機器の待機電力を一気にカットできることに

なる。この分野の研究は日本が3～4年先行しており、技

術優位性を確保できる有望な分野である。そして、「スピ

ントロニクスはシリコンを超えられるか？」という問いに対

しては、まだ判然としないが、インフラの蓄積と

近年の急速な研究の進歩により、Si を使うスピ

ントロニクスにはかなり可能性があるといえる。

日本の半導体産業の総力を結集すれば、

CMOS 代替スピンロジックの実現も不可能で

はない。 
 
後に、NEDIA 副会長

の大見忠弘氏から、もう一度

シリコン CMOS 技術の見直し

を含めて、 本日の各講師か

らの話にあるように BeyondCMOS に向けて、

日本の総力を結集する時期に来ているという

閉会挨拶があり、引き続いて交流会が行われ

ました。 

 

 
また、翌日は茨木国際 GC にて、オープ ン

ゴルフ大会を開催し、SSIS と NEDIA の名誉

をかけた対抗戦を行い、懇親を深めるとともに

SSIS 勝利の栄誉を得ることができました。 
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はじめに：ご挨拶 

昨年 11 月、アルメニア共和国大統領より「グローバル

IT賞」をいただきました。この賞は IT立国を目指すアル

メニアにおいて、2010 年から発足した制度であり、IT 分

野においてグローバルな貢献をした個人一人を表彰す

るものです。これまでの受賞者はクレイグ・バレット（元イ

ンテル会長）、スティーブ・ウォズニアック（アップル共同

創設者）、フェデリコ・ファジン（世界初のマイコン開発リ

ーダー）など錚々たる顔ぶれであり、私は 4 人目となりま

した。 

身にあまる光栄でありますが、これは私一人に与えら

れたものではなく、共に働いた半導体分野の皆様方と

分かち合うべきものと考えております。皆様のご支援に

対し深く感謝申し上げます。 

去る 7 月 10 日に SSIS 主催の受賞記念講演会が開

かれましたが、本稿はその時の講演内容をベースにし

たものであります。 

 
アルメニアはどんな国？ 

まず簡単にアルメニアの紹介から始めたい。下の地

図でわかるように、アルメニアは黒海とカスピ海に挟まれ

たコーカサス地域にある小さな国。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 アルメニア周辺の地図 

 
人口は 300 万人ですが、海外にはディアスポラと呼

ばれるアルメニア人が 700 万人もいて、これが人口構成

上の大きな特徴になっている。宗教はほとんどがキリスト

教徒ですが、アルメニアは世界で初めてキリスト教を国

教化した国として知られている。民族の歴史は古く、今

から 6000 年も前に作られたワイン醸造施設が発見され

ている。統一国家が形成されたのは紀元前 10 世紀頃

であるが、東西の交通の要衝にあたるため、周辺の諸

勢力の侵略が繰り返され、その支配下にはいることも多

く、苦難の歴史を潜り抜けてきた民族である。まさに「不

死鳥の民族」ということができよう。 

ソ連邦の崩壊に伴って独立したのは 1991 年であり、

今年で 23 歳の若い国。この国が将来の方向として選択

したのが「IT 立国」の道なのである。 

 
何故、IT 立国を目指すのか？ 

1991 年以前にはソ連邦の構成国の一つとして、計画

経済の輪の中にあった。独立と共に、その歯車は回らな

くなったので、経済は極度の落ち込みとなる。そのような

苦難の中で将来方向についての模索が行われ、IT 分

野を国の重点戦略として進めることにしたのである。そ

の背景は何であろうか？ 

 
１） IT は 20 世紀文明の機関車役であり、アルメニアに

とっても も有望な分野である。 

２） アルメニアはエネルギーなどの天然資源が乏しく、

人材のみが国の資源である。古来、知的レベルが

高いと言われており、次のような噂がある。 

「ユダヤ人は頭がよくて商売上手、普通の人が 3 人

束になっても叶わない。しかし、ユダヤ人が 3 人束

になっても 1 人のアルメニア人に叶わない」。 

このような知的レベルの高さはＩＴ分野においては

大の強みとなる。 

 

 

 

半導体は現代文明のエンジン 

SSIS 理事 牧本次生 



半導体産業人協会 会報 No.86(‘14 年 10 月)  9

３） ソ連邦の時代にハイテク分野のセンターはアルメニ

アであり、当時は「ソ連のシリコンバレー」の異名を

とるほどであった。この時の技術資産を生かすこと

ができる。 

４） 前述のように国内人口 300 万人に対し海外在住の

ディアスポラは 700 万人である。IT 先進国に住む

ディアスポラは市場に近く、居ながらにしてグロー

バル環境が整っている。これは「IT 立国」を進める

にあたって大きな強みとなる。 

５） IT 製品の大部分はソフトウエアであり、これは重量

がないため輸送コストは殆どなく、市場から遠いア

ルメニアにとっても不利とならない。 

６） 国内の大学からは毎年多くの優秀な若者が世に

送り出される。彼らのためにハイレベルの働き

口を確保することは喫緊の課題である。この点

からも「IT 立国」を目指すことは大きな意義が

あると言えよう。 

 
グローバル IT 賞の制定 

アルメニアにおいては国を挙げて「IT 立国」を目指し

ており、大統領や首相が先頭に立って諸施策を推進中

である。そのような施策の一環として 2010 年に開始され

たのが「グローバル IT賞」の制度であり、次のように定め

られている： 

『この賞は IT の進歩を通じて人類に多大な貢献をし

た個人一人を毎年表彰するものである。受賞者の IT 分

野における貢献は革新的なものでなければならず、そ

れが人類に対し大きなインパクトを与え、かつそのことが

広く世界的に認められたものでなければならない。以下、

省略』 

2013 年 11 月 15 日の夕刻、大統領官邸において授

賞式が行われた。式場には大統領ご夫妻、首相ご夫妻

などを含め、100 名近くの招待客が見えている。定刻に

なって、司会者が開会を告げ、順次スピーチが始まる。

初は「グローバル IT 賞」についての説明であるが、二

人目の受賞者、スティーブ・ウォズニアックの次の言葉を

引用して、この賞への期待が極めて大きなものであるこ

とを紹介した。『ノーベル賞には IT 分野は含まれていな

い。私にとってこの賞は IT分野におけるノーベル賞と同

じだ』。 

続いて今回の受賞者となる私の経歴や業績などの紹

介が行われた。過分の褒め言葉もあり、聞いている本人

にとっては照れくさく、気恥ずかしい面もあるのだが、晴

れやかな席での紹介ということで割り切って拝聴したの

であった。以下はその要旨。 

『牧本氏は日本におけるもっともすぐれたビジョナリー

の一人であり、1970 年代からの半導体技術転換で大き

な役割を果たした。当時主流になっていた NMOS 技術

に変わって、より消費電力の少ない CMOS 技術への転

換を先導したのである。その技術転換によって IT 機器

の性能は飛躍的に向上し、われわれの世界を大きく変

えた。今日のすべての IT 機器は彼が先導した半導体

技術（CMOS）がベースになっている』。 

この後、セルジ・サルグシアン大統領からのメダル、ト

ロフィー、表彰状の授与式があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 セルジ・サルグシアン大統領より表彰状、 

メダル、トロフィーの授与 

 
授与式に続いて大統領から、次のような趣旨の祝辞

が述べられた。 

『牧本氏は時代のはるか先を読むビジョンで世界をリ

ードしてきた。過去 15 年間を振り返ってみると、スマー

ト・カード、スマートホン、電子書籍など次々に新しいモ

バイル機器が現れ、我々の社会生活は一変した。この

ような変化はすべて同氏の先見性によって啓発され、実

現されたものである』 

続いて司会者の指名によって私のスピーチの順番と

なる。まず、大統領はじめ出席の皆様への謝辞を述べ

た後、半導体の進展によって世の中がどのように変わっ

てきたかをわかり易い事例をもとにして紹介した。そして、

中核のメッセージとして選んだのは次の言葉である。 

『ITは現代文明の機関車である。そして、半導体はそ

の機関車のエンジンである』。 

 
半導体は現代文明のエンジン 

授賞式のスピーチで述べたように現代文明の根幹を

支えているのは半導体の技術革新であると言えよう。 

下の図 3 はそのことを象徴的示している。 
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1976 年に市場導入されたクレイ社のスパコンは

160MFLOPS の性能であり、今日の電子機器でいえば

iPod 並の性能であった。しかも、価格は 600 万ドルで、

重量は 5.5 トン。そのような巨大な物が何故、掌に載る

ほどになったのだろうか？ 

 その答えは半導体の技術革新である。クレイのスパコ

ンには 5μ技術のバイポーラ・デバイス(ECL)が使われ

ていたのに対し、iPod には 90nm 技術の CMOS デバ

イスが使われている。微細化の進展とデバイス革新の二

つによってこのようなことが可能になったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 何故、スパコンが掌に？ 

 
加工技術の微細化によって集積度は向上し、その結

果は「ムーアの法則」として知られている。下の図 4 は、

この法則が単一デバイスで成り立っているのではなく、

様々なデバイスが、あたかもバトンタッチ・リレーのような

形で成り立っていることを示している。1980 年代以降、

中心になっているデバイスは CMOS であるが、CMOS

が半導体産業の主流と認められるまでには紆余曲折が

あった。その経過について述べよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4 ムーアの法則と CMOS 革新 

1970 年代まで、CMOS は「ローパワーではあるがス

ピードが遅く、ニッチ・デバイスである」というのが業界

の常識となっていた。当時の主流は NMOS であると

いうのがコンセンサスだったのである。この常識を破る

ためにはローパワーの特性を保持したままで、高速化

を達成しなければならないが、それを可能したのが日

立・中央研究所の酒井芳男と増原利明によって発明

された「ツインウエル CMOS」であった。 

そして 1978 年、その技術を使った 4K ビット SRAM

が開発され、CMOS が当時主流の NMOS を凌駕で

きることが初めて実証されたのである。続いてマイコン

や DRAM でも CMOS が NMOS に対し優位であるこ

とが示され、CMOS 革新が順次拡がって行った。 

下の図からも読み取れるように、CMOS への収斂は

一挙に進んだわけではなく、10 年単位の年月で徐々

に各種のデバイスやシステムに拡がって行ったのであ

る。今日の IT 関連機器を見ると、大はスパコンやサー

バーから小はスマホ、ウエアラブルに至るまであらゆる

機器に CMOS が使われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5 CMOS 革新の拡がり 

 
CMOS 革新の拡がりによって、電子機器の消費電力

は大幅に減少した。そして、そのような技術革新の結果

として、我々の社会生活は劇的に変化したのだ。人々

は活動の場所や時間の制約を受けることがなく、電車の

中にいてもスマホに見入るような「ノマドスタイル」が普通

に見られるようになった。 
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私は 90 年代の半ばから、このような時代が遠からず

訪れることを予想し、友人のデビッド・マナーズと共に

「デジタル・ノマド」と題する本を出版した（97 年、英

国）。 

続いて翌年には台湾で中国語版が出され、日本語

版もそれに続いた。出版から 10 年を過ぎた 2007 年に

アップルから iPhone が出荷され、新しいライフスタイル

が順次拡がって行った。まさに、CMOS 革新が生み出

したモバイル社会の到来ということができるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6 半導体（CMOS）革新が拓いたモバイル社会 

 
将来展望 

半導体の技術革新は今なおとどまるところを知らない。

今後、どのような方向に技術が進み、それは文明にどの

ような変化をもたらすのだろうか？これから起こり得る「ビ

ッグトレンド」を見てみよう。 

これまでのところ半導体の技術革新によって人間の

頭脳にあたる部分が大いに進歩した。この方向の進歩

はさらに進むと共に、これに加えて「五感」にあたる部分

の進歩が一層加速されるだろう。その代表的な例がロボ

ットである。ロボットの情報処理能力はパソコンをはるか

に凌駕するレベルであり、今後とも能力アップの要求は

尽きることなく続くだろう。その結果、ロボットの知能は限

りなく人のレベルに近づいていく。一方、五感にあたる

部分でも光センサー、MEMS センサー、化学センサー

など多岐のものが出てきて人間の持つ五感に近づいて

いく。即ち、半導体技術は今後ますます多様化しながら

高度化することになる。 

 

 

ロボットはこれからの半導体分野のテクノロジー・ドラ

イバーになるとともに、マーケット・ドライバーになって行

くものと思われる。そのようなことを 2002 年の IEDM で

予測したのが図 7 であるが、この予測は 10 年以上経過

した今日でも変更の必要はない。 

半導体の進化と共に、エレクトロニクス分野では次か

ら次へと新しい波が押し寄せた。70 年代－80 年代にテ

レビや VTR を中心にして立ちあがった「アナログの波」、

80 年代－90 年代に立ちあがった PC を中心とする「デ

ジタル第 1 波」、さらには 90 年代から今日までの、デジ

タル・コンシューマ製品がネットワークでつながる「デジタ

ル第 2 波」である。 

これらの波に続くのが「ロボットの波」であるが、これは

息の長い波になるだろうと予測している。半導体が進歩

すればするほどロボットも進化を続け、両者の相乗的な

関係が飽和点に達するのは、はるか先のことになるから

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7 立ち上がるロボットの波 

 

 
このような新しい時代を支えるもう一つの重要な技術

展望について触れたい。それは図 8 に示す「牧本ウエ

ーブ」から見た未来予測である。 
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図 8 牧本ウエーブから見た未来予測 

 
「牧本ウエーブ」が世に出たのは 1991 年、英国の

Electronics Weekly 誌に紹介されてからである。同誌

のデビッド・マナーズ記者がこのコンセプトに大きな興味

を示し、”Makimoto’s Wave”と命名した上で、その記事

を掲載したのである。このウエーブは半導体産業におい

て標準化を指向する傾向とカスタム化を指向する傾向と

がおよそ 10 年ごとに入れ替わることを示している。オリ

ジナル版は 2007 年が 終年度になっていたが、図８に

示すのは IEEE Computer の 2013 年 12 月号に掲載

された改訂版である。この図においては標準化とカスタ

ム化が入れ替わると同時に、それぞれの傾向に適合し

た、新しい応用分野が開けることをも示している。 

現在の時点は SoC／SiP が主導するカスタム化指向

の時期としてとらえられており、そこで生み出されたビッ

グ・マーケットは言うまでもなくスマホである。過去におい

てもカスタム化を指向する時期には「性能が高く、ロー

パワー」を要する応用分野が開かれてきたが、標準化指

向の時期には、「性能が高く、フレキシブル」な特徴がみ

られる。 

このような過去のトレンドを踏まえて将来を展望するな

らば、上図に示すように、2017 年に始まる 10 年は、標

準化指向になるであろうと予想される。その時点のデバ

イスは極めて高性能であり、かつフレキシビリティーが伴

わなければならない。 

 

 

               このトレンドを HFSI(Highly 

Flexible Super Integration)
と命名した。そしてこの時代が

生み出す大きな市場はロボッ

ト・自動車であろう。現在、自動

車分野においては IT を駆使し

た高度化が進められているが、

自動運転が実現した時点でロ

ボットとの境界は消滅する。ロボ

ットはさらに多様化・高度化を続

けて日常生活において身近な

存在となって行くだろう。 

2050 年にはロボットのサッカ

ー・チームが人間のチームを破

ることを目標としたプロジェクト

（RoboCuP）が進められている。 

このような時代が現実となった時

人間はどのようにしてロボットと共

存するのかを改めて問い直さなけ 

ればならない。まさにこれから、半導体によって新しい文

明が作られるのである。 

 
むすび 

 
次の言葉をもって結びとしたい。 

 
『半導体は現代文明のエンジンである。 

エンジンを失って国の将来はない。 

よって、一国の盛衰は半導体にあり！』 

 
SSIS の会員の中には、半導体が日本にとって如何

にかけがえのない、大事な産業であるかを知る方が大

勢おられると思う。しかし、広く国内を見渡すと、残念な

がらそのような認識は広まっていない。半導体の重要性

についての認識を拡げていくのが SSIS にとっての一つ

の大きな役割であると思う。 

SSIS に期待する所以もここにある。 

以上 

2014 年 8 月 17 日
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はじめに 

 

8 月に開催された今年最後のメジャー・トーナメントである全

米プロゴルフ選手権は絶好調のロリー・マキロイの優勝で終わ

り、3 月に腰の手術をしたタイガー・ウッズは予選で敗退してし

まいました。USPGA で 3勝の実績がある丸山茂樹氏が 8月5

日付の日本経済新聞誌上で、「僕はこの先、タイガーがどんな

風に選手生活を過ごすのか、すごく興味がある。勝つ喜びを

追い求め79勝も積み重ねてきた彼が、勝てなくなった時にどう

モチベーションを保ち続けるのか？」と書いています。 

いきなりゴルフの話で恐縮ですが、過去に世界を席巻した

日本のエレクトロニクス産業の行く末を案ずる声は年ごとに強

まる一方です。1980 年代後半には 50％を超えた日本半導体

のシェアは、今や東芝とルネサス・エレクトロニクスの両社を合

わせても 6％程度（表 1）。日本の半導体ビジネスは、「勝てなく

なった」状況からどのようにして抜け出すのでしょうか？ 

 

小生が社会人となった昭和48 年は、「ムーアの法則」が生ま

れてから 10 年足らず、半導体市場規模はまだ$10B に遠く及

ばぬレベルでしたが、半導体集積回路が時計・電卓に用いら

れ始め、まさに半導体産業の黎明期でした。 

みなさまの中で、写真1の工具の名前をご存じの方はいらっ

しゃるでしょうか？著者が学卒後最初に勤務したのは独立系理

化学商社でしたが、そこでカスタマー・エンジニアとしての社会

人生活がスタートしました。配属された部門は半導体製造装置

の販売サービスを行っており、多少英会話ができるということを

買われて、輸入装置の客先での据付調整や複雑なトラブルの 

 

 

解決のために海外メーカーから送られてくる外人技術者の通

訳兼助手のような役割が回ってきました。当時はまだ半導体製

造のための先端装置は輸入品が多く、商社の役割は重要でし

た。海外の先端技術を学びながら、実践英語を身に着けるとい

う格好の機会を与えられ、それをエンジョイしていました。新品

装置の据え付け調整だけでなく、稼働中の装置のサポートも

重要な仕事でした。あるとき、トラブル中の装置の復旧にてこず

り、海外メーカーからの助っ人を仰ぐことがありました。客先で

長く使われていた装置の中にはネジ山がつぶれているケース

もあり、その時に重宝したのが、この写真にある「バイス・グリッ

プ」でした。今では大型ホームセンターでも見かけるようになり

ましたが、当時は見たこともないしろもの。これでネジの頭を掴

むと、嘘のように簡単にネジが回りました。まさに打出の小槌で、

これを自慢げに小生に見せた外人エンジニアは、無事トラブ

ルが解決していざ帰国するという時、彼へのサポートへのお礼

としてこれをくれたのです。それから長い年月が経ちましたが、

今でも我が家の工具ボックスに入れてあり、良き思い出の品と

なっています。 

 

写真 1 打出の小槌 

 
 

 

日本の半導体と製造装置メーカーのポジション 

 

あれから 40 年。マーケットの状況は大きく変わりました。半

導体デバイス製造分野での苦戦をしり目に、半導体製造装置

分野では、1979年にはトップ10に日本企業が1社も入ってい

なかったものが（表 2）、2013 年にはアプライド・マテリアルズ、

ラム・リサーチ、ASML など欧米装置メーカーと伍して、トップ

15 に日本企業が 7 社も入っています（表 3）。今や、世界の半

導体製造に日本製装置は欠かすことのできない存在となって

いるのは明らかです。 

わがビジネス人生を振り返って 

2012
-2013

2013
Market

2012 2013 2012 2013 Growth (%) Share (%)
1 1 Intel 49,089 48,590 -1.0% 15.4%
2 2 Samsung Electronics 28,622 30,636 7.0% 9.7%
3 3 Qualcomm 13,177 17,211 30.6% 5.5%
7 4 SK Hynix 8,965 12,625 40.8% 4.0%

10 5 Micron Technology 6,917 11,918 72.3% 3.8%
5 6 Toshiba 10,610 11,277 6.3% 3.6%
4 7 Texas Instruments 11,111 10,591 -4.7% 3.4%
9 8 Broadcom 7,851 8,199 4.4% 2.6%
8 9 STMicroelectroncis 8,415 8,082 -4.0% 2.6%
6 10 Renesas Electronics 9,152 7,979 -12.8% 2.5%

Others 145,986 147,883 1.3% 46.9%
299,895 314,991 5.0% 100.0%

Source: Gartner (April 2014)

Rank Revenue
Vendor

Total Market

表１．Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2013 (Millions of Dollars)

（同）はづきプラニング、元（有）ＳＥＭＩジャパン代表   中川洋一 
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表 2．世界半導体製造装置企業上位 10 社の売上高 

 （単位：100 万ドル）   

（出典：立命館大学 肥塚 浩 

      「半導体製造装置産業の分析」2011 年 1 月） 

 

表 3．半導体製造装置メーカーランキング 

                      （出典：VLSI リサーチ） 

国内半導体製造規模がシュリンクする中で、装置メーカーの

世界シェアが増大したのは、半導体製造装置メーカーの販売

先が海外にシフトしたことを物語っています。 

 

グローバル化 

 

日本経済新聞 8 月 10 日付朝刊の誌上の「企業のグローバ

ル化」と題したコラムで、編集委員の西條都夫氏は、「ブランド・

コンサルティング会社の世界的リーダーであるインターブラン

ド社が選ぶ『ベスト・グローバル・ブランズ』の上位 100 社に名

を連ねる日本企業 7 社（トヨタ、ホンダ、キャノン、ソニー、日産、

パナソニック、任天堂）はいずれも車か電機の会社であり、両

業種以外の企業の世界での存在感が薄いことが寂しい」と述

べています。インターブランド社のウェブ・サイトによると、評価

基準は財務状況やブランド競争力などに基づく独特の分析ツ

ールに依るもののようですが、上位20社では、エレクトロニクス

関連企業であるアップル、グーグル、IBM、インテル、マイクロ

ソフトなどがその半数である 10 社を占め、エレクトロニクス産業

自体のブランド力が低いということではなさそうです。また、興

味深いことに、IBMを除く上記5社はどれも「テクノロジー」とい

う分野に位置づけられています。同社のウェブ・サイトによると

「テクノロジー」は、家電、コンピュータ、ソフトおよびサービス企

業などで、先見性のある斬新な価値を創造している企業を指

すようです。一方、「エレクトロニクス」という分野もあるのですが、

その市場は価格低減圧力にドライブされるため、その 2013 年

のブランド価値は 2000 年のそれの 64％にまで下がっていま

す。トップ 100 社でその分野に入っている「エレクトロニクス」企

業は、キャノン、フィリップス、ソニー、ノキア、任天堂、パナソニ

ックの 6 社でした。カテゴリー分別基準もこの会社のノウハウの

ようですが、トップ 100 に入ったエレクトロニクス関連日本企業

はいずれも「テクノロジー」ではなく、「エレクトロニクス」と分類さ

れていることが気になります。西條氏のコメントにある「（日本企

業は）車と電機以外企業の世界での存在感が薄いことが寂し

い」にも同感ですが、その中の電機企業がいずれも「テクノロジ

ー」に分類されていないことも「寂しい」かぎりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012
Rank

2013
Rank

AOW COMPANY 2012 2013
13/12

Growth
2013

Share
1 1 NA Applied Materials 7087.4 7044.1 -0.6% 16.6%

2 2 EU ASML 6083.7 6728.8 10.6% 15.9%

3 3 JA Tokyo Electron LTD. 5270.0 4165.2 -21.0% 9.8%

4 4 NA Lam Research Corporation 3708.4 3909.4 5.4% 9.2%

5 5 NA KLA-Tencor 3606.5 2787.1 -22.7% 6.6%

7 6 JA Dainippon Screen Mfg. Co. 1774.2 1533.4 -13.6% 3.6%

10 7 EU ASM International 1167.7 1264.9 8.3% 3.0%

6 8 JA Advantest Corporation 1795.6 1186.5 -33.9% 2.8%

11 9 NA Teradyne 1127.7 1022.5 -9.3% 2.4%

8 10 JA Hitachi High-Technologies 1291.8 1006.5 -22.1% 2.4%

9 11 JA Nikon Corporation 1219.0 680.8 -44.2% 1.6%

13 12 JA Hitachi Kokusai Electric 677.3 634.5 -6.3% 1.5%

14 13 JA DISCO Corporation 636.4 495.8 -22.1% 1.2%

12 14 NA Kulicke & Soffa 756.3 470.2 -37.8% 1.1%

15 15 JA Daifuku 549.6 415.3 -24.4% 1.0%

Total Top 15 36751.6 33344.9 -9.3% 78.8%

Other Suppliers 10118.6 8993.1 -11.1% 21.2%

Total Semiconductor Equipment Market 46870.2 42338.0 -9.7% 100.0%

+ Lam Research includes Novellus revenues for  2012

2013 Top Semiconductor Equipment Suppliers
(worldwide sales, semiconductor equipment and service, $M)

Copyright © 20134 VLSI Research Inc.  All rights reserved.
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表 4．Interbrand Best Global Brands 2013  

Order Company Name Category Country

1 Apple Technology USA
2 Google Technology USA
3 Coca-Cola Beverages USA
4 IBM Business Services USA
5 Microsoft Technology USA
6 General Electric Diversified USA
7 McDonalds Restaurants USA
8 Samsung Technology Korea
9 Intel Technology USA

10 Toyota Automotive Japan
11 Mercedes-Benz Automotive Germany
12 BMW Automotive Germany
13 Cisco Technology USA
14 Disney Media USA
15 Hewlett-Packard Technology USA
16 Gillette FMCG USA
17 Louis Vitton Luxury France
18 Oracle Technology USA
19 Amazon Retail USA
20 Honda Automotive Japan  

（出典：Interbrand 社のウェブ・サイトのデータを元に著者が加工） 

（注：FMCG とは Frequently Moving Consumer Goods の略で、

日用雑貨品のこと） 

 

閉塞感のある日本市場から海外でのビジネス拡大が進む中、

近年、「グローバル人事の重要性」、「英語力の強化」、「外国人

労働力の活用」など、日本企業の「グローバル化」を求める機

運が高まっています。東洋経済ONLINE（2013年1月17日）

に、デロイトトーマツコンサルティングの日置圭介氏からの「日

本企業にとっての『グローバル化』を問い直す」と題したメッセ

ージが載っています。日置氏は、まず、日本の企業経営者は

「真のグローバル化」の意味を正確に理解すべしと提言してい

ます。グローバル化で成功している欧米企業は、顧客対応は

ローカライズを目指しながらも、企業内部のインフラをできる限

りグローバルレベルで共通化、統合化しようとする意図が見え

ます。そこで重要な役割を果たすのがグローバル本社ですが、

日置氏は、グローバル経営を実践するためには、「意志」を示

し、「情報」と「金」を押さえられるコーポレート機能の「強さ」が

必要であると言っています。そして、多くの日本企業がそのよう

なグローバル企業となることに多くの苦悩を抱えているとも。

「日本の立ち位置と経済環境の今後を俯瞰する」というセクショ

ンでは、「日本企業のグローバル化を考えるに際しては、今置

かれた状況を正しく認識する必要があります。まずは、マクロな

視点から『ホーム』である日本市場を眺めると、相対的な市場環

境が徐々に縮小していくことは確実です」、「最悪の場合、極東

の一小国への逆戻りしてしまうのかも」と述べています。そして、 

日本企業のグローバル化を阻む 2 つの真因として、「物事を曖

昧にすることでバランスを取っていること」と、「問題を認識して

もなんとかなると考える受け身姿勢」を挙げておられます。  

また、先の8月10日付日経紙面で、東京理科大学大学院イ

ノベーション研究科の伊丹敬之教授は、日本企業がグローバ

ル化に後れを取った理由として、「日本は島国で、ごく一部の

例外的な時代を除いて、外の世界と積極的に関わり合いを持

って、あわよくば勢力を拡張しようという気風に乏しかった」とい

う仮説を述べていらっしゃいます。 

一般に、グローバルな企業とは、地球規模での市場に対し、

自由な発想を尊び、人種にとらわれない世界標準の企業文化

で、公用語である英語を駆使しながらビジネスを遂行すること

で、企業として成功するというイメージがあります。事実、上のイ

ンターブランド社が選んだ2013年のトップ100企業のほとんど

がこのグローバル企業です。そして、その中の過半数である

55 社が米国企業。アジア企業は、日本の 7 社、韓国の 3 社の

みでした。 

やはり、米国企業はグローバル化の優等生。米国は、世界

最大のGDPである16.8兆ドルを稼ぎ出し、700万世帯を上回

る富裕層（資産が100万ドル以上）を抱えるまさに世界No.1の

国ですが、米国の豊かさは、多い時には年間 1 千万人もの移

民を受け入れ、そのような低賃金移民が支えていることを忘れ

てはいけません。米国は人種のるつぼであると言われますが、

2010年の米国国勢調査に基づくウィキペディアにある資料（表

5）によると、ヒスパニック（スペイン語を母国語とする中南米出

身者やその子孫で米国に居住する人々）系を含まない白人の

構成比は 63.7%にしかすぎず、2000 年からの 10 年間で 230

万人も減少しています。米国自体がそもそも移民から成立した

国であり、当初はイギリス、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパから

移住してきた人々でしたが、現在の米国の繁栄を支えるひとつ

の大きな要因は、ヒスパニック系やアジア系の人口増大である

と言えます。 

表 5． 米国人種構成 2010 年  

人口 割合 人口 割合 人口 率

全米人口 308.7 100% 281.4 100% 27 9.7%
ヒスパニック系 50.5 16.3% 35.3 12.5% 15.2 43.0%

白人 196.8 63.7% 194.6 69.1% 2.3 1.2%
合計 61.5 20.0% 51.6 18.4% 9.9 3.7%
黒人 37.7 12.2% 33.9 12.0% 3.8 11.2%
アジア系 14.5 4.7% 10.1 3.6% 4.4 43.6%
アメリカ先住民 2.2 0.7% 2.1 0.7% 0.1 4.8%
ハワイ・大洋州 0.5 0.2% 0.4 0.1% 0.1 37.1%
その他 0.6 0.2% 0.5 0.2% 0.1 27.7%
混血 6.0 1.9% 4.6 1.4% 1.4 30.4%

(出典：　ウィキペディア　アメリカ合衆国の人種構成と使用言語） (単位：　百万人）

非
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日本の人口減少と高齢化への対抗策として日本がもっと積

極的に移民を受け入れるべきとの声もありますが、果たして、

日本はそのような「グローバル国家」を目指すべきなのでしょう

か？一部ではあたかも米国が自由・平等であるかのように誤解

されていますが、実際には、格差社会であり、差別社会であり、

学歴重視社会です。これは、日本のように単一民族でなく「人

種のるつぼ」であるため、移民など初めからハンディキャップを

持った人々が多く存在するため、現実的な不平等は社会として

受け入れられ易いためと思われます。 

上に記した日置氏が挙げる日本のグローバル化を阻む 2 つ

の真因である「物事を曖昧にすることでバランスを取っているこ

と」と、「問題を認識してもなんとかなると考える受け身姿勢」は、

実は日本人の民族性そのものであり、多くの日本人にとってそ

のような社会が快適ではないでしょうか？日本の建国をいつと

するかはいろいろな議論がありますが、島国である日本が 2 千

年以上営々として築いてきた習性・価値観などは日本人に染

みついており、また、1億2千万人という適度な市場規模はガラ

パゴス化と呼ばれようと、敢えてグローバル標準に適合しなくて

も済むという環境があります。国際標準語である英語を苦手と

する日本人は多くいますが、英語を話さなくても生きていける

日本では致し方ないことでしょう。 

しかし、冒頭でご紹介した多くの日本半導体製造装置メーカ

ー（もちろん、他業種でも海外ビジネスで成功していらっしゃる

企業も含めて）はこのような課題をさまざまな知恵で克服しなが

ら、海外でのビジネスを拡大していらっしゃるものと推量しま

す。 

しかし、著者は日本本社とグローバル本社の 2 本立てが正

解ではないかと考えます。「人事組織の研究ブログ」

（http://d.hatena.ne.jp/jinjisoshiki/20120521/1337521688）

には、「グローバル本社は、日本以外の場所で、グローバルな

視野で戦略を推進し、地球レベルで事業を統括しやすい場所、

世界級の人材を獲得しやす場所に設置します。そして、日本

以外のグローバル地域の事業すべてをグローバル本社が統

括するのです。一方、日本本社は、日本市場、日本の顧客を

相手に、日本の事業のみを中心に受け持ちます。ですから、

日本人中心で、日本語によって運営していけばよいのです。

いっぽう、グローバル本社のほうは、日本以外のすべての地域

を担当するので、役員も社員も多国籍化し、日本人はほとんど

いないか少数派で、公用語はもちろん英語となります。」とあり、

正に意を得たりの感です。 

 

おわりに 

 

2011 年 3 月に世界を震撼させた東日本大地震の災害から

覚めやらない中、今年8月に広島市を集中豪雨が襲い、またし

ても多数の尊い命が失われました。（財）国土技術研究センタ

ーの調べによると、日本は地震、台風などによる自然災害の犠

牲者は諸外国に比べて多く、昭和 40 年以降は堤防の整備や

地震予知技術の進歩などによって大幅に減少したものの、時

折大災害に見舞われます。 

 

図 6．自然災害による死者・行方不明者 

 

昨年10 月19 日付日経誌の「GE 不断の変革（下）」と題する

コラムで、「日本は課題先進国」と評され、GE ヘルスケア社

CEO のジョン・ディニーン氏は、「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米欧の需要も満たすことにな

る」と言い、日本を在宅医療向け機器やサービスの開発拠点と

する構想を披露しています。また、GE 会長兼 CEO のジェフリ

ー・イメルト氏は、「日本は世界で最も革新的な市場のひとつ。

これからも日本企業との協業可能性を探っていく」との意欲を

示しています。 

その革新的市場である日本で起きている多くの課題の解決

には、先端エレクトロニクス技術が不可欠です。エレクトロニク

スは、ユビキタス社会を創造し、我々の生活を快適にしてきま

した。そして今は、我々の生活の回りすべてでエレクトロニクス

技術を活用する IoT が広がろうとしています。医療分野では、

今まで考えられなかったような方法で、早期発見と効果的治療

方法が開発されているようです。 

「課題先進国」は新しい市場であり、期せずして我々日本人

の身近に存在することになった今、日本全体でそのビジネス・

チャンスを大いに活用すべきであると考えます。そして、日本

の宝である「知識と経験、知恵が豊富なシニア」の活用こそが

大変重要であり、そのことを実現させるスキームの構築が産官

学共同でなされることを強く願います。            （おわり） 
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世界の半導体産業は、過熱感

なき活況が続いている。（図１） 
 

世界的な半導体株指数である

フィラデルフィア半導体株指数(図
2)は、2014 年 7 月 11 日現在

643.89 とリーマンショックの 2008
年以降（2008 年 11 月 20 日

171.32）、上昇基調にあり、2013
年以降一段と加速化している。IT
バブル時の 2000 年 3 月 10 日の

1332.73 と比較すると、指数では

半分の水準ながら、時価総額で

は 8,214 億ドル（約 83 兆円）とピ

ーク時の 1 兆ドル（約 107 兆円）

の 8 割を超える水準まで回復して

いる。これは、深刻な金融危機で

あったリーマンショックから米国を

中心とする世界経済が立ち直って

いることに起因する。 
 
資本市場及び株式市場は、世

界経済から見ると、血液循環に相

当する重要な金融市場である。世

界の時価総額は、2007 年 10 月

末に 62 兆 5,700 億ドル（約 6,300
兆円）であったが、2009 年 3 月に

は 25 兆 4,900 億ドル（約 2,500
兆円）まで下落し、2014 年 6 月末

には 65 兆 2,500 億ドル（約 6,500
兆円）と 7 年ぶりに過去 高を更

新している。特に米国は、2007 年

7 月の 19 兆 1,400 億ドルから、

住宅バブル崩壊で 2009 年 3 月に

は 8 兆 900 億ドルと半減したが、

2014 年 6 月末には 23 兆 5,900
億ドルとボトムの 3 倍近くまで好転

している。  

世界の半導体産業と日本の半導体産業の考察 

マネージング・ディレクター＆シニア・アナリスト  石野 雅彦 

株式会社アドバンスト・リサーチ・ジャパン
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米国経済を立ち直らせている 大要因は、シェール

ガス革命と IoT（Internet of Things）の進化である。シ

ェールガス革命は、従来採掘が困難であったシェール

層から石油や天然ガスの摘出が可能になったことで、

世界のエネルギー事業が様変わりしている。米国は、シ

ェール層が国土全土に広がり、埋蔵石油・天然ガスが

100 年以上と試算され、2020 年にはエネルギー輸入

国から資源大国に躍進する。米国の株式市場は、この

動きを先行して評価すると同

時 に 、 Apple 、 Google 、

Qualcomm など IoT 進化の

牽引役を果たしている企業

業績の拡大効果が大きい。 
モバイルネットワークの代表

的な Apple と Google の時価

総額は、わずか 2 社で 2014
年 6 月末 96 兆円と 100 兆

円の大台に接近している。 
シスコ・システムズによれ

ば、世界のモバイルデータト

ラフィック量は、年平均成長

率 （ CAGR ） 61 % を 遂 げ 、

2018 年までに 15.9 エクサ

バ イ ト （ EB ） / 月 に 到 達 し 、

2013 年の 1.5EB に比較す

ると約  11 倍に高成長を遂

げると試算している。2018 年

時点では、モバイル接続台数 100
億台（13 年 70 億台）、接続速度

2.5Mbps（13 年 1.4Mbps）、4G
接続 15%でトラフィック量の 51%
占有（13 年 2.9%、30%）、IPv6
対応モバイルデバイス 48%（13 年

18%）、モバイルトラフィック量のビ

デオ構成比 69%とモバイルネット

ワーク社会は、5 年程度で劇的な

変化を遂げようとしている。 
モバイルが生み出す社会変化

が世界の時価総額を押し上げ、

年率 8%成長と遂げれば、2020
年には現在の 1.5 倍の 1 京円の

経済環境が訪れることが想定され

る。この環境変化に対応する企業

変化として、今回は半導体産業に

おける 3 つの 近の話題、①東京

エレクトロンとアプライドマテリアル

ズの統合、②日本の半導体メーカーの行方、③半導体

の新技術、について考察する。 
 
東京エレクトロンとアプライドマテリアルズ（以下 AMA

T）は、7 月 7 日（米国時間、日本時間 7 月 8 日）に新統

合会社の社名をエタリス、Eteris と公表した。意味は、E
xternal Innovation for Society。統合会社の競争

力の根幹は、PME（Precision Materials Engineeri
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ng）。統合会社の経営目標は、2017 年 182 億ドル、営

業利益率 25%、EPS2.4 ドル。今回の経営統合は、上

位の半導体製造装置企業においても、中長期的な成長

を続けることが容易でないことを象徴している。TEL-Ap
plied Holdings B.V.の「FORM S-4」によれば、Wafe
r Fab Equipment Spending は、2013 年度 280 億ド

ル、2014 年度 330 億ドル、2015 年度 380 億ドルに拡

大し、16 年度には 370 億ドルに減速すると想定している。

（図４） 
 
半導体メーカーの設備投資は、Samsung Electro

nics、TSMC、Intel の 3 社が 13 年に続いて、14 年も

各々100 億ドル超と寡占化する一方、微細化に伴う次

世代開発投資負担が重荷になっている。 ASML の E
UV リソグラフィ技術及び 450mm 対応装置の開発に対

して、2012 年 3Q において上述 3 社が 5 年間の R&D
投資として 1,380 百万ユーロを費やすことで合意すると

同時に、ASML 株を 3,840 百万ユーロで取得したこと

は記憶に新しい（Intel 10% TSMC 5%、Samsung 
Electronics 3%）。1980-1990 年代に半導体投資を

牽引した DRAM 企業は、既に日本に存在しなく、NA
ND フラッシュメモリの東芝、パワー半導体の三菱電機

などが元気なものの、成長が続く Foundry ビジネスに

おける日本企業の影は薄い。また、この 2 社の時価総

額を見ると、2000 年当時、Applied Materials が 900
億ドル、東京エレクトロンが 300 億ドルにも及んだが、統

合発表直前は、前者が 200 億ドル、後者が 80 億ドル

以下と企業価値評価が低下していたことは否めない。 
 
国際的な産業である半導

体産業に関わる限り、地産地

消型の次世代研究開発拠点

シフトや資本効率を追求する

企業統合や組織再編が急激

に進展することになる。儲か

っている地域の従業員の評

価を引き上げ、収益性の低

い地域の従業員の構造改革

は、時を待たない。 
統合のホールディング会

社「TEL-Applied Holding
s B.V.」の所在予定地は、オ

ランダである。なぜ、米国ある

いは日本でなく、オランダで

あるのか。オランダを選択し

た背景は、①優遇税制があり、

実効税率が日本の 36%から

25%に低下する、②経営の中立性を順守する、③IP の

保護など会社法の柔軟性が高い、などがあげられる。

欧米の資本主義社会の企業は、株主を重視して企業

価値を 大にするため、税がコストという認識が強く、実

効税率の抑制が重要な経営課題になっている。 
 

Applied Materials は、決算説明会において、今

回統合後には実効税率 17%目標を掲げている。競合

会社の Lam Research の 2013 年 4Q の実効税率は

僅か 9%である。今回の出資比率は Applied Materia
ls 68%、東京エレクトロン 32%の予定だが、従来の米

国規則では、出資比率 80%未満であれば、米国企業

扱いにはならないが、新規則では実質的な支配基準を

考慮することから、統合が認定されるようにスキームの

見直しが行われている。 
 
TSMC は、Foundry という新しいビジネスモデルを

展開し、高成長を遂げてきたが、台湾の設備投資減税

が大きな後ろ盾になっている事は言うまでもない（減価

償却費が法人税減税の対象になり、過去においてほ

とんど法人税が減免されている）。確かに、世界の半導

体投資が大手 3 社に集約化され、半導体製造装置企

業も巨大な統合が起きつつあるが、逆に想定外の技

術的なブレークスルーで新たなビジネスモデルを創出

する萌芽期を迎えているかもしれない。 
 

今回の経営統合は、両社が有する技術が相互に補

完し、半導体企業に対して総合的なソリューションを提
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供することで、相乗効果が期待される。 
両社が持つ潤沢な現預金を株主還元として統合後

に、30 億ドル自己株買いに利用することを標榜してい

るため、2 社合計時価総額は、統合発表時の 280 億ド

ルから 6 月時点で 400 億ドルまで上昇している。技術

進化による業績拡大を先取りして評価していると見ら

れる。スマホ 12 億台、PC 3 億台、TV 2.3 億台、デジ

カメ 1 億台など大型 終商品の成熟化や単価下落が

激しくなる一方、半導体微細化の限界、4 重露光を迫

る 3 次元化、高コストの 450mm 化などの投資コスト増

加と相反する課題が増大している業界環境には注意

が必要である。 
 
半導体企業にとって有望な業界は、半導体に対す

る要求を急速に変化させている自動車産業とネットワ

ーク産業である。自動車産業は、IT 製品ほどの販売

数量には及ばないが、高額商品ゆえに金額ベースで

の産業規模は巨大であり、EV・HEV、水素燃料電池

自動車など技術進化が顕著である。 
 
日本の半導体メーカーは、新しいモデルを創造しつ

つある。IDM はファンダリ、ファブレスの機能を強化す

る一方で、ファンダリ、ファブレスは IDM の機能を取り

込む。既に、東芝、ルネサスエレクトロニクスは、独自の

新モデルに移行し、成果をあげつつある。 
まず、東芝は、SanDisk と共同で NAND フラシュメ

モリ事業を展開し、成功している。フラッシュパートナー

ズ（Fab3）、フラッシュアライアンス（Fab4）、フラッシュ

フォワード合同会社（Fab5）

に東芝が 50.1%、SanDisk
が 49.9%と出資して NAND
フラッシュメモリの製造を担っ

ている。東芝と SanDisk グル

ープは、NAND 生産能力が

月 480k（300mm ウエハ）で

あるため、Samsung Electr
onics が月 280k（西安工場

除く）と比較すると、スケール

メリットによる収益性の格差が

出ている。NAND 事業の営

業利益率を 14/1-3 月期で比

較すると、東芝は 28%、Sam
sung Electronics は 18%、

SK Hynix は 4%と協業が奏

効し、高い収益性を誇る。東

芝のメモリ事業の 14/3 月期

営業利益は 2,260 億円、Sa

nDisk の 13/12 月期営業利益は 1,645 百万ドルと 2
社合計で約 4,000 億円の利益にも達している。 

 
一方、ルネサスエレクトロニクスは、構造改革の成

果と自動車産業向け半導体の好調で 14/3 月期営業

利益が 676 億円と 13/3 月期 232 億円の損失から大

幅に改善している。同社のウエハキャパは、月 390k
（200mm ウエハ換算）であるが、依然稼働率が 65%
と低いことから、まず同 330k に縮小させ、中期的には

現状の受注高でもフル稼働になる同 250k にすると見

られる。売上高に占める Foundry の貢献度は、現在

の 20%だか、中期的に 30%以上にする。構造改革の

進展で 1 人当り売上高が Texas Instruments と同様

になるほど改善しているが、従業員の日本比重が

70%を超えているため、海外比率を高める方向にある。

同社は、IDM、ファンダリとファブレスとの収益性を意

識しながら、独自のモデルを構築しつつある。 
 

新技術としては、キヤノンが 4 月に買収したモレキュ

ラーインプリント（現 Canon Nanotechnologies, Inc.）
のナノインプリント技術を活用して、EUV で先行する

ASML に対して反転攻勢を掛けている姿は新時代の

幕開けになる。まず、東芝の NAND で開発が進めら

れることになりそうである。また、トヨタ自動車が 5 月 20
日にデンソー、豊田中央研究所と共同で SiC による

ハイブリッド車向けの新素材を採用したパワー半導体

を開発したと発表したことは注目される。2020 年にも

実用化し、将来的には従来品に比べ 10%の燃費改



 

半導体産業人協会 会報 No.86(’14 年 10 月)             21 

善を目指すとしている。日本の次世代パワー半導体

の開発は、茨城県つくば市のナノテクノロジー研究拠

点「つくばイノベーションアリーナ」において、パワー・

エレクトロニクス共同研究体「つくばパワーエレクトロニ

クスコンステレーションズ（TPEC）」の大型プロジェクト

が動いている。この研究が進展すれば、標準的なプロ

セスが生まれる可能性があるが、SiC パワーデバイス

のロードマップや耐電圧の広がり、半導体メーカーの

投資規模、ユーザー用途の意向でウエハ口径含めて、

多様な選択がされると予想される。現在、300 ㎜半導

体ウエハは、2014 年 5 月時点で 475 万枚と史上

高の出荷枚数に達しており、半導体ウエハ業界大手

2 社の信越化学工業や SUMCO の生産能力はフル

稼働にある。しかし、採算面では、300mm ウエハと自

動車用 200mm 以下のエピウエハから得られる営業

利益は、同水準と推測される。ウエハメーカーにとって

は、再投資原資が十分に得られる価格面の引き上げ

や自動車産業おいて求められる技術開発を進めるこ

とになる。（図 7） 

 
日本と韓国の政治的な不協和音から、韓国 大の

サムスン電子の苦境を喧伝する報道が多い。サムスン

電子の苦境とは、日本において、スマホ減速による業

績悪化と同社を躍進させた李会長の病気入院を指摘

するケースが多い。しかし、時価総額は 7 月末で依然と

して 18.9 兆円にも及び、総合電機 8 社（日立製作所、

東芝、三菱電機、日本電気、富士通、パナソニック、シ

ャープ、ソニー）合計が 16.9 兆円とやっと総合力で追い

ついてきた段階である。サムスン電子の営業利益は、

14 年 4-6 月期（14/2Q）が 7.2 兆ウォン（7,132 億円、

営業利益率 13.7%）と年換算では 2 兆 8,528 億円にも

達し、総合電機 8 社の 15/3 月期予想営業利益合計の

2 兆円と比較しても格差がついているのが現実である。

14/2Q の営業利益分析をすると、テクノロジー業界にお

いて同社が目指す片鱗が垣間見られる。 
 
スマホを中心とするテレコム事業の営業利益は、前

年同期比 30%減の 4 兆 4,160 億ウォンと GalaxyS5
の販売不振で減速し、Galaxy 用 OLED が主力の

Display 事業の営業利益も同 82%減の 220 億ウォンと

低迷している（スマホの販売台数は、前年同期比 15%
減の 7,500 万台）。Galaxy の販売力の強さと半導体、

ディスプレイなど基幹デバイスの強さが相乗効果となり、

13/3Q には会社全体の営業利益で 10 兆 1,620 億ウォ

ン（約 1 兆円）に躍進した。その後、僅か 1 年も経たずに

ハイエンド・スマホの一時的な成熟化で垂直統合モデ

ルに揺らぎがでている。このタイミングでの李会長の入

院が報じられ、後継者問題や

次世代製品開発への不透明さ

から、「サムスン電子失速」の記

事が躍る。 
 

ところが、注視すべきは半導

体事業の営業利益と半導体投

資の動きである。半導体事業の

営業利益は、GalaxyS5 の販

売 不 振 で も 中 国 ス マ ホ 用

Mobile DRAM や ソ ニ ー の

PS4 向け GDDR5（１台当たり

8GB 搭載）の貢献で前年同期

比 3%増の 1 兆 8,600 億ウォン

も稼いでいる。DRAM の営業

利益は、同 50%増の 1,500 億

ウ ォ ン （ 営 業 利 益 率 38% ） 、

NAND は同 15%減の 500 億ウ

ォン（同 19%、東芝 22%）、ロジ

ックが同 400 億ウォン悪化の 260 億ウォンの損失と推

測される。ソニーの 14/4-6 月期の営業利益は、同

97%増（343 億円増）の 698 億円とアナリストコンセン

サスを上回り、久しぶり好決算となった。その原動力が

PS4 で復活を遂げているゲーム事業であり、営業利

益が同 207 億円増の 43 億円と黒字転換した。この

PS4 の中核部品にサムスン電子のメモリが搭載されて

いる。自社のスマホが不振でも半導体の開発・量産技

術で中国スマホ企業やゲーム事業で成長しているソ
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ニー、マイクロソフトなどの企業を囲い込んでいる。こ

の強さこそが携帯電話で一世を風靡したノキア、斬新

なアイディアで躍進するアップルとの違いかもしれない。

(図 6) 
 

14 年 9 月に発表が予定されている「iPhone6」に搭

載される 20nm AP「A8」においては、TSMC に半導

体ファンダリビジネスのシェアをかなり奪われた模様だ

が、次の「iPhone7」用の 14nm AP「A9」では再びシ

ェア奪回するとみられる。その半導体投資を韓国の 17
ラインで準備しつつある。14 年の設備投資は前年比

1%増の 24 兆ウォン、そのうち半導体が同 15%増の

14.5 兆ウォン、ディスプレイが同 10%減の 5 兆ウォン

などを計画。DRAM は、同 80%増の 6.3 兆ウォン、

NAND が同 21%減の 4.2 兆ウォン、ロジックが同 5%
増の 4 兆ウォンと DRAM とロジックの投資に重点を置

く。約 2 兆 4000 億円投資とは、日本の携帯電話 3 社

合計の設備投資合計 2 兆円を 1 社で凌駕する規模感

である。13 年は中国・西安において「V-NAND」と呼

ばれる 3D NAND の量産工場（300mm ウエハ、月

40k）への投資を実施し、14 年 5 月に完成している。 
ま ず 、 韓 国 ・ 華 城 工 場 で 量 産 し て い る 24 層

「V-NAND」の技術を移管し、32 層の設備にアップグ

レードする。競合の東芝と SanDisk は、14 年 5 月に

3D NAND 生産を目的に、三重県四日市工場の第 2
製造棟を建て替えることを発表し、15 年夏に竣工の

予定。サムスン電子、東芝グループともに 48 層の量

産技術確立と需要創出が重要な課題になっている。 
 

DRAM は Mobile DRAM やグラフィック DRAM 需

要が旺盛な反面、20nm 級以下の微細化が困難にな

る矛盾を抱えている。下期からは果敢にこの障壁を乗

り越える投資を始め、寡占的な地位から独占的な地

位向上を目指している。DRAM の生産能力は月

350K と 35%の世界シェアを誇るが、今回のフェーズ

1 投資が完了する 15 年末には 100k が 20nm 以下

の対応が可能になり、同業他社と一線を画する収益

力の生産体制が出来あがる。ロジックは、「A8」のシェ

ア低下で工場稼働率が 60%に低下する一方で、

14nm の「Exynos」や「A9」の先行開発投資で足元

の業績は赤字である。ロジックの生産能力は、現在月

130k であるが、15 年末には 200K に拡張され、30%
が 14nm に対応することになり、 先端分野の量産規

模において Intel、TSMC を凌駕する可能性がある。 
サムスン電子は、14 年 2 月に 14nm Fin-FET プロ

セス技術を完成させ、下期から量産に入る準備を整え

る 中で、4 月には Global-foundries（GF）にライセン

ス供与の契約を結び、15 年前半の量産を支援してい

る。 
 
一方、Display は、OLED が営業利益の 8 割を占め

るが、大半が社内使用であることから、2Q の OLED 営

業利益が 8 割減益と苦戦している。OLED の主力工場

である A2 ラインの工場稼働率が 60%に留まっているが、

次世代の G6・A3 ラインの投資が始まっている。14 年の

OLED 投 資 は 、 前 年 比 横 ば い の 3.3 兆 ウ ォ ン 。

GalaxyS6 では、プラスチック基 板 のフレキシブル

OLED ディスプレイが採用されることから、A3 ラインは

月 15K の全量プラスチック基板になり、A2 ライン分を含

めて同 27K がプラスチック基板対応に拡張される。

GalaxyS6 は、プラスチック基板の採用で斬新なデザイ

ン商品が登場することになる。日本では、7 月末に産業

革新機構（出資 75%）、ジャパンディスプレイ（15%）、ソ

ニー（5%）、パナソニック（5%）の 4 社が有機 EL ディス

プレイパネルの量産開発加速と早期事業化を目指し、

新統合会社 JOLED（ジェイオーレッド）を 15 年 1 月に

発足させること発表した段階である。 
  

現在、テクノロジー業界を牽引しているのはスマホで

あり、その次世代製品の革新的な仕様が徐々に表面化

している。新 OS では、Google の Android 5 L や

Qualcomm の SoC「Snapdragon 810」。ネットワーク

は、周波数領域 20MHz、データ伝送 300Mbps の

LTE から 100MHz、3Gbps の LTE Advanced の高速

通信に格上げされ、64bit アーキテクチャ、4K ディスプ

レイ、H.265、LPDDR4、5500 万画素までイメージセン

サー、など一気に技術革新が進む。何と、スマホで光フ

ァイバーと同等の通信性能が実現され、高性能一眼レ

フと同等の CMOS センサー、超高精細の 4K ディスプ

レイを実現する時期が 15 年にも迫っている。この飛躍

的に進化する端末に対応するキーデバイスをどれだけ

の企業が準備でき、使いこなすことができるのであろう

か。小米科技など中国スマホの躍進は顕著である。し

かし、ハイエンドデバイスを駆使して製品開発する技術

者を充実させるのに苦悩している。サムスン電子の

GalaxyS5 の減産対応は極めて迅速であり、その影響

で 3Q の短期的業績は、2Q に比較して苦戦する。しか

し、前述のとおりサムスン電子の技術力、投資力を侮っ

てはいけない。同社の 先端分野の進化は、日本の製

造装置メーカーや電子部品、電子材料など多大な恩

恵を与えている。仮に、進化の停滞があるとすれば、日

本企業にとって対岸の火事ではすまされないのである。 
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 大陽日酸は今年で創業 104 年を迎える産業ガスメー

カーです。酸素や窒素などの汎用的な産業ガスや半

導体をはじめとする電子産業に対して、ガス/材料およ

び関連機器を提供しております（図１）。 

 

 

図１ 当社電子機材事業 

 
 電子産業の先端技術に対応した製品を提供していく

ためには、これまでの産業や自社事業の経緯を理解す

ることが必要なのは言うまでもありません。この理解を深

めるため、半導体産業人協会殿が発信している情報、

特に『日本半導体歴史館』（以下歴史館）にある資料を

下記 3 つの視点で活用しております。 

 
[事業展開の経緯理解] 

  
当社の電子産業向け事業は半導体産業の要請にこた

える形で事業規模と事業領域を拡大し現在の事業形

態となりました。この経緯を理解するうえで、歴史館にあ

る[業界動向]からの情報を主に新人研修での事業説

明で使用しています。 

 活用例を図 2 に紹介します。各時代における半導体

市場の規模やエポックメイキングな出来事と日本半導

体産業とそれに相応する当社電子機材事業の流れを

示しております。 

1960 年頃より始まった IC 生産において、当社が提

供するガスに対して、いわゆるエレクトロニクスグレード

の品質が求められるようになりました。これに応えるよう

微量分析計、精製装置や半導体材料ガスやその検知

器などエレクトロニクス向けのガス事業を進めました。ま

た半導体アプリケーションの広がりと産業規模の拡大

に応じ、当社は排ガス処理装置や半導体製造装置へ

と事業を拡げ、ガスと関連装置による“ガストータルソリ

ューション”を確立しました。このように半導体産業と当

社電子機材事業の相関性を理解するツールに活用し

ています。 

 
図 2 半導体産業と当社電子機材事業 

日本半導体歴史館の活用 
大陽日酸株式会社 グローバル・イノベーション本部 

企画・マーケティング部 課長     富田 修康 
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 [技術動向/方向性理解] 

 半導体製造プロセスの様々な革新技術によって、使

用される材料ガスや関連機器も多くの変化をとげてきま

した。特にガスの面で言えば、CVD やエッチング技術

の進展によって、それまでガスが使われなかったプロセ

スでガスが使われるようになったり（その逆もあります

が）、同じ半導体膜製造プロセスであっても異なる分子

構造のガスが使われるようになるなどの変化です。この

流れを体系的に理解するうえで歴史館の[プロセス技

術]を参考としています。 

 下記（図 3）に製造プロセスと使用ガス種に対して[プ

ロセス技術]より引用しましたガス/材料面の変化の“引

き金”となったプロセス上の変革を示しております。この

[プロセス技術]には、どのような技術ニーズを背景にガ

ス/材料面への要求が変化してきたのか、これからどの

ような変化が想定できるのか、に対して有効な資料とし

て活用しております。  

また、半導体構造や新旧半導体製造装置など多く

の図や写真が掲載されており、半導体製造の素人にと

って非常に興味深く分かりやすい“読み物”としても重

宝しております。 

図 3 半導体プロセスとガス 

 
[お客様との会話に] 

 これまで半導体を中心に述べてきましたが、当社電

子機材事業は液晶パネル、太陽電池、MEMS 等の半

導体技術をベースとした電子産業全般がお客様となり

ます。歴史館には[応用製品]や[日本半導体イノベー

ション 50 選]があり、特に最終製品におけるデバイス利

用例の理解を深める情報として活用しております。 

 

図 4 ガスを原料としたデバイスとその搭載製品 

 
例えば家庭用ゲーム機として任天堂のファミコンや

SONY のプレイステーション等が取り上げられています

が、ゲーム機の進展においてプロセッサーデバイスに

どのようなものが使用されているか、どのような性能向

上を図ってきたか、が分かりやすく記載されています。

我々ガスメーカーはガスを実際使うお客様（例えば開

発やプロセス技術）だけで

なく、購買の方々との会話

も多いため、このような最

終製品へ搭載されるデバ

イスの基礎知識は有用で

す。また、最終製品の一消

費者としても大変参考とな

る情報であります。 

我々の提供するガスは

資材であり、いわゆる B 

to Bのビジネスであるた

め、一般消費者からは大  

陽日酸の事業や役割を身

近に感じていただくこと

はなかなか難しいかと思

います。これは社内にお

いても同様ですが、半導

体歴史館の資料を活用することで、自社製品や自社

技術と産業や社会とのつながりを理解し、自社の役

割を認識することで対外的な発信にも繋がってお

ります。
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1．始めに 

現代はエレクトロニクスの時代である。1947 年 12 月に発見さ

れた点接触型トランジスタがその基礎になっている。以来トランジ

スタは接合型トランジスタに移り、それがゲルマニュームからシリ

コンの時代に移行し、IC が発明され、今日のエレクトロニクス時

代を築いた。ここではソニーがトランジスタテレビにシリコントラン

ジスタを世界で最初に応用してシリコン時代を先導した歴史を振

り返り、その後の発展を併せて記述する。 

 
2．シリコン開発の先鞭を切ったベル研究所 

1936 年、ベル研究所の研究部長だった M. J. Kerry は 

Shockley に真空管に代わる固体スイッチの開発を命じた。電話

交換機の将来を思ってのことであり、それがトランジスタ発明の端

緒になった。戦争が終わって兵役から帰って、Shockley らの研

究は加速したが、そう簡単に研究は進まなかった。1947 年12 月

トランジスタ現象が発見されるまで 10 年以上の歳月が流れた。J. 

Bardeen, W. Brattain の二人がトランジスタ現象を発見した時、

Shockley はその場にいなかったので発明者にならなかった。彼

は悔しさのあまり猛然と勉強して翌年間もなく Junction 

Transistor 理論を作り、現在に至るトランジスタ発展の道を開い

た。最初の接合型トランジスタは成長接合型で 1949 年にベル研

究所でサンプルが出来た。続いて1951年には合金型がRCAと

GE で出来た。こうして 1952 年にはベル研究所でトランジスタ特

許を公開する Transistor Symposium が開かれ、製造技術も公

開されて世界中で量産が始まることになったのであった。 

1950 年頃、J. Morton はベル研究所の中で Western 

Electric 社で半導体を生産する研究室を作る任務を負わされて

いた。1952 年、大学の PhD からこの研究室に配属された J. 

Mollの最初の任務はswitching transistorの特性を理解するこ

とだった。その後、機械的リレーを半導体デバイスに置き換える

任務に就いた。それはかの M. J. Kerry が考えた固体スイッチ

そのもののことであった。そのためにはoffの電流が小さく、onの

抵抗が低くなければならない。彼は off 電流を小さくするにはバ

ンドギャップの大きいシリコンを使うしかないこと、また拡散接合を

少なくとも一つは使わなくてはならないことを主張した。 

これに対して研究所の中では誰も異論を唱える者はいなかっ

た。こうして彼の研究室はシリコンデバイスの開発に猛然と取り掛

かった。1954 年から 1955 年の頃である。 

又、1952年、J. Bardeenがベル研究所から Illinois大学に移

って 1 年後に彼はノートにシリコン二重拡散型トランジスタの概念

を記していた。シリコンが重要になるとする期待は必然的に沸き

起こっていたし、その中で不純物拡散技術が基本的な役割を演

ずるであろうことは先見性のある Bardeen は予見していた。 

その年、1954 年、N. Holonyak と J. Goldey が大学から新し

い PhD として Moll の研究室に参加し、開発を加速した。他に

M. Tanenbaum、C. Fuller、C. Frosch などがいた。彼らはスイ

ッチとして優れていた PNPN スイッチの開発を目指したが、その

間NPN、PNP 拡散型トランジスタの開発も進めた。その過程で

C. Frosch と L. Derick が 1955 年春に偶然にもシリコンの酸化

膜を発見し、これが拡散のマスクになることを見つけたのだった。

こうして選択拡散技術を含む拡散ベース、アロイエミッタのトラン

ジスタ、PNPNスイッチ、2重拡散型シリコントランジスタなど優れ

たデバイスが次々と誕生した。ベル研究所の黄金時代が続いて

いたと言っても良いと思われる。なお、N. Holonyak は真空蒸着

による Metallization の開発も行っていて、その重要性を述べて

いる 3)。これらは殆

ど1955年中に達成

された。ただし、選

択拡散技術は特許

の確定まで秘密に

され1957年9月に

公表された。シリコ

ンの時代がここから

このように始まっ

た。 

また別の研究室

では 1954-1955 年

の頃、J. Andrus と

L. Bond が

Photolithography
の開発を行ってい

た。これは以後の

重要な技術となっ

た。 

シリコントランジスタの開発とソニー 

会員  川名喜之 

1956年 

ウォルター・ブラッテン博士と岩間 
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3．東京通信工業の対応 

1956 年1 月、ベル研究所はトランジスタのライセンシーに対し、

最近の進歩を報告するためのSymposiumを開いた。1952年以

来である。名付けて Diffusion Symposium とした。それだけ拡

散に関する技術とデバイスが主たる内容だったからであり、1955

年までの大きな研究成果が含まれていた。この Symposium の

開催の知らせを聞いて東京通信工業（東通工）の岩間半導体部

長は是非出席しようと決めたが、今回はゲルマニュームトランジ

スタの生産化に貢献した岩田三郎を同行することに決めた。今後

のトランジスタの開発は岩田にゆだねるつもりであった。 

この Symposium の内容は、 

１、シリコンへの不純物拡散技術 

２、拡散ベース型ゲルマニューム高周波トランジスタ 

３、拡散ベース及び拡散エミッタ型シリコントランジスタ 

４、拡散型シリコン整流器 

であった。これからのトランジスタはシリコンになるとするベル研

究所の信念が現れている Symposium であった。そして拡散技

術が重要な生産手段になることを示していて、岩間は岩田にこの

重責を与えようと決心していたと思われる。Bell System 

Technical Journal Jan. 1956には次の二つの論文が発表され

た。 

“ Diffused Base and Emitter Silicon Transistors” M. 

Tanenbaum and D. E. Thomas, pp1-22 

“A High-Frequency Germanium Diffused  

Base Transistor” C. A. Lee, pp23-34  
この Symposium ではこの論文の内容が詳しく説明された。 

岩間は「これからはシリコンの時代だ、シリコンをやる」と決意し

たと思われる。同時に拡散ベースのゲルマニューム高周波トラン

ジスタはテレビをやるために必要なデバイスであると認識し、こ

れも着手することを決めたと思われる。ベル研究所のシリコンに

対する信念は正しく岩間に伝わった様である。 

この Symposium には内外から 72 社が参加し、日本からも東

通工を含めて数社が出席したと考えられる。ベル研究所の副所

長を勤めた J. A. Hornbeck はこの Symposium の後で「当面

Licensee の立場からみれば、市場の要求に対しては高周波の

要望はあるものの、今はこれまでの技術で満足しているとして、こ

の拡散技術は大きな技術革新を企画するような興奮をまき起こさ

なかった」と記している１３）。岩間はそうしてみると Symposium 参

加者の中では異例だったのかもしれない。日本の参加会社もトラ

ンジスタラジオをどう作るかに腐心していて、他に余裕がなかっ

たと思われる。東通工はすでにラジオを発売しているという点もこ

の技術の受け止め方が、他社と異なっていた理由かと思われる。 

岩間は帰国後、井深や会社の幹部に報告したであろう。井深

は既にトランジスタテレビを次はやろうと心に決めていた。前の年

に日本で初めてトランジスタラジオを発売したばかりである。トラ

ンジスタが如何に商品を変えたかを見て次の方向を見定めたの

であろう。トランジスタテレビをやるためにはブラウン管内の電子

流の水平、垂直偏向など高い電圧と電流を取り扱えるトランジス

タが必要である。テレビ内の温度も上がるだろう。高温に耐えるト

ランジスタが必要である。それにはシリコンでなくてはならない、

という論理であったであろう。ベル研究所で電話の交換機の機械

的リレーを固体素子に変える時に低いリーク電流を達成するため

にはシリコンでなければならないと決めた論理と通じるものであ

る。 

岩間は、その年アメリカから帰国後の 4 月には新人の機械設

計技術者前川貢にシリコンの単結晶引き上げ装置の設計製作を

命じた。ゲルマニュームの結晶引き上げは彼の上司の茜部が

1954年に設計製作を行っている。前川は極めて困難な装置を上

司と相談しながらまた工夫もしながら設計製作を始めた。そして

その年末には何とか完成した。また拡散技術をものにするため

に拡散炉を購入した。シリコニットヒータによる 1300℃まで上がる

炉で長い石英炉心管を含むものを外注した。更に電極の形成に

は真空蒸着機が必要と言うので、それを発注した。 

一方の井深はシリコンの単結晶が必要なのは分かるが、ゲル

マニュームのように酸化ゲルマニュームを買ってきて還元し、ゾ

ーン精製機で高純度化すれば良いというものではないことに注

目し、これは化学を専門とする他社にお願いしなければならない

と考えて、新日本窒素肥料株式会社の白石宗城社長にシリコン

の精製、単結晶生産の事業化を提案した。1956 年中ごろの事で

ある。同社は検討の上この年の終わりころにはシリコンの事業化

を決心し、担当に肥料部長だった前田一博を任命し、東通工に

挨拶に来ている。この年の終わりころである。この会社は幾つか

の変遷・合併を経て、現在の三菱住友シリコンに発展した 6）。

1956 年はこうしてシリコントランジスタ開発に着手する準備で過

ぎた。1956 年は日本の電気会社大手はトランジスタラジオの開

発に追われていた時であり、まだシリコンには着手していない。

ただ NEC の長船は早くからシリコンを手掛け、早くも 1948 年暮

れにはシリコンのインゴットを作りマイクロ波シリコンダイオードを

1950 年に試作している。しかし、これは本格的な拡散型シリコン

トランジスタ技術ではなく、彼が本格的にシリコンに参入するのは

しばらく後の事である。こうして1956年は東通工にとってシリコン

トランジスタ開発の前段階を過ごしたことになる。江崎玲於奈を神

戸工業から採用し、人材の強化を図った。同時に 1957 年に大学

卒の新人技術者を大量採用する方針を立てた。ただ開発に大量

の人員を投入する気ではなかったようで、岩間の 1956 年早々の

アメリカからの手紙にも 6、7 名もいればかなりの事が出来るだろ

うと述べている。 

 

 
4．シリコンへの拡散技術とシリコントランジスタの開発開始 

1956 年暮れ、岩間は多くの大学の理系の教授に電話を掛け

て新卒の学生の採用活動を始めた。黙っていては人材の採用は

難しいとみていた。東京大学工学部冶金学科の橋口教授にも電

話を掛け、「出来の悪いので結構ですが一人世話をしていただ
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けませんか。」と頼んだ。教授は大学院生であった私を呼んで

「小さい会社だがトランジスタの技術ではどこにも負けない会社

だ。訪問して見てはどうか」と声を掛けた。品川の東通工の本社

をすぐに訪れてみると社屋は木造 3 階建であった。ギシギシと音

がする階段を上がると、岩間は機嫌良く会ってくれた。彼はトラン

ジスタラジオの新製品の展示物を見せて、「こんなものは儲ける

ためにやっているのではない。次のトランジスタの研究開発費を

稼ぐためにやっている。次はシリコンをやる。更に化合物半導体

も控えている。」と言って私を驚かした。新鋭半導体工場を案内し

て、私に何も質問することなく、良ければ来年早々からアルバイト

で働きに来ないかと私にすすめた。3 月に卒業予定であったが

その薦めに従うことにして、次の 1 月から東通工半導体部研究課

（岩田課長）に出社した。今考えればシリコントランジスタを開発

する準備であったことが分かる。私のアルバイトとしての最初の

仕事は江崎先輩のゲルマニューム表面現象研究助手であった。 

3 月になったある日、江崎は松下電器中央研究所に電話して

その研究員三沢敏雄を呼び出した。「何時こっちへ来るのか」と

言うのであった。今ではリクルートは珍しくないが私は驚いた。こ

んなあからさまにやっていいのかな、と思ったものである。三沢

は松下でゲルマニューム成長型トランジスタの開発を担当してい

た。おそらく物理学会で知り合いであったであろう。三沢は間もな

く東通工に入社した。そして 4 月 1 日になった。数十人に上る理

工系の学卒を雇って会社は活気付いていた。岩田課長は仕事の

配分を発表した。シリコン担当は三沢と私になった。これが数十

年も続いた私のシリコンとの付き合いの始まりであった。 

ベル研究所の 1956 年の Diffusion Symposium の資料を参

考にしながら、先ずはシリコンに対する拡散技術の検討を始めた。

P 型ではボロンとガリューム、N 型ではリンとアンチモンが主な対

象であった。拡散ソースは例えば、B2O3, Ga2O3、P2O5、Sb2O3

などの酸化物であった。これを 2 段炉の低温部に入れて酸化物

蒸気を高温部にあるシリコンに流して拡散を行わせるものであっ

た。またシリコンと拡散ソースを比較的低い同じ温度にしていわ

ゆる pre-deposition を行い、その後、シリコンのみを高温にして

拡散させる、いわゆる drive-in を行った。トランジスタのベースと

なる部分の拡散は比較的低濃度が要求されるためボロンの

pre-deposition と drive-in を主に検討した。 

エミッタ拡散は高濃度のリン拡散を想定して pre-deposition な

しの一回拡散を採用した。三沢の優れていたところはこのような

拡散 sequence に 対し て 表面濃度を 拡散深さ と Sheet 

Resistivity の測定から数学的に決定する方式を決めたことであ

る。当然一回拡散とpre-depositionとdrive-inの工程とでは表面

濃度一定の Exponential 分布と 拡散不純物量一定の

Complementary error function 分布との違いを考慮し、

Mobility の濃度依存性を考慮に入れた図表計算も取り入れての

方式であった。もとよりout-diffusionもあり、drive-in或いは高温

拡散中の不純物の酸化膜への取り込みなど考慮すべき要因は

他にもあったが、とりあえず一つの方式を確立した事が大きな前

進であった。三沢の指導のもと、私はどういうプロセスでやれば

表面濃度と拡散深さをそれぞれコントロールできるかを考察し、

報告書にまとめた。これはその年の 8 月のことであった。岩間は

喜んだようである。 

 

 
5．シリコントランジスタの開発 

こうして 1957 年秋になった。当然、我々の目標であるシリコン

パワートランジスタをどう作るべきか検討を進めた。当時東通工

は GE と技術援助契約を結んでいたので、GE 社のパワートラン

ジスタを入手して解析した。エミッタ1本、ベース2本の単純な構

造であったが、電極の形成が複雑な金属構成であるのみならず、

シリコンと半田合金の直接合金化を行っていた。これは試してみ

たが容易に出来るものでは無かった。プロセスの詳細はGEから

教えてもらっていない。また特性を評価したが、2 重拡散でベー

ス電極はエミッタを一部エッチングして現れたベース部分に取り

付けてあるため、E-B 間で電圧が高くてとても使えるものではな

かった。またコレクタ抵抗も目標よりもはるかに大きすぎてこんな

ものを真似してもだめだとすぐに思った。 

この年の9月には先に述べたベル研究所のFroschと Derick

の酸化膜マスクの選択拡散技術が公開された。直ちにこの追試

を行ってこれを確認するとともにこれでエミッタ、ベース領域を形

成すれば GE のパワートランジスタの問題の大きな部分を取り除

くことができると確信して、これでパワートランジスタを設計するこ

とを決めた。これによればエミッタとベースの間の抵抗を格段に

減らすことが出来るだけでなく、表面濃度が高い状態での電極の

形成がエミッタ、ベース一緒に出来る可能性が見えたのである。  

 

1963年  

ウイリアム・ショックレー博士と岩間 

SONY time capsule vol.12 
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一方先に述べた 1956 年の Tanenbaum の 2 重拡散型シリコ

ントランジスタの開発も捨てがたかった。三沢と私は論文に従っ

てトランジスタを作っては評価した。2 重拡散で NPN 構造を作り、

ベースの電極はアルミニュ－ムを蒸着、合金化してベース電極

を取り出す方法であった。実験は私が担当した。しかし、何回や

ってもトランジスタ動作は確認できなかった。三沢は自分でトラン

ジスタ動作測定器を設計して、それで測定を繰り返した。こうして

この年も終わりに近い頃、三沢のトランジスタ測定器（ベース接地）

でベース電流に対して僅かにコレクタ電流が流れたのであった。

三沢は岩田、江崎を呼んできて、これはトランジスタが出来たと

いうことでしょうか、と興奮しながら聞いた。α(電流増幅率)は 0.1

にも達していなかった。何故だろう、どうして今まで出来なかった

のが出来るようになったのだろう。もっと特性を良くするにはどうし

たらよいだろう、などと自問する事が出来た。分かったことは簡単

な事であった。アルミニュ－ムの合金がベースまで達していなか

ったのである。アルミニュュ－ムの真空蒸着量を増せばよい、と

分かってからは、特性は完全になった。歩留まりも良くなり、いく

らでも出来るようになった。1958年1月のことであった。シリコン2

重拡散型メサトランジスタが出来たのは他社より 2 年以上早いと

思われるが、ソニーは何も発表していない。三沢は特性を測って、

高周波特性が極めて優れている（40MHz 動作）ことを確認した。

デモのオーディオ装置などを作って皆に見せたりした。ベル研

究所で開発が進んだ時から約 2 年強の遅れである。でも開発を

始めて 10 カ月の快挙であった。 

この際、エミッタとベース電極の作り方を念のため述べると、真

空蒸着装置にウェファを入れる前にメタルマスクを掛けておいて

始めに金-アンチモンをエミッタになるところに穴が開くようにして

おく。一旦取り出して、顕微鏡付きのジグでベースになる部分に

穴が来るように調節して再度真空蒸着機に入れ、アルミニュ－ム

を蒸着し、取り出して、今度はストリップヒータで加熱合金化する

のであった。当然その後メサエッチする。メサマスクはワックスを

熱で融かし顕微鏡下で先端のとがった棒でワックスをすくい、手

でポタリとワックスの一滴をメサ部に落とすのである。 

次にパッケージの仕方について説明する。まだその頃

thermo-compression bondingは知られていなかったので、アメ 

リカでも使われた点接触型の電極をベース及びエミッタ電極金属

の上に立て、スプリング作用で押しながら、反対部分をパッケー

ジのベース及びエミッタ電極棒に半田付けし、余分な部分は切り

取り、蓋を掛けてシールするのであった。あまりに容易に出来る

ようになったので喜んでやっていたが、本来のパワートランジス

タの開発を忘れたわけでは無かった。 

 
6．シリコンパワートランジスタの開発 

テレビの水平偏向用のパワートランジスタの必要特性を調べ、

それを実現するためには酸化膜マスクでの選択拡散（2 重拡散）

によるエミッタ、ベース構造が必要であるとの認識で開発を始め

た。1958年2月頃である。実はその前年に単純2重拡散でベー

ス電極を表面からアルミニュ－ムワイアの合金で形成しようとした

パワートランジスタも試作したが失敗している。今回はその経験も

加味して、上に述べた方式を採用した。電極はエミッタ、ベース

同一金属構成でやることを考えた。当時ベル研究所ではチップ

は小さいが同一の概念で試作されたトランジスタも発表されてい

た。電極は真空蒸着によるアルミニュ－ムであった。この頃には

三沢、川名のチームに藤田信二が加わっている。 

当時のシリコン単結晶は極めて高価であったがフランスのペシ

ネ社から購入して実験に使った。また先に述べたシリコン単結晶

引き上げ装置が稼働するとアメリカの Dupont から多結晶粉末を

購入してこれで単結晶を引き上げて使った。担当は研究課の鎌

田と製造1 課（塚本課長）の三沢明である。結晶の直径は 20ｍｍ

程度であった。 

チップサイズは 1 枚のウェファから 2 チップ取れるように 12ｍ

ｍ×6.5ｍｍとした。酸化膜の選択的除去にはフォトリソグラフィー

の技術がまだ存在しなかったので、スコッチテープを張り付けて、

ジグを用いてメスで切りこみを入れ、ピンセットで一方を剥がす方

法で行った。三沢のアイデアである。それをフッ酸に浸漬すると

テープのプラスチック部は剥がれるがその下の接着剤がマスクと

して有効に使えるのであった。電極の形成法は薄い金と少し厚

い銀の連続真空蒸着によって実現した。当然その後の熱処理で

金はシリコンと合金化し、強固な接着を確保し、その上の銀に電

極を半田付けして完成させた。裏面はエミッタ拡散前にベース拡

散層を除去しておいて後、エミッタと同様な拡散を施し、その後

表面と同じ金属を蒸着してヘッダーに直接半田付けしてオーム

接続を可能にした。表面の真空蒸着には金属マスクを用いてベ

ース、エミッタの所定部分に蒸着できるようにした。ここに至る前

には多くの試行錯誤を続けた。銅のヘッダーに直接チップを半

田で接着するのはおそらく世の中で初めてであったのではない

かと思われる。それまでは膨張係数の小さいタングステンやモリ

ブデンなどの金属を介して接着するのが常識であった。銅ヘッ

ダーに直接接着しても過酷な温度サイクル試験で問題のないこ

1956 年 

ベル研究所発表の 2 重拡散型トランジスタ 

図の出典（参考論文15 より著者が再構成） 
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とを確かめた。 

 

最も大きな困難はコレクタ接合のリーク電流の大きい事だった。

とてもとても実用化出来る様なものでは無かった。何故だろう、ど

うしたら解決できるのかが最大の課題であった。一つの手掛かり

は小面積の PN 接合のリーク電流は大面積に比してけた違いに

小さいものが多いという事であった。いわゆる欠陥の存在である。

更に引き上げた結晶のトップとボトムではボトムが極めて悪い率

が多いという事であった。ボトムに欠陥或いは金属不純物が多い

事を示していた。当然拡散の前処理がプロセス起因の欠陥を引

き起こすことは分かっていたので、洗浄には細心の注意を払った。

それでも当時の技術は今のようにきれいに出来るわけでもなか

った。また P2O5 をソースにしたエミッタのリン拡散では拡散後に

表面に欠陥が生じることが多かった。微小な particle にリンが選

択的に集合しリン珪酸ガラスのようなものを作り、それが拡散層を

突き抜けて（spike）リーク電流を増大させるのであった。様々な

対策を行ったが、それでもチップが大きければ歩留まりは急速に

悪化することは避けがたかった。何とかして小さなチップで大き

な電流を取れるようにしたいとの気持ちで最後はチップの大きさ

を 6ｍｍ×3.8ｍｍまで縮小し、エミッタストライプを長手方向に 2

本作り、ベースはその外側に 3 本のストライプを作った。コレクタ

耐圧 150V 以上、低いコレクタ飽和抵抗で 3A 以上を目指した。

これは 8 インチテレビの仕様であった。この製法は見てきた通り

チップ毎の金属マスクとスコッチテープの切り貼りである。エミッ

タ拡散はチップ毎である。これでは量産は難しい。1959 年春に

は著者は製造準備のために製造技術課（吉田課長）に移った。ト

ランジスタテレビにシリコンパワートランジスタを搭載する準備で

ある。その後このトランジスタのマスキングはスプレイ法に改良さ

れ、電極は櫛型電極に改良され、1960 年 1 月量産に移行され

た。 

 
7．ソニーのトランジスタテレビ開発 

井深は先に述べたように、1956 年にはトランジスタテレビを次

の開発目標として考えていた。実際にトランジスタテレビの開発

に着手したのは 1957 年1 月である。それでもトランジスタテレビ

開発の実行指令は1956年11月に出されている。当時トランジス

タテレビを商品として実現するために困難なトランジスタは： 

１、 チューナ用高周波トランジスタ 

２、 水平偏向用パワートランジスタ 

３、 垂直偏向用パワートランジスタ 

４、 ビデオドライブ用トランジスタ（ブラウン管のグリッド駆動） 

である。1、の高周波トランジスタはベル研究所報告のゲルマニュ

ームメサトランジスタで開発が行われた。2、は上に述べたシリコ

ントランジスタである。3、はゲルマニュームパワートランジスタを

当てることにした。4、は当時興味を持って開発されていたシリコ

ングローン型トランジスタである。使用周波数帯域が広いだけで

なくある程度消費電力も大きかったのでシリコンが望ましいとされ

た。これらのトランジスタの開発は平行して行われた。同時に試

作したそれぞれのトランジスタの特性を評価し、実際に回路に組

んでテレビの試作を行った。 

最も困難だったのは 1、のチューナ用高周波トランジスタであ

った。試作品は出来るのだが歩留まりが低くて生産量が上がらな

いという問題が続いた。3、の垂直偏向用トランジスタでは生産は

出来るのだが問題は信頼性であった。テレビ筺体内の温度が上

がり、高い電圧を掛け続けると特性が劣化し、テレビ画像のゆが

みが生じた。4、のビデオ出力用トランジスタは接合型でもチップ

からの熱放散を考えてセラミックパッケージを採用した。問題は

信頼性であった。チャンネリングの問題でリーク電流が増大する

ことであった。 

先の 2、のトランジスタの問題は飽和抵抗が大きいことである。

先に述べたようにコレクタ飽和抵抗を下げるためには大きなチッ

プを用いなければならない。すると歩留まりが exponential に低

下するという問題であった。これらの問題は半導体開発とテレビ

開発の技術者が一体となって開発を進めた。従って全社一丸と

なっての開発の様相を呈した。これらの問題はそう簡単に解決す

るわけではない。夜寝るのを惜しんで開発を続けたが、会社はト

ランジスタテレビの発売に向かってゴ―サインを出した。 

2SC41 1959・12 
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1959 年12 月ソニーは東京三越でトランジスタテレビの展示会

を開いた 11)。そして翌 1960 年春には世界最初のトランジスタテ

レビを発売した 5)。世間は何時ソニーがトランジスタテレビを商品

化するのかという期待が高まっていた。井深が折に触れてその

商品化について語っていたからである。でもこの発表はソニーの

エンジニア全体の勝利であった。彼らは満足であった。その独自

の形のテレビは注目を集めた。そして日本中がこのニュースに沸

いた。ソニーはその誇りに酔いしれていた。 

しかし、トランジスタテレビ 8-301 を発売して起こったことは不

良返品が多い事だった。水平偏向用のパワートランジスタは良く

ショートして壊れた。原因はブラウン管内の放電である。高電圧

がかかればこのトランジスタは持ち堪えられない。またチップの

ヘッダーへの半田付けの際に起こる小さいボイドが局部的に熱

抵抗を大きくしてそこで破壊が起こった 7)。 

ゲルマニュームパワートランジスタは使用している内に画面の

ゆがみが生じて不評であった。シリコンのビデオ出力用トランジ

スタはリークが増大して壊れた。テレビ自身も好評とは言えなか

った。返品が相次いだ。筆者はシリコンのパワートランジスタも飽

和抵抗を下げなければこのトランジスタの将来性もテレビの将来

性もないとみて、対応を考え続けた。遂にテレビ発売後間もなく、

シリコンのチップの裏面を外側の額縁を残してその内側を極力

薄くエッチングして後エミッタ拡散を行い（こうすればコレクタ側も

高濃度に出来る）、真空蒸着電極形成後表面を下にしてそのへ

こんだ部分を半田で充填する方法を考えた。チップを薄くすれ

ば良いのだが、薄くすれば、チップの取り扱いが難しく、チップ

の割れが生じてしまう。苦肉の対応であった。しかし、これによっ

て特性は非常に改善された。コレクタ飽和抵抗は劇的に下がり、

チップの半田付けの際のボイドも改善された。チップの裏側の半

田は一旦チップの状態で溶融して吸蔵ガスを追い出すことにし

たためもある。その後高耐圧パワートランジスタの世界では 3 重

拡散型のコレクタ側の深い拡散層を有する構造になるのである

が、単純 2 重拡散型のパワートランジスタではこのトランジスタは

世界最高の性能を達成したトランジスタであった。 

更に大きな改善が1962年に行われた。それはPOCl3によるリ

ンの拡散技術である。これは P2O5 をソースとした拡散が不安定

でなお拡散の spike を起こしやすい事は先に述べた。何とかこ

の改善を実現したいと液体ソースからの拡散に取り組み独力でこ

の新しい拡散技術を開発した（川名、矢木、特許出願成立したが

独占権得られず。始めはPCl3とN2＋O2を用いた）。POCl3を用

いてから直ちにこれを生産に適用した。プロセスの安定性が高ま

ったのみならず、Cl による気相洗浄効果もあって歩留まりの向上

に寄与した。 

ソニーはこの TV 8-301 に代わって小形ポータブルのトランジ

スタテレビを企画し、1962 年 4 月 5 インチのトランジスタテレビ

TV 5-303 を発売している。この際には水平偏向用及び電源用ト

ランジスタはすべてシリコンパワートランジスタにし、新たに開発

された 2 重拡散メサトランジスタをビデオドライブに採用し、また

日本初のエピタキシアルシリコン 2 重拡散型メサトランジスタを垂

直偏向用などに用いた。またブラウン管も工夫を凝らし、放電を

起こりにくくし、また放電に際してもトランジスタに大電圧がかから

ない様な工夫も行われた 7)。こうしてこのトランジスタテレビはアメ

リカに大量に輸出され大いに好評を博した。ソニーは次々と新し

いテレビを開発し世に送り届けた。4 インチから 19 インチの白黒

のトランジスタテレビまでソニーは世に送り出したが、このシリコン

パワートランジスタ 12 インチまでは使い続けられた。生産は 10

年以上続いた。岩間は水平偏向用パワートランジスタのテレビに

使わない2級品の外販を命じ、電流増幅率の高いものは1960年

当時 1 個 34,200 円という値段を付けたが、ユーザーには好評で

あった。 

 

 
エピタキシャル・シリコン中電力メサ型トランジスタは 1960 年 

塚本がアメリカからの新聞ニュースをいち早く見つけて、ベル研

究所の後を追って直ちに開発を始めた。エピは三沢明、三沢敏

雄が担当し、後に星の担当となった。トランジスタは川名が担当し

1960 年秋の電気学会で日本初のエピタキシアルトランジスタを

発表した（川名、三沢、福井）。1961 年早々にはテレビの垂直偏

向用トランジスタの試作が完成したものである。この開発直後にこ

のトランジスタはエピタキシアル技術と共に塚本によってベル研

究所に紹介されたが、ベル研究所が驚いてサンプルを置いてい

TV 8-301 8インチTV   Tr 23石 Di 19石  

TV 5-303  5インチTV 
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けと要望した話が伝わっている 10)。この理由はテレビ用のトラン

ジスタの仕様に合わせるように最小のチップ面積で対応しようと

して、エピタキシアル層の抵抗率とその厚さを極限まで適正化し

たことによる。エピタキシアル層の基板との界面が気相中及びエ

ピタキシー層への基板からの不純物拡散によってなだらかにな

っていたことも好都合であった。ソニーがその動きの先端を切っ

ていたのである。この設計の有利さは後まで続いた。こうしてソニ

ーはトランジスタテレビ時代の先鞭を切った。 

 
8．トランジスタテレビの普及 

1959 年 1 月年頭に井深は週刊誌のインタビューで「私の正月

の夢はトランジスタテレビの出現である」と抱負を語っている。そ

のための準備を進めていたからである。これを知って日本の電

気各社は一層トランジスタテレビの開発に注力し、試作発表が続

いた。3月には東芝が8インチテレビを、5月には日立が14イン

チ、17 インチを発表している。そしてソニーは 12 月25 日である。

ソニーは発売のための発表であった。翌1960 年4 月30日に発

売している。それに反し、他社は技術発表をしても商品発売は

中々出来なかった。様々な問題があったと思われるが、中でも偏

向回路のパワートランジスタの信頼性の問題が大きかった。ゲル

マニュームトランジスタでは高温に耐えられないのである。シリコ

ンのパワートランジスタが生産出来るまで待たなければならなか

った。日立は 1966 年白黒トランジスタテレビを発売し 9)、量産で

成功を収めた。東芝はシリコンパワートランジスタの開発に注力

し、テレビの水平偏向用として量産して 1968 年頃には生産量日

本1位を誇った 11)。それでも、1960年に発売したソニーの白黒ト

ランジスタテレビはシリコンパワートランジスタを用い、トランジス

タテレビの先駆的な役割を果たした。白黒テレビが各社によって

本格的にトランジスタ化されるのはかなり後のことであった。 

カラ―テレビが本格化するに伴いソニーも新たに開発してトリ

ニトロンというブラウン管を用いて業界に参入した。同時に発売に

当って全トランジスタにして13インチのセットを1968年に投入し

た 11)。日立は全トランジスタ化した 19 インチのカラーテレビを

1969 年に発売し 9)、テレビのトランジスタ化の波は一気に広がっ

た。水平偏向用のシリコンパワートランジスタも大幅な変革が行

われた。そして、始めは信頼性の悪かった水平偏向用のトランジ

スタも次第に改善され、消費電力の低下も相まって本格的な普及

を見たのだった。トランジスタの発展はこうして社会と産業に大き

な変革をもたらした。 

 
9．プレーナの時代 

W. ShockleyがPalo Altoで始めたShockley Semiconductor 

Laboratory から分かれたグループが Fairchild 

Semiconductor Company を作ったのは 1957 年で、シリコン拡

散型のトランジスタをビジネスにした革命的なベンチャ企業であ

った。当然2 重拡散型のシリコンメサトランジスタを始めたが、問

題の一つは金属パッケージの蓋をパルス溶接で溶着する際の

火花による金属片の飛散であった。これがメサ部に付着したり離

れたりするたびにリーク電流が変動した。  

J. Hoerni はチップ表面全体を酸化膜で覆っておけば問題は

防げると考えた。これが革命的な技術となったプレーナ技術の誕

生の原点であった。基本的にはベル研究所の発見の延長である

が、技術の革新と特許としての意義は絶大であった。Fairchild

社はこれによって急速に発展し、同時に 1959 年の R. Noyce に

よる IC の発明につながった 14)。 

日本でもトランジスタ開発の先駆的な仕事をしてきた NEC の

長船は 1959 年会社の技術調査団のメンバーとして渡米し、GE

を訪問している。帰国後シリコンメサトランジスタの開発に注力す

ることを決め、翌年1960 年2 月にはシリコンメサトランジスタを完

成させている。更に 1961 年、エピタキシアルトランジスタの開発

も進め、この年の秋 Fairchild の社長 R. Noyce の訪問を受け、

プレーナ技術の売り込みを提案された。嘗て長船がアメリカ訪問

をした時に面識があったのを頼りにしての訪問であった。交渉は

難航したが、翌 1962 年秋 4.5%の特許料で合意に達した 10,11)。

この間の長船の役割は大きかったと思われる。この 1962 年の秋、

ソニーの岩間が Fairchild の Noyce を訪問してプレーナ特許交

渉を提案し、長船に後れを取ったことが分かった事実がある 12)。

NEC が Fairchild とプレーナ契約を結んだ利益は計り知れない

と「日本半導体 50 年史」は記している。NEC は Epitaxial 

planar transistor に注力し、Fairchild のトランジスタ技術に学

んで一気にシリコントランジスタの生産量を拡大した。 

日本の他社はプレーナ技術の特許料の高さに嫌気をさし、非

プレーナ技術へと向かった。ソニーも会社としてはそうであった

が、岩間はなんとしてもプレーナをやらなければならないと決め

ていた。当然epitaxial planar transistorが目標である。岩間は

強引に組織を再編し、岩田に半導体開発課を作らせ、プレーナト

ランジスタ、IC、超高周波及び大電力のトランジスタの開発を主

目的に定めた。epitaxial planar transistor の開発担当は川名、

1990年 ジョン・バーディーン博士と井深 

SONY time capsule vol.12 
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矢木であった。epitaxy の担当は星であった。ここで先に述べた

POCl3（特許ではハライド）によるリン拡散（川名、矢木）、planar 

high voltage 技術である guard ring 法（岩田、川名）、PN 接合

の上の酸化膜上に張り出した金属による高耐圧技術（矢木）など

が生み出され特許登録された。同時にplanarで高耐圧、低飽和

電圧の中電力トランジスタが開発された。またトランジスタラジオ

用の IC なども開発された。一番の困難は酸化膜上の欠陥の低

減であった。先のパワートランジスタも同じ問題を抱えていたの

だが、今度はバルクの問題よりも酸化膜の欠陥の問題であった。

この解決は中々出来ないうちに筆者が厚木工場転勤となり(1963

年)、厚木まで引き継ぐことになった。それでもこの間に培った

epitaxial planar transistor 技術は厚木工場で花開いて広く社

内で使われただけでなく、多く外販された。テレビに次いでオー

ディオの分野でもパワートランジスタは時代の先端を切って採用

され、時代をリードした。ソニーは planar や IC、MOS などに対

する開発規制があったりして、それ以後分野によっては他社に大

きく後れを取った。それでもソニーはシリコントランジスタの先進

的な一時代を作ったと信じている。 

 
10．井深、岩間のシリコンへ挑戦の意味 

井深、岩間は日本初のトランジスタラジオ発売の翌年にはトラ

ンジスタテレビをやることを前提にシリコントランジスタ開発、生産

を実行することを決意し、実行に移した。他社はゲルマニュームト

ランジスタの生産を始めたか、或いは開発中の頃であった。先に

ベル研究所の J. A. Hornbeck が述べたと記したように、1956 年

の Diffusion Symposium は参加会社に新技術導入への興奮を

巻き起こさなかったが、東通工は違っていた。次はシリコンの時

代になるというベルの信念が素直に東通工に伝わった。それはト

ランジスタテレビをやるという目標が明確だったことがその理由で

あると考えられる。この先進性がソニーを躍進させる原動力にな

った。井深の優れていたのは次の商品開発の目標が的確であっ

たことである。それを考えると、その基本デバイスであるトランジ

スタは何でなければならないかが明確になってきたのであろう。

ベル研究所の今後はシリコン時代になるとする信念がそのままソ

ニーの信念になった理由である。ベルがリレーを半導体に置き

換えるためにはシリコンでなければならないとした思想に通じる

ものである。岩間がその世界の流れを井深に的確に伝えたことも

確かと思われる。 

井深ははるか後に「自分は人より一寸先に仕事をやってきただ

けだ」と言ったと伝えられているが、この話はそれを良く表わして

いる。それは半導体と応用製品の発展の歴史の先端を行くもの

であったことが明らかである。彼は後に半導体の技術の流れに

逆行する動きを見せたが、この時は時代の先端を正しく走り、世

の中を牽引した。井深、岩間の先進的な指導によって、シリコント

ランジスタの技術の開発の歴史の一断面を記録出来たことを指

導者に感謝しながら筆を置く。    

           以上 
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三和工機フィールドマップ 

半導体デバイ
ス＋組込み

システム

20%

製品開発

30%

プラント設備

15%

ＦＡ・
メカトロ装置

35%

 

 
 

当社は 1959 年創業以来、総合エンジニアリング会社

として、多彩な分野の開発設計や設計製作を取り組ん

でまいりました。当社の設計技術力に基づくサービスが

多くのお客様のご期待に応えることで、日本のものづくり

に貢献してきたという大いなる自負があります。 

 

「FA・メカトロ装置」「プラント設備」「製品開発」「半導

体デバイス」、「ファームウエア開発」といった技術フィー

ルドで、各種装置、設備の設計及び設計製作、半導体

デバイス設計、組込ソフト・マイコン応用基板開発、制御

用ソフトウエア開発等のエンジニアリングサービスを中

心にお客様に提供し、活用いただいております。 

 

特に、半導体産業人協会様に関連する「半導体デバ

イス」においては、1975 年に（株）日立製作所半導体事

業部様からの人員要請に対応し技術者を派遣したとこ

ろからスタートし 39 年間事業を継続中で、各種アナロ

グ・高周波回路設計、論理設計、設計検証、レイアウト

設計、自動レイアウト、製品評価、テスティング等幅広く

行い、国内の半導体メーカー様を主に数社のお客様と

取引をさせて頂いており、今後も国内のお客様はもとよ

り、海外展開にも視野に拡大を図っていく所存です。 

 

また、2013 年 4 月より福岡を拠点に九州地区の業務

拡大を目的としてグループ会社「三和テック九州（株）」

を設立し九州地区の半導体関連事業及びメカトロニクス

事業を積極的に展開中です。 

 

これからも、技術者を育成し、お客様が必要とする新

しい技術に積極的に取組み、「人間力」「技術力」「提案

力」を「総合力」として、より一層高度な技術を提供でき

るエンジニア集団として活躍の場を世界に広げていきた

いと考えています。ご満足頂ける良きパートナーとして、

お客様とともに成長していくことが私たちの切なる願い

です。 

今後とも、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

三和工機株式会社 

≪基本理念≫ 

一歩先行く人と技術を育み、価値創造力で社会に貢献 

≪経営理念≫ 

 １．三和工機は、社員の成長を第一と考えます。 

 ２．三和工機は、価値ある技術でものづくりの発展に貢

献します。 

 ３．三和工機は、顧客にとって優れたパートナーであり

続けます。 

 

【業務形態】エンジニアリング 
◎設計開発： 

基本コンセプトから取組み、設計／製図・CAD／

アシスト業務の各フェーズで信頼性の高い技術を

提供します。 
 

◎設計製作： 
開発コンセプトからご相談に応じ、お客様のニーズ

に合う装置を設計製作致します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム事業部 取締役事業部長 古屋 冨男  

三和工機株式会社 

三和工機技術フィールド
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半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ

35%

組込みｼｽﾃﾑ

制御システム

20%

発電関連

20%

半導体
デバイス

35%

組込み
システム

25%

制御
システム

20%

発電関係

20%

論理設計

18%

レイアウト設計

評価・解析

19%

その他

8%

アナログ
回路

22%

論理設計

18%レイアウト
設計

33%

評価・解析

19%

その他

 8%

評価・解析

6%
FPGA設計

7%

ソフト設計

66%

電子回路
設計

21%

当社の技術部門は、メカトロ事業部・テクニカル事業

部・システム事業部の 3 事業部制で構成しています。各

事業部の業務分野についてご紹介します。 
●メカトロ事業部： 

本社を拠点に自動車生産設備・半導体製造装置・液

晶製造装置・ハードディスク生産設備・エレベータ・各

種自動機の設計・製作を主に行っています。 
 
●テクニカル事業部： 

日立市（茨城事業所）を拠点に火力・水力・風力・原

子力発電等のエネルギープラント、医療機器・自動

車・建設機械等の製品開発設計を主に行っています 
 
●システム事業部： 

府中市（西東京システムセンター）を拠点に半導体デ

バイス・組込みシステム（マイコン応用システム開発・

マイコン応用ソフトウエア開発）・PC 用アプリケーショ

ンソフトウエアと PLC を使った各種装置の制御用ハ

ード・ソフトウエア/火力・水力・原子力発電等のエネ

ルギープラントの電気系設計・解析等の設計を主に

行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【半導体デバイス設計】 

半導体の技術革新は目覚ましく、秒進分歩の世界で

ありますが、当社は、半導体デバイスの設計・開発に

高い技術力と多くの実績を持ち、お客様の信頼に応

えております。また、お客様のニーズに合せ、長期的

なプロジェクトはもとより、スポット的な対応も致して御

座います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組込みシステム開発設計】 

当社は、組込みシステム開発設計としてマイコン応用

システム業務等に取り組んでおり、商品の開発段階か

らお客様と検討を重ね、より付加価値の高いシステム

への提案、ソフトウエア開発、ハードウェア開発、特性

評価試験と一連の開発業務を行い、お客様の新製品

開発を支えております。 

また、当社には豊富な組込み技術を蓄積した技術

者が揃っており、お客様の様々なご要望に応えする

ための開発を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【会社概要】 

会 社 名：三和工機株式会社 

設    立：1959 年(昭和 34 年)2 月 17 日 
資 本 金：1 億円 
売 上 高：80 億(2014 年 3 月期連結) 
所 在 地：東京都千代田区神田美倉町 12-2 
代 表 者：代表取締役社長 平田 昌弘 
社 員 数：1,000 名(2014 年 4 月現在・連結) 
事 業 所：北海道・茨城・千葉・東京・神奈川・ 

愛知・福岡 
事業内容：総合エンジニアリング 

          機械・電気・電子・ソフト設計、 
各種ＦＡ装置の開発 

子 会 社：三和テクノ株式会社 
           三和テック九州株式会社 

代表電話：03－6859－1091 
営業代表：03－6859－1551 
西東京システムセンター(半導体統括部署) 

：029－421－6513 
http://www.sanwakoki.co.jp

 

半導体デバイス業務比率 

システム事業部フィールドマップ 

組込みシステム業務比率 
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１．はじめに 

 

昨年 SSIS は創立以来 15 年が経過した。それまでに

SSIS が果たして来た役割は大きいものがある。 

一方、個人会員・賛助会員数は横這いが続いていること、

会員への一層のサービスの充実が求められること、SSIS

の収入源の安定化、数多くある団体の中で SSIS の特長

を出す必要があること、など当面する課題も多い。その節

目の時期に牧本前理事長から、思い切った施策を講じて

SSIS を更に活性化して将来の発展の礎を創るようにとい

うチャレンジを受けて、2013年6月に橋本理事長をリーダ

ーとする活性化プロジェクトが発足した。その活動の中で

会員の SSIS への要望や意識調査を行った。この調査の

結果を見ると、特に個人会員からSSISへの期待で多かっ

たものは、SSIS の幅広い人的・組織的ネットワークの場の

提供や知識・情報収集の場を提供し続けて欲しいというこ

とのほかに、自己実現・社会貢献する場の提供期待も強

いことが分かった。その中から会員参加型事業（SSIS 

Talent Promotion Business、略して STaP 事業、エスタ

ップと発音）という構想を生み出した。 

 
2.STaP 事業とは？ 

 
STaP 事業とは、SSIS が顧客から業務を有償で受託し

その業務を希望する会員に委託するという形態を取る。文

字通りSSIS会員のTalentを有償で社会のニーズに還元

することによって、顧客に満足していただくと同時に、参加

する会員へのビジネスチャンスの提供/自己実現の場の提

供、及び SSIS への財務的な寄与を図るというものであ

る。 

対象となる事業分野は、経営を含むコンサルティング、

国内外業務サポート、社内外教育、講演、営業チャネル

の紹介等、個人の経験と人脈を生かした分野が中心であ

る。 

顧客にとってのメリットは、 

①SSIS が業務を請け負うので安心して業務委託が 

できること(BtoB)、 

②SSIS の幅広い人脈ネットワークを活用できること、 

③SSIS の経験豊富な人材を活用できること、 

 

 

 

 
④SSIS 会員の高い意識の下、廉価で且つ質の高い業

務の遂行を期待できること、 

⑤幅広い業務の委託が可能なこと、などがある。また、

この仕組みは SSIS の個人会員が主体になるという

点で、ユニークと言える。 

  
3.STaP 事業の仕組みとＳＴaP 委員会の役割 

 
STaP 事業の仕組みは、顧客から SSIS が業務を請け

負いその業務を希望する個人会員へ委託するというもの

である。STaP 委員会は、顧客から請け負った業務を登録

された業務経験マップの中から適任と思われる会員を選

び、複数適任者がいる場合、最適任者をPM（プロジェクト

マネジャー）として選出する。プロジェクトチームのコアメン

バーは、営業（所謂営業業務全般）と PM であり、更に必

要なら PS(プロジェクトスタッフ)が加わる。STaP 委員会は、

PM に業務の助言等を行いプロジェクトを完遂させる。 

受託業務の報酬は、必要経費を除外した後、基本的に

SSIS へ 20%、営業へ 10％、PM/PS へ 70%が配分され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 委員会報告 ☆ 
STaP 委員会 

委員長 吉澤六朗 
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4.事業の実績と見通し 

 
2014 年 4 月に STaP 事業の営業活動を始めた。8 月

末現在、実施済受託案件は5件、今年実施予定で受注確

度の高い案件は 10 件前後である。案件の内訳は、教育

講習（社内、団体内）5 件、翻訳 5~10 件、展示会等イベン

トに関する技術サポート 2 件等となっている。実施単価は

それほど高くないため、今年の受託金額の合計は、まだ

100 万円に満たない。 

 
現状を見ると、出だしとしては、まずまずの案件数というと

ころであろう。金額は小さいものの会員へのビジネスチャ

ンスの提供とSSISへの財務的寄与という2つの目標に向

かっての船出はできたと思う。 

 
来年にかけては、更に一定期間継続するような業務の受

託も期待されるので、これらのニーズをビジネスにつなげ

られるよう発掘して行きたい。 

 
5.現状課題と長期的課第 

 
 現状課題の一丁目一番地は、何といっても営業力の強

化である。具体的には、 

 
①事業分野の拡大、特に継続的な収入が見込まれる、  

一定期間にわたる顧問契約や業務委託契約の獲得

による受託業務の安定化と単価アップ、 

②賛助会員企業の潜在ニーズの掘り起こし（2014 年の

賛助会員訪問結果を見ると、かなりの企業が STaP

事業への潜在ニーズはあるものの、それを具体化で

きていないという印象である）、 

③上記②を顕在化するための具体的なプログラムの提

案力を身につける、 

④事業単価アップとともに受託案件数の増加を図る（賛

助会員以外の顧客獲得）、 

⑤受託した業務の質を高めてリピート客を増やす、など

が必要である。また、金銭的な支払いを伴う複雑なル

ーチンワークが発生することから、 

⑥STaP 委員会内のサポート体制を充実させる必要が

ある。更に、 

⑦SSIS 会員の業務経験マップへの登録者を増やすこ

とも幅広い人材を提供する観点から必須である。 

 

 

 

 

 
2、3 年先の長期的課題としては上記課題への対応と共に、

①台湾・中国等アジアの潜在需要が多そうなビジネス   

ニーズの取り込みによる顧客の拡大、 

②事業の範囲をもっと広げること、 

③SSIS が業務受託できる付加価値を、顧客に提供し

続けること、 

④STaP 事業の成功体験を積み重ねることによって、

SSIS 会員に更に STaP 事業に興味を持ってもらい

積極的に参加してもらうこと、などが重要である。 

 
SSIS は公益性の強い団体であるが、STaP 事業は会

員の自己実現の手助けと SSIS への財務的寄与を目的と

して、顧客に喜ばれる事業展開を有償で行うことは、SSIS

の更なる発展のために大きな意味を持つと思う。 

 
6.STaP 委員会メンバー (2014.9 時点) 

 
委員長   吉澤 六朗 

（元：株式会社東芝、現：グローバルファウンダ

リーズ・ジャパン上級顧問） 

副委員長 市山 壽雄（株式会社大智 代表取締役） 

委員    橋本 浩一（元：日本電気株式会社） 

       井入 正博（元：株式会社東芝） 

       池野 成雄（株式会社バンガードシステムズ） 

       井上 道弘（元：パナソニック株式会社） 

       内海 忠 （元：沖電気工業株式会社） 

       末田 昭洋（元：株式会社東芝） 

       周藤 仁吉（元：株式会社日立製作所） 

       高橋 令幸（元：株式会社 SEN）        

永塚 幸夫（元：沖電気工業株式会社） 

 
7.まとめ 

 
STaP 事業が発足して 9 月で半年が経過する。この間、

受託した案件、及び今年受託・実施確度の高い案件の合

計は十数件である。受託金額見通しは 100 万円未満とま

だ低いが、出だしとしてはまずまずであろう。課題は山積

しているが、今後業務を拡大して SSIS への財務的な寄

与に貢献するとともに、会員の自己実現の一層のお手伝

いができるような活動を目指したい。 

この活動が、SSIS の発展に少しでもお役に立てれば

大変嬉しい。 

以上  
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テーマの目的と背景 
前号まで「日本のファブレスは成功するか？」をテー

マに記事を掲載してきた。今号から新たなテーマとして

「日本のファブの活性化」を選んだ。対象は主にロジック

デバイスを製造する国内のファブ（前工程製造工場）で

ある。 
日本のファブは事業不振のために長年投資が十分行

なわれなかったために、生産規模と投資額および先端

プロセス技術で海外ファンドリーに大きく立ち遅れている

のが現状である。 
一方言うまでもなくファブは国内の雇用を担っている。

経済産業省の労務統計によると「電子管、半導体素子

及び集積回路」の従事者数は、2009 年の約 19 万人か

ら2013年には約16万人に減少している。この減少分の

多数がファブでの雇用減少によることは疑いがない。世

界的に成長している半導体産業製造分野の衰退は、雇

用減少から始まり、財政を弱め、ひいては社会保障にも

影響を及ぼすことになる。 
半導体産業の発展を願う立場からファブへの応援メッ

セージを発したいと考える。 

 
ファンドリービジネス（TSMC 社の成功） 

海外において半導体製造はファンドリーを中心に高

い成長を実現している。米国の調査会社 IC Insights社

による 2013 年半導体売上ランキングの上位 20 位に、

TSMC（3 位）、Globalfoundries（17 位）、UMC（19
位）がランクインしている。ファンドリー上位 13 社のランキ

ングには日本国籍の企業は存在しない。ファンドリー全

体の前年に対する伸び率は、2012/2011 が 18%、

2013/2012 が 14%で高い成長を継続している。中でも

TSMCの存在感は圧倒的で、全ファンドリーの46%を占

め、平均を上回る成長を続けている。 
TSMCは 1987 年に当時テキサス・インスツルメンツ社

（TI）半導体部門のトップであったモーリス・チャン氏が

起業した。創業当初の顧客はインテル社、TI 社、モトロ

ーラ社等の大手 IDM で、これらの顧客が主に自社生産

能力不足時に生産を委託した。TSMC は 1990 年代の

初めに Pure Foundry（自社ブランドの商品を持たず、

顧客製品とは一切競合しない）と呼ばれる専業ファンドリ

ーのモデルを創出した。これはその後多くのファブレス

企業が胎動するきっかけとなった。当初ファブレス企業

は 20 社足らずであったが、今や世界に 1000 社以上の

企業が誕生している。Pure Foundry の誕生により、ファ

ブレス企業は自前でファブ投資を行わず、製品の開発・

設計にリソースを注力させ、大手 IDM と競争できる環境

が生まれた。 
TSMC は EDA メーカー、IP ベンダー、バックエンド

等のパートナーとのアライアンスを強化し、垂直統合型

の大手 IDMに匹敵する水平分業型連合を誕生させた。

SoC 業界では、プロセスが標準化されたファンドリーをベ

ースに、IP ライブラリーが開発検証され、そしてトレード

が行われる。このトレンドは TSMC が 2000 年代初頭に

業界標準の ITRS ロードマップを 90nm 世代で追い抜

いたことにより急速に加速された。今日では最先端プロ

セスを必要とするFPGA業界や携帯電話用SoC企業は

TSMC の Pure Foundry モデルを活用しており、また

IP ベンダーも TSMC のサイバーシャトルにて検証して

いる。 

 
日本のファブの活性化案 

ファブレス&ファンドリーのシェアは今後も IDM より高

い成長率で伸びていくと予想されている。また IDM各社

もファブライトを指向しているので、ファブを活性化する

観点からは、ファブはファンドリーを選択するのが妥当で

あろう。 
TSMC 等の大手以外にもファンドリー会社は多数存

在し、その多くは先端プロセスを有していない。日本のフ

ァブは現状では規模が小さく先端プロセスを有しないの

で、更なる微細化を前提とした先端CMOSプロセスでは

既存のファンドリーに規模的にも技術的にも太刀打ちで

きないであろうが、Matured Process、Niche Process
で世界に先行できればファンドリービジネスで成功する

ことは十分可能であると考えられる。日本のファブの多く

は地方に所在し、安価な土地と良質な労働力がある。海

外のファンドリー会社が日本のファブを購入するくらいな

ので、その価値はあると証明されていると考える。さらに

近い将来日本のファブは「More than Moore」の方向を

目指すのがよいと考えられ、これについては後述する。 
日本の半導体が世界でのシェアを失った理由は繰り

返し議論されているが、要因の一つとしてマーケットや人

材面でのグローバル化の遅れが常に挙げられている。

日本のファブがグローバル顧客に向けてのファンドリー

ビジネスを行う際にもこの課題は避けて通れない。まず

日本にはファンドリービジネスの経験者が非常に少ない。

☆ 委員会報告 ☆ 論説委員会 
日本のファブの活性化(1) 
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経営・技術・営業等で経験豊富な海外の人材を招き活

躍してもらうことが日本におけるファンドリービジネス成功

の必要条件であろう。このためには外国人にとって効率

的で快適な職場環境、家族向けを含む医療・教育等の

居住環境整備が必須である。半導体産業には海外勤務

経験者が多数いるので、彼らの経験が役立つのではな

いだろうか。 
次に地方に所在するファブが活性化するためには、

その地の社員の成長とモチベーションが重要なテーマ

になる。SSIS メンバーが参加した経産省委託の委員会

から技術者の教育機会に関する実態が報告されている

が、彼らが必要と感じている教育内容は、①専門技術の

深化、②外国語の習得、③マネージメント力の習得であ

る。現状これらは社内教育に大きく依存しているが不十

分であり、成長のための機会が少ないことが課題として

挙げられている。地方に居住しファブに勤務する社員に

とっては、職場以外の場での学習・経験の機会は限られ

るため教育の機会確保は都会での居住者よりもはるか

に切実であろうと思われ、これを解決する手段の確保が

課題としてあげられる。 
また、グローバルな顧客に向けてのファンドリーとして

必要な投資・人材確保等の経営判断を迅速に行うため

には、従来の IDM とは異なる独立性の強い資本・経営

体制が必要であろう。また会社として株式上場を目指し、

ストックオプション等により従業員・役員にインセンティブ

を与える施策の検討も必要であろう。 
いずれにしても地方のファブが活性化して最も利益を

得るのはファブの従業員であるので、彼らの主体的な取

り組みが必須である。 

 
More than Moore と MEMS プロセス 

 近年の半導体技術ロードマップ（ITRS）では、”More 
Moore”とともに、”More than Moore”が取扱われてい

る。 
More Moore は、①幾何学的スケーリング（リソグラフ

ィ）、②等価的スケーリング（材料、構造）、③設計による

等価的微細化、と述べられていて、今後約 10 年間

MOSFET の微細化が更に進展するとされている。 
More than Moore は、①必ずしも微細化のみによら

ない多様化、②SiP（System in Package）技術による

異種チップの集積化、と述べられている。異種の素子と

しては、アナログ/RF、受動素子、HV・パワー、センサ

ー・アクチュエータ、バイオチップが挙げられていて、こ

れらの非デジタル素子と CMOS とのインテグレーション

による半導体技術・産業の進展が予想・期待されてい

る。 

これらの中でも近年 MEMS（Micro-Electro-Mecha
nical System）が特に注目を集めている。ウエアラブル

端末で使用される SoC には既に多くの MEMS センサ

ーが組み込まれている。MEMS センサーの例としては、

①加速度センサー、②ジャイロセンサー（角速度を検出）、

③地磁気センサー（地磁気を検出して方位（東西南北）

を知ることができる）等がある。 
センサーを MEMS 化することにより、半導体微細加

工技術の応用を通じて、大量かつ安定した生産や感度・

精度向上が実現できることに加えて、複数のセンサー素

子の 1 チップ化やマイコンや周辺回路（センサー出力の

アナロク信号をプロセッサーで扱えるデジタル信号に変

換する等）との 1 チップ化が可能になる。またセンサーフ

ュージョン（複数のセンサーからのデータを統合的に処

理して単一のセンサーでは得られない高度な機能を実

現する）の高度化・低消費電力化を可能にする。 
ただし MEMS のプロセスは穴掘りやピエゾ膜等を含

み CMOS との相性が悪いため、現状ではチップ内で

MEMS と CMOS を一体化するよりもパッケージでの一

体化が安いケースが多い。また MEMS プロセスはパワ

ー素子のプロセスとの共通性があるが、現時点ではプロ

セスはいまだ発展途上であり標準化の域にない。パワー

素子のプロセスは日本メーカーが非常に強く、またパワ

ーや MEMS のプロセスは職人技的で日本に向いてい

るとの意見もある。これらの情報は、日本のファブがプロ

セス技術で生き残る道があるように感じさせる。 
現状は MEMS では十分な規模は期待できない状況

ではあるようだが、今後ファブレスが More than Moore
の分野を含み多様化し発展するものと見込まれ（既に

MEMS ファンドリーを開始している企業もある）、日本の

ファブにとっては CMOS/MEMS 等のプロセス技術開発

の先行的な主導権をとることにより、この分野のファンドリ

ービジネスのチャンスが将来広がってくるのではないか

と思われる。 

 
今後の検討 

今号の記事に対する会員および有識者のご意見を得

て内容のレベルアップを図る予定である。 

 
本テーマに関するご意見を論説委員会 

ronsetsu@ssis.or.jp までお寄せください 

 
論説委員：井入正博（委員長）、 
市山壽雄、釜原紘一、川西 宏、川端章夫、伏木 薫、 
馬場久雄（アドバイザー）、吉澤六朗（アドバイザー） 
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コミュニティ活動の活性化を目指し再編成した東京

多摩 JR・京王沿線地区コミュニティ（呼称「多摩会」）

の会員数は 45 名である。第１回会合・懇親会を 2 月

28 日（金）に、八王子駅に隣接した八王子市学園都市

センターの会議室及びスカイラウンジ・クレアにて実

施した。e-mail での案内に 25 名の応答があり、その

うち 15 名が出席、他の 10 名の多くは今回都合がつか

ないが今後出席したいとの回答であった。第２回会

合・懇親会を 9 月 6 日（土）に同じ場所にて開催した。

開催案内に対する応答は同様で、出席回答は 14 名であ

った。 
第１回、第２回の状況を併せて以下報告する。 

１．第１回状況 
会合（15：30～17：00）では、全員の自己紹介後、

今後の運営について意見交換と方向付けを話し合っ

た。「無理をしないで継続できることが重要である」

とのことで集約された。主な内容は、①会合・懇親会

方式として講話等を持つ内容とする。②開催の頻度は

年 1 回では少ないので 2 回とし、SSIS の全体行事か

ら見ると 3 月上旬、9 月上旬が良い。現役の参加を考

慮すると土曜日が良い。次回は 9 月 6 日（土）とし、

向井久和様に講話をしていただく。③開催場所は八王

子、立川をベースとする。④本コミュニティの名称は

素直に「多摩会」が良い。⑤次回の幹事は今回と同様

に高橋・田辺とし、以降については当分高橋が継承し

て指名によるサブ幹事を毎年（or 毎回）おくこととす

る。 
出席者全員に、関心事・趣味等についてアンケート

をお願いした。本アンケートの内容は先に実施した神

奈川地区と同じ内容で、別途集計し文化活動委員会と

しての今後の活動に参考にして行く。 
懇親会（17：00～19：00）では、ビールで乾杯の後

各自それぞれ酒、焼酎、ワインなど好きなものを飲み

ながら、自己紹介では言い足りなかったこと等いろい

ろな話題で盛り上がった。太極拳 1 年余りでゴルフの

ドライバーの飛距離が 30 ヤードも伸び、しかもフェア

ーウェイを外さなくなったとの話で、太極拳を一緒に

やろうとの誘いなどもあった。出席者は（順不同、敬

称略）周藤仁吉、大西新二、日下浩次、片野弘之、金

原和夫、志村幸雄、川本佳史、向 喜一郎、栗原岩雄、

内海 忠、向井久和、川那部隆夫、高橋令幸、田辺 功
の計 14 名であった。 
２．第２回状況 
 会合（15：30～17：00）は、予定通り向井久和様の講

話で、演題は「Nanotech Japan の Web マガジンの話題

から」で、次の３テーマについてのプレゼンであった。 

参加者にとって大変参考になる話で感慨深かった。 
テーマ１：標的指向型ドラッグデリバリーシステム～

難治疾患標的治療への道の開花へ～ 
テーマ２：富士フイルムのライフイノベーションに向

けた挑戦～予防・診断から再生医療に展開

～ 
テーマ３：新たな分子検出センサーMMS（膜型表面応

力センサー）の開発 
興味のある方は文部科学省のナノテクプラットホー

ムのホームページ又は Nanotech Japan Bulletin のそ

れぞれ Vol.6, No.5、Vol.7, No3、Vol.7, No.1 を参照と

のこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 懇親会（17：00～19：30）は、向井様のプレゼンへ

の意見交換、各自の自己紹介、日本半導体産業の衰退

による諸問題、若さを保つためには体を動かし脳を使

うことが重要で、ダンス、太極拳、楽器演奏、囲碁将

棋等が推奨される等々。話題は尽きず和やかな中にも

楽しい時間を過ごした。出席者は（順不同、敬称略）

周藤仁吉、大西新二、日下浩次、金原和夫、志村幸雄、

向 喜一郎、栗原岩雄、内海 忠、向井久和、田中喜男、

高橋令幸、田辺 功の計 12 名で、溝上裕夫、川那部隆

夫の 2 名は当日急用による欠席となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回は来年の 3 月 7 日（土）に仮決めしました。コ

ミュニティへの出席者の倍増を目指して、如何なる施

策が取れるか、会員全体、多摩会幹事、文化活動委員

会で考えて行きたい。                        以上 

☆ 委員会報告 ☆ 
コミュニティ「多摩会」 
  （東京多摩 JR・京王沿線地区）活動報告 

文化活動委員会 高橋令幸 田辺 功 
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◆新入会員(2014.7.1 から 2014.9.30) 
・個人会員 

末田昭洋、田中秀憲、眞鍋亮子、石川静香、本田典博、

鈴木洋子、岡田譲二 （ご入会順、敬称略） 
・賛助会員 

日本 ISSI(同)、マイクロンメモリ ジャパン(株)、 
ラムバス(株)、(株)エイチ・ティー・エル、雷電(株)、 
(株)ニューフレアテクノロジー、 
(株)アーニス・サウンド・テクノロジーズ （ご入会順、敬称略） 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 
◆ご寄付芳名（敬称略、50 音順） 
・2014 年 7 月 1 日から 2014 年 9 月 30 日までに下記の方

からご寄付を頂きました。紙面をお借りして御礼申し上げ

ます。  田中喜男 
◆7～9 月実施行事 

7 月：  8 日 監査役会（中間監査） 
10 日 理事会、牧本氏受賞記念講演会&祝賀会 

8 月： 21 日 執行会議 
28日、29日 関西シンポジウム、オープンゴルフ 

9 月：  6 日 多摩地区コミュニティ 
 18 日 執行会議 
 19 日 賛助会員連絡会、特別講演会 

 20 日 YMK コミュニティ 
◆牧本氏受賞記念講演会を催しました 

前理事長の牧本次生氏が昨年末アルメニア共和国大統

領から「グローバル IT 賞」を受賞されたことはご承知のこと

と思います。これを記念して 7 月 10 日に受賞記念講演と細

やかながら祝賀会を開催いたしました。アルメニア共和国

からは特命全権大使ポゴシャン閣下、更には牧本夫人もご

出席いただきました。講演の後には牧本氏の人柄をたたえ

て青い薔薇の贈呈

を、祝賀会では牧

本氏の生い立ちの

スライドショーなど、

なかなかの盛況で

した。関係者の皆

様ご 苦労様で し

た。 
◆賛助会員訪問 

今年度も6月から7月にかけて賛助会員訪問を実施いた

しました。計画当時の賛助会員 51 団体の内 36 団体を 20
名で訪問いたしました。結果につきましては本誌賛助会員

連絡会報告を参照ください。 

◆地域コミュニティ活動 
7 月～9 月に多摩地区と横浜・町田・川崎地区のコミュ

ニティが開催されました。 
協会ホームページ 文化活動委員会から活動状況がご

覧いただけます。会員の皆様には、遠慮なくご参加いた

だき人の輪を広げる一助にしていただければ幸いです。 
◆ホームページ改良 

ホームページの改良の一環として、賛助会員宣伝バナ

ーを設けました。 
賛助会員の展示会や説明会、セミナー等のイベント案内

にリンクするバナーを SSIS トップページに設けました。 
掲載期間は原則、1 か月間とし、掲載費用は、無償です。 

◆今後の行事予定 
10 月：  9 日 理事会 

16 日 執行会議 
11 月：  6 日、7 日 半導体アドバンスト講座 

13 日 諮問委員会、講演会 
16 日～19 日 秋季見学会（台湾） 
20 日 執行会議 
27 日、28 日 半導体入門講座 

12 月： 11 日 予算審議委員会（2015 年度予算） 
18 日 執行会議 

◆事務局からのお願い 
個人会員の皆様へ： 

１）会員参加型請負事業（STaP）へのスキルマップ登

録をお願いします。プロジェクトを推進するに際して、

スタッフ探しに苦慮しております。多くの方に登録い

ただき、会員に幅広く参加の機会を提供したいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 
２）協会運営は、委員会活動が基本になっていることは

ご承知のことと思います。是非委員になって活動に

ご参加ください。 
ご質問等がありましたら遠慮なく事務局へお問い合わ

せください。 
連絡先：電話 03-6457-3245／e-mail info@ssis.or.jp 

   

会員状況（9 月 30 日現在） 
    個人会員 294 名  賛助会員 64 団体 
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