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日本半導体産業復興に関するコメント 
 

                                                                                                                           半導体産業人協会  理事長 橋本 浩一 
 

 我が国の半導体産業

は 80 年代の輝かしい

状況から 90 年代後半

からの失われた 20 年

を経て現在に至ってお

ります。原因は日米半

導体協定、市場、ビジ

ネスモデルの変化、経

営の問題等色々言われ

ておりますが、今回は

別の切り口から議論してみたいと思います。 
 
１）日本の人事制度 

もとより日本人は農耕民族、ボトムアップの思

考は体に染みついており、物つくり、QC の領域

は得意だが、トップダウン思考が必要な新製品、

新ソフトウエア開発はあまり向いていない。プロ

セス技術開発はムーアの法則に従って着実に行わ

れていたが、めぼしい新製品開発は少なかった。

私は日本と海外でそれぞれ長く働いた。一言で言

えば日本の人事制度は減点主義、海外のそれは得

点主義である。日本では失敗して × が付くと次

のチャンスが与えられない事が多く、従って安全

範囲に目標を設定し冒険はしない。アメリカは挑

戦して失敗しても必ずしも × はつかず、2 回目、

3 回目のチャンスが巡ってくる。私はアメリカで

2、3 回目の挑戦で大成功をおさめた例を身近で何

回も見てきた。 
 このあたりにアメリカから画期的新製品が出て

くる理由がある。従来日本の半導体は大きな電機

会社の一部門であった。半導体の経営は重電、通

信、コンピュータの経営と全く異なる。近年日本

にもルネサス等半導体専業メーカーが出現した。

彼らの半導体に向いた人事システム構築に期待し

たい。 
 
２）マーケットオリエンテッドな考え方 

前記日本人の特性、人事制度からマーケットオ

リエンテッドな思考が出てこない。どちらかと言

うと製造オリエンテッドであり、市場がそれを求

めているからでなく、これを作ったから売ってこ

いと言うことが多い。 
以下に私が経験したことをいくつか紹介する。 
 
a)アイルランド工場の設立 
 1973 年ごろアイルランドに半導体の組み立て、

選別工場を設立した。当時 EC 圏は存在しなかっ

たが、日本から輸出すると関税が 17%かかり、ヨ

ーロッパの工場からヨーロッパ圏に出荷すると関

税はゼロであった。当時ヨーロッパに顧客はおら

ず、工場で出来た製品は 100%日本に持ち帰って

いた。工場設立からだいぶ後にヨーロッパに販売

組織が出来た。 
 
b)アメリカへの ASIC 製品の拡販 

1983 年部長から呼ばれ、良い ASIC 製品が出来

たからアメリカで売ってこいと出向を命じられた。

持って行ったものは TI 社の PC と 300bps のモデ

ム、シミュレータはオハイオ州の GE 製コンピュ

ータに移植し、この道具立てで拡販に挑戦した。 
結果は一年間全く売れなかった。当時アメリカで

は EWS が製品化され、デイジー、メンター、シ

ノプシス、ケイデンスと言ったベンチャー企業が

半導体設計用のソフトウエアの開発を始めた。 
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これを採用するしかないと日本から 20 名ほど

主任クラスのソフトウエア技術者を派遣してもら

い、前記ベンダー各社と共同開発を行い OPEN 
CAD SYSTEM を構築した。またお客を回り顧客

の要求を日本の開発部隊に発信し、市場オリエン

テッドな製品開発をお願いした。これが前記

OPEN CAD SYSTEM と相まって 1998 年 ASIC
製品の売り上げを世界一にすることが出来た。 
 
c)サムスン電子社の携帯電話 

2000 年の初めサムスンは全く携帯電話用半導

体を持っていなかった。但し彼らはアメリカに強

力なマーケティング組織を構築し、世界標準のプ

ロトコルの調査を行っていた。当時日本は日本固

有のプロトコルを採用し 10 社以上が小さなパイ

を取り合っていた。この結果は現在サムスンの一 
人勝ちである。 
 
d)日本ファンダリー準備会社 

2006 年日立、東芝、ルネサスの出資によりこの

会社が設立され私は社長を務めた。当時の大半の

議論は 65nm において high speed process を採用

するか、low power process を採用するかに費や

され、工場を埋めるべき製品は誰かが持ってきて

くれるとの認識であった。結果ビジネスプランが

描けず失敗に終わってしまった。日本の半導体産

業にとってまことに残念なことであった。 
 

e)HDD ビジネス 
ファンダリー会社の後しばらく日立にお世話に

なった。上層部から HDD ビジネスのアドバイス

を求められタイの製造工場を視察した。現地社長

は工場が黒字ととても誇らしげに報告した。しか

し現実は売価が工場原価を下回っており、販売部

門に大きな赤字が蓄積されていた。日立がこの事

業を手放したのは真に賢明な判断であった。 
 

 以上、人事制度とマーケティングについて述べ

てきた。 
 

人事制度に関しては会社からでは遅いかもしれ

ない。私事で恐縮であるが息子は小学 1 年から 4
年までは日本の教育を受けた。質問が好きで何か

と先生に食い下がり、質問しまくった。結果日本

では先生にとても嫌われてしまった。5 年生から

アメリカの小学校に通い、相変わらず質問を繰り

返し、Mr. Question と呼ばれていたが、先生が息

子の質問を中心に授業を進めてくれ、アメリカが

とても好きになった。人事制度だけでなく教育制

度も変えないとアメリカ的なイノベーティブな発

想が生まれてこないかもしれない。 
 いつも牧本前理事長がおっしゃっている”半導

体なくして日本の未来は無い、ネバーギブアップ

“のとおり半導体の大切さは今も、10 年後も 20 年

後も変わらない。 
人事制度、マーケティングはオーバーナイトで

解決する問題でないが、ここをしっかり押さえて

おかないと、長期の半導体産業の繁栄は確立でき

ない。日本の半導体産業が末永く発展するよう、

その基礎をしっかり築く事を祈念し、半導体産業

の応援団として今年もサポートして行く所存であ

る。 
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1901～
1950年

1951～
2000年

2001～
2014年

計

米国 28 167 53 248

英国 30 38 10 78

ドイツ 38 25 6 69

フランス 15 10 6 31

日本 1 5 13 19

スウェーデン 7 9 0 16

スイス 8 6 1 15

その他 37 45 17 90

表１　国別自然科学分野 ノーベル賞受賞者数

(注）文部科学省資料より作成。　南部陽一郎、中村修二両氏は

米国籍なるも日本とした。

  

 
            左よりノーベル物理学賞を受賞した、赤﨑勇、天野浩、中村修ニの各氏 

 
１．「基礎研究後進国」の汚名を晴らす快挙 

２０１４年のノーベル物理学賞は青色発光ダイオー

ド（ＬＥＤ）の発明と実用化に貢献した赤﨑勇名城大

教授、天野浩名古屋大教授、中村修二米カリフォル

ニア大サンタバーバラ校教授の３人の日本人研究者

（ただし中村氏は現時点で米国籍を取得）に授与され

た。近年、日本の半導体産業が生産・市場展開の両

面で苦戦を強いられていることを考えると、勇気百倍

の快挙であり、今回の授賞を契機に往時の活況を少

しでも取り戻せるなら幸いだ。 

戦後７０年を数えて「基礎研究後進国」の汚名を晴

らしつつあるのも予期せぬ成果の１つ。実際、２１世紀

に入ってからの自然科学系ノーベル賞３賞（生理学・

医学、物理学、化学）の受賞者数は表１に示すように、

別格の実力国の米国（５３人）は論外としても、日本は

今回の３人を加えて１３人に達し、英国（１０人）、ドイツ、

フランス（各６人）を上回るナンバー２の地位にある。伝

え聞くところでは、ここ数年、日本人候補者は増加傾

向にあり、次年以降への期待度も高い。 

それはともかく、私自身にとっても快報に映ったの

は、赤﨑氏を始めとした受賞者諸氏が、取材や原稿

執筆を通してお世話になった方ばかりであり、その点

で江崎玲於奈氏の同賞受賞の場合と重なり合う。  

江崎氏がトンネルダイオードの研究で１９７３年に受賞

した際には、直後に氏がフェローの任にあったＩＢＭ 

ワトソン研究所を訪ねインタビューや研究室の写真取

材に応じて頂いた。今回の場合も、もし現役の編集者

ならどんな対応をとったかと、あれこれ夢想している。 

振り返って、１９９７年には赤﨑氏の編書で『青色発

光デバイスの魅力』（工業調査会 K ブックス）を刊行し、

LED はもちろんレーザーダイオード、ＥＬ、光二次高調

波発生（ＳＨＧ）など青色デバイス全般の開発動向と

将来性を俯瞰している。ＬＥＤに限ってもＧａＮ系とＺｎ

Ｓｅ系が別章で詳しく解説されており、国内最初の成

書として広く読まれた。一方、私個人の著作『誰が本

当の発明者か』（講談社ブルーバックス、２００６年）の

第５章「並び立つ発明者」の一節で、特に青色ＬＥＤを

取り上げ、「元祖・赤﨑勇と開発者・中村修二」のタイト

ルの下に両氏の考えの立脚点や取り組みの違いを私

なりに解説している。また、同じく『世界に勝てる！日

本発の科学技術』（ＰＨＰサイエンスワールド新書、２０

１１年）では、第Ⅱ部「２１世紀を担う日本発の科学技

術」の一章で「青色 LED――固体照明時代の先導役」

を取り上げ、章末で今回の受賞を予知して、こんな私

見を述べている。 

「この技術革命の推進力になった 2 人の研究者にノ

青色LED のノーベル物理学賞受賞と若干の私見 

技術ジャーナリスト（協会顧問） 志村 幸雄
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ーベル物理学の呼び声が高いが、まだ実現していな

い。日本経済新聞の文化欄『歌壇』に登場した『２００

９年の秀作』で選者の岡井隆が、こんな短歌を紹介し

ている。 

ノーベル賞知る由もなき海月（くらげ）たち今夜も発

す青き光を        東賢三郎」   

この作者の見果てぬ夢が、今回ついに正夢になっ

たのである。ちなみに同書には私が注目する「日の丸

先進技術」として１２項目を取り上げているが、このうち

鉄系高温超電導体の細野秀雄 東工大教授、光触

媒の藤嶋昭 東京理科大学長らが青色ＬＥＤの成果と

並んで今回のノーベル賞候補に挙げられたのは、偶

然の符合と言うべきか（前掲の拙著２冊は電子書籍化

されており、端末を通して購読可能）。 

 

2．「不可能」を可能にした赤﨑・天野両氏の執念 

ノンフィクション作家、最相葉月の『青いバラ』を開く

と、「ブルーローズ」は「不可能、ありえないもの」を意

味するとあり、「不可能であったはずの青いバラが現れ

たら、２１世紀の辞典はこの訳語をどう書き換えるのだ

ろう。夢の実現、それとも夢の喪失」と読者に問いかけ

ている。結論だけを記すと、バラには赤やオレンジの

色素はあっても青の色素がなく、いくら掛け合わせて

も「青く見える花」しかできない。しかし、日本の研究者

たちは、最新の遺伝子組み換え技術を駆使すること

により、「不可能」だったはずの「青いバラ」を見事に可

能とし開花させた。 

ＬＥＤについても同じことが言える。米ゼネラル・エレ

クトリック（ＧＥ）社のＮ．ホロニアック氏が１９６２年、  

ＧａＡｓＰの３元化合物半導体を用いて赤色の発光現

象を初めて確認して以来、黄色、橙色、緑色などを実

現したが、ひとり青色ＬＥＤの開発・実用化だけは遅々

と進まず、内外の専門家の間でも「２０世紀中の工業

化は不可能」などと半ば絶望的に論じられてきた。 

ところが、その２０世紀のうちに３人の日本人研究者

がそれぞれ独自の立場から、そのジンクスを打ち破っ

て世界を驚かせた。 

中でも大学を拠点にして基礎研究の立場から青色

ＬＥＤ実用化の突破口を切り開いたのが赤﨑勇・天野

浩両氏のグループだった。その先導役の赤﨑氏は  

１９５２年に京都大理学部を卒業後、神戸工業（現在

の富士通テン）に入社し、電子管材料の研究を担当

した。折から白黒テレビの試験放送が始まり、ブラウン

管用蛍光体の研究に取り組む。この蛍光体はＣｄを含

むＺｎＳで、テレビの映像は、この蛍光面に電子線を照

射して発光させたものだ。この研究を通して赤﨑氏は

「ルミネッセンス」の不可思議さに興味を覚え、特に計

測の仕事に携わっている。 

だが赤﨑氏にとっての悩みの種は、この蛍光体粉

末の再現性が悪いことで、材料的にもっと素性のよい

ＺｎＳ単結晶膜のようなものをつくれないか、と考えた。

やがて氏は、その望みをかなえようと半導体単結晶の

研究に着手、それも発光素子の研究に携わることにな

るが、この体験こそが、次なるステップの布石となっ

た。 

赤﨑氏が念願の研究を開始したのは、名大工学部

で助教授職などを務めた後の１９６４年、松下電器東

京研究所（後の松下技研）にスカウトされてからだ。ち

なみに、私が松下電器東京広報部の案内で赤﨑氏

に初めてお目にかかったのも、この頃のことだ。東北

大教授から転身した小池勇二郎氏が２代目所長とし

活躍されていたのを今も覚えている。同研究所で赤﨑

氏は新材料探索の研究室長として、各種化合物半導

体の光デバイスとしての可能性を探る。その中で出会

ったのがＧａＮだった。 

研究者の間では、窒化物半導体が青色発光の有

力材料になることが早くから知られていた。その決め

手になったのが、この材料が持つバンドギャップの大

きさ（３．４ｅＶ）である。赤や緑に比べて波長の短い青

色を発光させるためには、電子をより高いエネルギー

位置から落下させて正孔と結合させねばならない。ワ

イドギャップ半導体の代表格のＧａＮは字義通りその

条件を満たしていた。 

赤﨑氏がこの研究に本格的に着手したのは１９７３

年のことだが、研究は一筋縄には進まず悪戦苦闘が

続く。何しろＧａＮは融点がダイヤモンド並みに高いた

め、結晶の作成が容易ではなく、結晶性も悪い。目指

す素子を形成するためには、基板上に薄膜を幾重に

も重ねねばならないが、相性のいい基板材料が見つ

からない。そのため１９７０年代も後半に入ると結晶の

作成が容易なＺｎＳｅを選ぶ研究者が多数派を占め、

ＧａＮはむしろ少数派の扱いを受けるようになる。 
しかし、「青色発光はＧａＮ」との信念に燃えた赤﨑

氏は、有機金属気相成長法のような手段を用いれば、

誰にもできなかった良質な結晶が得られるに違いない、

と考えた。 
その頃だったか、赤﨑氏から「私は論語にある、 

『       』という言葉を大事にしている」という話を

聞いた。広辞苑を開くと「外見の美と実質とが適度に

まじって調 和しているさま」とある。察するに、青色   

ＬＥＤの実現には物性的にＧａＮが最適と突き止めたも

のの、取り扱いの難しい素材で良質な結晶がつくれな

文質
ぶ ん し つ

彬
ひん

彬
ぴん
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図１ 世界初の GaN・PN 接合型青色 LED(1989 年) 

（赤﨑『青い光に魅せられて』より） 

い。多くの研究者が他の素材に足場を移す中で、氏

は表面のきれいなＧａＮ薄膜に仕上げれば、電気特

性も間違いなくいいはずだと考えて、以後、終わりの

見えない研究生活が続く。論語の教えはそんな体験

から生まれた、自らへの戒めの言葉であり、励ましの

言葉ではなかったか。 
話を元に戻すと、赤﨑氏は１９８１年５月にＭＩＳ型と

いう特殊な構造を採用して発光効率０．１２％、光度  
２ｍｃｄの青色ＬＥＤを試作している。ただ、この程度の

明るさでは実用化に程遠いばかりか、半導体素子本

来のＰＮ接合型を採用していないことにも不満が残っ

た。 
赤﨑氏の構想が大きく前進したのは、同年に再び

名大工学部に戻り、教授として研究を続行するように

なってからだ。大学院生の教え子の中に、その後逸材

として共同研究に加わり、しかも今回の受賞の栄誉に

浴した天野浩氏がいた。その天野氏の強力なサポー

トを得て、あみ出された手法がサファイア基板上にＡＩ

Ｎという別の素材を使った層を低温で形成、それを介

して高品質のＧａＮ膜を成長させる方法である。この層

はバッファ層と呼ばれるもので、サファイアとＧａＮとの

間にあった格子定数上のミスマッチが解消され、高輝

度発光への足がかりができた。 
赤﨑氏らの業績でもう１つ高い評価を得ているのは、

ＰＮ接合型の素子形成に不可欠なＰ型ＧａＮ膜の実現

である。一般の半導体では、Ｎ型半導体にＰ型不純

物を注入すると、Ｐ型半導体になる。ところがＧａＮは

頑固な材料でＰ型不純物を入れてもＰ型半導体にな

らず絶縁物になってしまう。そこで赤﨑氏らはＭｇ添加

のＧａＮに電子線を照射することでＰ型半導体化を図

り、ＧａＮによるＰＮ接合型ＬＥＤを世界で初めて実現し

ている。１９８９年のことだ。 
図１は同ＬＥＤの外観、電流―電圧特性で、立ち上

がり電圧がばらついていては実用に向かないが、この

ＬＥＤでは理論通りに３．３Ｖ程度の電圧できちんと電

流が立ち上がっている。赤﨑氏は、この曲線をオシロ

スコープで確認した瞬間を「本当にうれしかった」と喜

色満面に語り、素子から発光した青色光を目のあたり

にして「この時の感動は生涯忘れません」と振り返る。 
昨年１２月上旬、ノーベル賞授賞式に参列した赤

﨑氏は記者団から感想を求められて「長い道のりだっ

た」と、こもごも語っている。青色ＬＥＤはその意味でも

「執念が生んだ、文字通り光輝く青色光」だった。 
紙面の都合で詳述しないが、赤﨑・天野グループ

の研究成果は新技術開発事業団を介して豊田合成

によって工業化された。産学官連携の格好のお手本

である。 
 
３．工業化で決定的役割を果たした中村修二氏 
赤﨑・天野グループの研究とは別個に青色ＬＥＤの

開発に取り組み、この素子の実用化に貢献したもう  

１人の研究者が中村修二氏である。徳島県阿南市を

拠点にした日亜化学工業時代には同ＬＥＤの工業化

に必要ないくつかの独創的な発明をあみ出し、若手

研究者ながら早くも頭角を現した。 
その中村氏が同社を辞めて前記カリフォルニア大

教授に赴任して間もなくの２００１年８月、古巣の日亜

化学に対し巨額の発明対価を求める裁判を起こして

話題になったことは記憶に新しい。 
中村氏が在籍した日亜化学はもともと蛍光体製造

の国内大手だった。金属Ｇａの精製を手がけていたこ

ともあって、半導体材料としてのＧａＮの研究を進める

には好都合だった。地元の徳島大工学部で結晶成

長を学んだ氏は１９７９年に入社以来１０年間ほどは 

ＧａＡｓや ＧａＰの結晶作成に取り組んでいる。 
とはいえ、これらの材料はすでに既存の大手半導

体メーカーが手がけており、新進の中小企業には勝

ち目がなかった。そこで氏は「どうせやるなら大手企業

が手がけていないものをやろう」と考え、１９８８年に「半

ばやけくそ気味に手がけた」のがＧａＮだった。 
折よく、米フロリダ大学に招かれていた徳島大の 

酒井士郎助教授（当時）の仲介で、中村氏は同年  

４月から約１年間、同大学に留学する機会を得て、主

として結晶薄膜作成に必要な気相成長の基礎を学ん

でいる。一方の日亜化学側も中村氏の帰国に合わせ

て有機金属気相成長装置を購入し、会社挙げての研

究態勢を整えている。同装置は、たとえばＧａを含んだ

有機化合物を分解し、基板上にＧａＮなどの薄膜を成

長させることができる。 
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図２ ツーフロー方式製膜装置（中村） 図 3 高輝度 PN 接合型 LED の構造 

(中村）  
といっても、サファイア基板上にＧａＮの薄膜を成長

させようとしても、なかなか良質のものが得られない。

そこでこの装置を改良しようとして考案したのが、前記

裁判の一大争点になった「ツーフロ一方式製膜装置」

（図２）だった。発明にあたって中心的役割を果たした

のが中村氏で、いわゆる「４０４号特許」として成立して

いる。 
この装置は、その名称通りガスの流れを２つ持ち、

横方向から原料ガスの有機金属 ＧａやＮＨ３、Ｈ２など

を流し、上方から押圧ガスとしてＮ２などの不活性ガス

を吹き込む。すると原料ガスの流れを不活性ガスで上

から押さえつけて、均一で高品質の膜が得られる。 
同装置の完成によって、１９９０年９月には高品質の

ＧａＮ結晶膜、１９９１年３月頃にはバッファ層として最

適の低温ＧａＮ層の作製に成功している。後者は赤﨑

氏らによるＡＩＮバッファ層の開発を一歩前進させたも

ので、工業化の有力手段となった。 
中村氏のもう１つの大きな成果は、ＧａＮのＰ型半導

体化に通常のアニール、すなわち加熱処理を適用し

て実現可能にしたことだ。先行の赤﨑氏らは電子線

照射による方法を考案して成功に導いているが、中村

氏は６００℃前後でアニールすれば、電子線を用いな

くてもＰ型化できることを見いだし、工業化への可能性

を高めた。 
日亜化学が１９９４年に製品化した青色ＬＥＤは、こ

のような技術の積み重ねに加えて、図３に示すように

発 光 層 にＩｎＧａＮ、その上 下 にクラッド層 としての   

ＡｌＧａＮのダブルヘテロ（二重異種）構造を採用して

実現した。室温連続発振の半導体レーザーなどから

学んだ構造である。 
この種の構造を採用することにより、電子と正孔とを

小さな領域に閉じ込めて密度を上げ，効率よく結合・

消滅させることが可能になった（ちなみに赤﨑氏らは 

ＡＩＧａＮとＧａＮの組み合わせで同構造を作製）。実際、

その効果は大きく、日亜化学で中村氏が製品化した 
ＬＥＤの量子効率は２．７％、発光輝度も１．２ｃｄで、従

来のＳｉＣ青色ＬＥＤの１００倍にのぼった。 
 

４．３人の業績の関係性、赤・緑色ＬＥＤの評価 etc 
以上、ノーベル物理学賞受賞の栄誉に輝いた青色

ＬＥＤの発明と実用化に至る経緯をたどったが、２つの

研究グループによる快挙が奇しくも日本人研究者だ

ったとは大変誇らしいことである。２つのグループの役

割分担をあえて指摘するなら、冒頭にも少し触れたよ

うに赤﨑・天野両氏のグループは半導体材料の研究

者として、この発明の糸口を開き、特に「川上」の基礎

研究ないし基礎技術の面で大きな足跡を残した。他

方、中村氏は企業に属する研究者の立場から「川下」

の実用化研究、量産技術などの面で数々の成果を上

げた。誤解を恐れずに言えば、同じ青色ＬＥＤの発明

者でも、赤﨑氏らは「科学」の側面から、中村氏は「技

術」の側面からアプローチし、それにふさわしい実績を

収めたと評価できる。 
両グループの関係性は、互いに連続性を保ち、し

かも相互補完的だったと言える。参考までに図４に 

『２００５年版科学技術白書』所収の「ＧａＮ青色ＬＥＤ

の技術進化」とうたった図表をそのまま示す。 
ここで若干私見を述べると、日亜化学側が中村氏

から発明報酬提訴を受けた際、問題の４０４号特許に

関して「当社の工業化にまったく役にたっていない」と

否定的な見解を述べているのは、いま 1 つ理解に苦し

む。量産化が進んだ今日では、かりにそうだとしても、

中村氏の発明が工業化の重要な引き金になったこと

は動かし難い事実である。科学ないし技術の世界で

は、実用化のブレークスルーに寄与した者の努力に

最大限の敬意を払わねばならない。 
 

基板  
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今回の授賞を契機にして、一部メディアは発明者

間の角逐を伝えていたが、意気軒高で一番若い中村

氏が授賞式を前にそんな噂や過去の発言を振り払う

ように懐の深いところを見せていたのは良かった。 
ちょっと興味深かったのはその中村氏が受賞インタ

ビューに応じて「もう取れないかと思っていた。これまで

は基礎理論の研究で受賞したものがほとんどで、もの

づくりでは無理なのかと半ばあきらめていた」と打ち明

けていることだ。 
中村氏がもともと蛍光体メーカーで半導体の研究

開発に着手し、青色ＬＥＤの実用化を図るため特に 

ＧａＮの結晶製造技術や、素子の量産技術の確立に

長年取り組んできたことを考えると、はからずも口をつ

いて出た率直な感想ではなかったか。 
一般通念として、ノーベル賞の中でも物理、化学、

生理学・医学の自然科学３賞は、自然界のしくみの研

究や新原理・新現象の発見にかかわる業績に与えら

れ、その限りで中村氏も指摘するように、技術よりも科

学、開発・製品化研究よりも基礎研究の成果が重視さ

れる。 
しかし私の見るところ、ここ十数年、ノーベル賞の授

賞対象には明らかに変化の兆しが生じている。その変

化は一言でいうなら、研究開発のリニアモデルの「川

下」に位置する応用開発や産業化への寄与度に着目

し、しかも社会的なインパクトの大きさに配慮していると

いう事実だ。 
そのいい例が２０００年の授賞対象で、物理学賞は

集積回路（ＩＣ）と半導体レーザー、化学賞は導電性ポ

リマーと、いずれの場合もその時点で産業化され、身

の周りで使われているものばかりだった。 

ＩＣの場合などは、単にトランジスタの集積体にすぎ

ず、物理的な新知見の発見にも乏しいとの見方が流

布していて、発明者の Ｊ．キルビー氏自身も長らくそう

思い込んでいたふしがある。実際、私が氏にインタビ

ューした際にも、「自分は、あくまでは技術者であり、そ

んな賞には縁がありそうもない」と話していた。 
にもかかわらず、２０世紀最後の年に半導体レーザ

ーとともに受賞した理由は「ＩＴ（情報技術）革命」の原

動力となり、地球規模のイノベーションを引き起こした

からにほかならない。 
科学と技術の相互関係の変化にも注目したい。私

は２１世紀のイノベーションのあり方を「サイエンス型イ

ノベーション」という言葉で説明しているが、これは最

新の科学的成果が技術開発の場で主体的な役割を

演じることを意味する。新しい科学的成果に依拠した

ものだから、総じて新規性や急進性に富み、社会的な

影響力も大きい。 
その意味でも、日本発の青色ＬＥＤの実用化によっ

てもたらされた「固体照明革命」の意義は大きく、今後

の展開に期待がかかる。 
最後に、今回の授賞の発表直後に米国の企業や

研究者らから、「彼が選から漏れたのはおかしい」とい

う声が上がった一件がある。彼とは「ＬＥＤの父」と称さ

れ、現在なお米イリノイ大名誉教授の任にある、前述

のホロニアック氏のことだ。なかでも、エジソン発明の

白熱電球の流れを汲み、ホロニアック氏の成果の母

胎となったＧＥライティング社のＭ．シルベスター社長

は「３人の画期的な業績はノーベル賞にふさわしい」と

述べながらも、「（彼らの業績と）すでに発明されていた

赤色、緑色ともの組み合わせが、２１世紀の世界の見

え方を根本的に変えたのだ」とコメントしているのは意

味深長で示唆的である。 
この件については私も日本経済新聞や日経産業

新聞に私見を発表しているのでここでは繰り返えさな

いが、結論だけを示すと、たしかにホロニアック氏の貢

献度は大きい。しかし同時に、赤、緑の高輝度化を図

るため温度差法液相成長技術や蒸気圧制御法など

を採用し、技術面で決定的な役割を果たしたのは西

澤潤一東北大名誉教授だった。とりわけ後者の手法

を駆使して現用の緑色ＬＥＤの基盤づくりに貢献した

氏は今日、緑色の実質的な開発者として広く認めら

れている。 
もっとも、ストックホルムの王立科学アカデミーは、こ

う弁明するかもしれない。 
「何しろノーベル賞の椅子は３っしか用意されて

いませんので」 

均一ＧａＮ薄膜
バッファ層開発

１９８５年
ＡＩＮバッファ層

赤﨑・天野

１９９１年
ＧａＮバッファ

層
中村

企業化・量産化の
ための

ブレークスルー

第１の
ブレークスルー

Ｐ型ＧａＮ膜開発
１９８８～１９８９年

電子線照射
赤﨑・天野

１９９２年
熱処理
中村

ＩｎＧａＮ結晶

図４ ＧａＮ青色ＬＥＤの技術進化

（注）『２００５年版 科学技術白書』 より引用

１９８８～１９８９年
青色発光ＩｎＧａＮ

松岡

第２のブレークスルー

１９９３年
ＩｎＧａＮダブルヘテロ構造

ＬＥＤ
中村

第３のブレークスルー
高輝度青色ＬＥＤ

商品化
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新年あけましておめでとうございます。 
みなさまに於かれましては、健やかに、穏やかな新年

を迎えられましたこととお慶び申し上げます。 
さて、私が半導体産業人協会に入会し、初めて参加さ

せて頂きましたのは、2013 年の大阪のイベントでした。 
ここで遭遇したのは、日本の半導体産業の活性化の

実現のための大きな目玉の一つとして注目を浴び始め

た『ミニマルファブ』に関するパネルディスカッションでし

た。画期的なアイディアに感動、共感いたしました。日本

の半導体産業の繁栄、発展の中核におられた方々が、

『ミニマルファブ』にかける情熱を熱く語り合っていた状

況を思い出します。 
日本の半導体製造装置は、世界市場で大きなシェア

を持ち、日本の製造装置なくして半導体製造は有り得な

いといっても過言ではないと思います。この製造装置群

の中核を支える中堅企業の方々の英知を結集したもの

が、この『ミニマルファブ』だと思います。その斬新な発想

と綿密なマーケティングに基づいた装置設計は、クリー

ンルームレスのコンセプトと併せ多くが期待するもので、

フルラインの完成間近と聞き、胸膨らむ思いでおります。 
小職は、2014 年 7 月から SEMI ジャパンの立場で仕

事を始めましたが、そのなかでの最大のイベントである

2014 年 12 月の東京ビッグサイトでの SEMICON 
Japan 2014 でも最も人だかりができたのが、『ミニマル

ファブ』のブースでした。2013 年の倍以上の来場者があ

ったと聞き、ブースの盛況

を目の当たりにした実感と

併せ嬉しく思いました。 
この SEMICON Japan

は近年、装置の実機展示

が益々減少傾向にある中

で、『ミニマルファブ』は実

機が全てならび、説明の

方々がそれぞれの装置の

傍らに立ち、熱の入った説

明をされていたのは印象

的でした。 
 日本の半導体産業は、

残念ながらここ数年、どち

らかというと活況とは程遠

い状況で推移してきました

が、再び成長に転じ世界

でのポジションを取り戻す 

 
可能性は大きいと考えています。その牽引役の一つがこ

の『ミニマルファブ』になると思います。 
日本の半導体市場環境をみてみますと、半導体装置、

材料は、世界で大きなシェアを確保してきました。数多く 
のキーとなる装置、材料でトップを占めており、今後もこ

の優位は続くと思います。 

 
 

さらに、デバイス製造技術に於いては、その多様性と

最先端性の面で世界一と言っていいと思います。 
日本在の FAB の生産能力は 200mm に換算すると、月

産 400 万枚を超え、世界一になります。200mm の Fab
そのものも世界一の生産能力になります。 

2015 年は、半導体市場は大きく成長すると予想され

ます。2016 年以降も、これからの Internet of Things
の時代を背景にして急速な成長が予想されています。 
 
 

 

日本半導体産業への思い 
SEMI ジャパン 代表 中村 修 

図表１ Japan with Strong Supply Chain(出展 SEMI）

図表 2 Japan Fab Capacity with Diversity (出展 SEMI） 

Americas   China    Europe&Mideast   Japan        Korea        SE Asia       Taiwan

① Analog、② LED、③ Discrete、④ Foundry、⑤ Logic。⑥ Memory、⑦ MEMS

①

⑥

⑤

④

③

②

⑦
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このなかで、装置に対する設備投資も大幅増が予想

され、日本の製造装置メーカーは大きな役割を担うこと

になります。 

 
 
 このような環境の中で、SEMI ジャパンの役割として、

日本の半導体産業が元気になるためのお役に立ちたい

と考えています。 

 
 

SEMI は、グローバルな工業会であり、活動の範囲を

世界に広げ、海外の拠点とも連携をして行くことができ

ることも特徴です。 
会員企業の数は、日本で約 350 社、世界で約 2000

社であり、絶大なるご支援を頂いています。その内訳は、

装置メーカー、材料メーカー、デバイスメーカー、関連

団体等になります。 

 
 
2015 年は、これら会員企業の方々のご意向を踏まえ、

市場、技術動向等の情報提供、交換そして会員企業相

互交流の『集い』の場の提供に努めて参ります。また、注

目される最先端技術交流会、それらに積極的に取り組

む先進企業の活動の発表の機会をそれらに組み合わせ、

取り組んで参ります。 
 これらを定期的に日本各地で実施することにより、会員

企業そして関連企業の方々が語り合い、日本の半導体

産業が世界から注目を集める市場として、活力を強めて

いくことにつながることを願っております。 
SEMICON Japan は、年に一回の大きな展示会とし

て、それらの活動の集大成としてあらたな企画を積極的

に盛り込んで参ります。 
世界各地の SEMICON との連携により、グローバル

に相互に交流することで、日本の半導体産業への注目

度を一層上げて行くことにも努めて参ります。 
何卒宜しくご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。 

 
 
 この 2015 年が、日本の半導体産業の活況への道筋に

つながる大いなる年になりますことを確信するとともに、

みなさまのご健勝を心より祈念申し上げます。    
 
 
 
 
 
 

図表 5 SEMI The Global Association  (出展 SEMI） 

図表 3 Semiconductor Cycle (出展 SEMI） 

図表 4 SEMI Year End Equipment (出展 SEMI）

図表 6 SEMI Global membership (出展 SEMI）
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内容 
1．マイクロンの歴史 
2、マイクロンの現在の姿 
3、マイクロンの今後の戦略 
 
１．マイクロンの歴史 

Micron Techonology Inc.(マイクロン)は、1978 年 10 月

にアイダホ州のボイシ(Boise)で4名でのDRAMのファブレ

ス会社として設立されました。アイダホは農業が盛んで、ポ

テト王のシンプロットがマイクロン設立にあたり最大の出資

者で、シンプロットは 2000 年までボードメンバーでした。ピ

ュアなメモリメーカとして、メモリ産業における熾烈な戦いを

生き延びて、2013 年度現在は、売上高 9.0 B$、従業員 3
万人、26,000 のパテントを保有する企業に成長してきまし

た。(図 1) 
マイクロンの沿革を図 2 に示します。設立後、DRAM は

急成長の時期になり、1984年にNASDAQに株式を上場し 

ました。1984 年にはマスク枚数の少ない、世界で最も小さ

い 256kDRAM を世に出し、その後も DRAM は成長を続

け、マイクロンは 1994 年には FORTUNE 500 社に入るよ

うになりました。この 1994 年にスティーブン・アップルトンが

COO に就任、1995 年には CEO に就任しました。この頃、

日本では、日米半導体協定により国内需要の 20％を海外

製の半導体を購入することが必要で、また 1996 年～97 年

の半導体不況により、1997 年～98 年が日韓の勢いの分か

れ目になったと思われます。 
1998 年には、TI 社の半導体メモリ事業を買収し、グロー

バルな製造拠点を持つに至りました。日本でも神戸製鋼所

と TI 社の合弁会社 KMT セミコンダクター(元 KII セミコン

ダクター)の西脇工場でもMIcronブランドのDRAMを製造

することとなりました。 
21 世紀に入りマイクロンは、ボード改革を行い 7 人のボ

ードメンバーで、定例の取締役会に加えて年に 1 回 2 日間

かけて中期計画を策定する等、組織的に早い判断を行い、

積極的にDRAM先端製品の開発及びM&Aによる製品群

拡大を行ってきました。この一環として青木も 2006 年にボ

ードメンバーに参画しました。 
2002年には、世界で最初の1GDRAMを開発し、またバ

ージニア州にあった東芝の DRAM を製造するジョイントベ

ンチャーであったドミニオン・セミコンダクタ

ー社を買収しました。2006 年には、インテ

ル社と合弁で NAND フラッシュメモリを生

産する IMFT を設立し、50nm を最初に適

用した NAND のサンプルを出し、2007 年

にはシンガポールで NAND フラッシュメモ

リの製造拠点を確立しました。また、2006
年には、フラッシュメモリの製品ポートフォリ

オの拡充のため、Lexar Media 社の買収

も行いました。2007 年には、世界で最初の

1G & 2G DDR3 の製品化も行っています。

2008 年には、台湾の Nanya 社と DRAM
で合弁の Inotera Memories を設立、

2013 年からは、マイクロンが Inotera の製

品全てを購入しています。2010 年には、イ

ンテル社と ST マイクロエレクトロニクス社の 

マイクロンの戦略 

マイクロン ジャパン株式会社 代表取締役 青木 昭明 

本講演記事は賛助会員連絡会(2014年9月19 日)の特別

講演として、マイクロン ジャパンの代表取締役 青木 

昭明 様にご講演を頂きました。その講演要旨を編集委

員長 周藤が以下のような記事にしました。 

図 1 
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合弁会社 Numonyx 社を買収し、NOR フラッシュメモリ事

業に参入しました。 
2012 年2 月に CEO のスティーブン・アップルトンが自家

用飛行機の事故で急逝し、後任としてマーク・ダーカンが

CEO に就任しました。2012 年 2 月のエルピーダメモリの経

営破たんに伴い、マイクロンによるエルピーダメモリの買収

が 2013 年に完了しました。エルピーダメモリの買収につい

ては、以前からスティーブン・アップルトンとエルピーダメモ

リの坂本社長の間で統合の話があったもので、スティーブ

ン・アップルトンの急逝により紆余曲折はありましたが、望む

形に落ち着いたと言えます。 
以上のように発展をしてきたマイクロンにおいて、以下の

点が特徴的と思われます。 
・人を大事にする企業であり、一人一人のキャリアプランを

考え、人事部の面倒見もよく、従業員の勤務年数も長くな

っています。 
・特許戦略を経営の中で重要視している。特許出願数で毎

年トップ 10 に顔をだしている。 
・工場の建屋に不必要なお金をかけない事や常にマスク枚

数を最小にするなどコスト意識が高い。 
・Headquarters の権限が強い。 

 
２．マイクロンの現在の姿 

現在のマイクロン

のリーダーは、マー

ク・ダーカンが CEO
に就き、マーケティン

グに強いマーク・ア

ダムスが、President
に就いています。 
(図 3) 

会社の組織は、カ

スタマーにフォーカスした組織となっており、分野別のビジ

ネスユニットをラインにおき、それに製品別グループが横串

の形になっています。 
製品は、DRAM、NAND を中心とした不揮発性メモリ、

その他のコントローラーの三つに分かれています。 
ビジネスユニットは、モバイル(全体売上高の 20%弱)、自

動車等のエンベデッド(12%)、ストレージ(20%強)、コンピュ

ータ&ネットワーク(47%)の四つに分かれています。 
拠点は、発祥の地アイダホ州ボイシ市に Headquarters

と開発拠点があります(図 4)。 
 

図 2 

図 3  Mark Adams   Mark Durcan 
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生産拠点は全世界にグローバル展開しておりトータルで

13 拠点あります。内訳は、米州に 5 拠点、欧州に 1 拠点、

アジアに 7 拠点となっており、最大の拠点はシンガポール

で DRAM、NAND フラッシュメモリ、NOR フラッシュメモリ

の生産及びパッケージ・テストを行っています。日本には、

エルピーダメモリの工場であった DRAM 生産の広島、バッ

クエンドの秋田の 2 拠点があります。  
メモリのマーケットは、順調に成長しており、従来 メモリ市

場を牽引してきた PC はもとより、サーバー、ストレージ、モ

バイル、自動車、グラフィクス、ネットワーク、医療の分野に

広がりつつあります。それを支える製品群も、DRAM 
Families、DRAM Modules、Bare Die、NAND Flash、

Solid State Drivers、Mnaged NAND、NOR Flash と幅

広く、それぞれのアイテムの中の具体的な製品も拡充して

提供しています。 
マイクロンは技術的にも頑張っており、新しいイノベーショ

ンである Hybrid Memory Cube(HMC)の開発を行ってい

ます。これは、DRAM 技術のバンド幅、消費電力の壁を乗

り越えるものです。独自設計のコントローラ、Through 
Silicon Via(TSV)技術等を駆使し、バンド幅を DDR3 
module の 15 倍化、消費電力を通常の DRAM の 70%減

等の性能に高め、大規模なデータの演算、バッファ、ストレ

ージの応用に適すようにしました。こういった技術の開発に

おいては、パートナーであるCray社等との共同開発を行っ

ております。最近のイノベーションの成果は、2012 年に

20nm NAND で SEMICONDUCTOR OF THE YEAR 
INSIGHT AWARD、Thomson Recters TOP 100 Global 
Innovators、2013 年に 16nm NAND で Flash Memory 
SummitのBEST OF SHOW、HMCで2013 ACE/EDN 
Award をそれぞれ受賞となって表われています。 

マイクロンは、業界でもリーダーシップを発揮しています。

Embedded System Conference、NYC Investor Analyst 

Conference @ NASDAQ などで活躍しています。(図 5) 

 
今後の技術トレンドでは、ネットワーク、M to M、モバイ

ル、クラウド、ビッグデータの 5 つの分野を取り上げて、技術

開発に注力して行くことにしています。 
マイクロンの 2013 年度の地域別売上高比率は、アジア

が 69%、米国が 22%、欧州が 9%となっており、メモリ需要

の成長が著しいアジアに軸足を置いています。2014 年の

半導体市場の予測では、DRAM 市場は 37.9B$と予測して

おり、内訳は PC 向けが 9.9 B$(構成比 26%)、PC 以外が

28 B$(74%)とPC以外が3/4を占めることに注目し、それに

沿った対応を行っています。フラッシュメモリ市場は DRAM
とほぼ同じ 35.4B$と予測しており、内訳は NAND が

35.4B$(92%)、NORが2.7B$(8%)となっており、NANDが

ほとんどを占める位置づけです。 
メモリ企業の 2008 年と最近の売上高の WW シェアの推

移を図6 で分析してみます。2008 年のメモリトップ 5 企業の

WW シェアは、Samsung 31 %、Hynix 17%、マイクロン

12%、SanDisk 8%、エルピーダ 8%でトップ 5 のシェア合

計が 75%となっていました。最近の 2013 年～2014 年のト

ップ 5 の WW シェアは、Samsung 32%、マイクロン 22%、

SK Hynix 19%、東芝 13%、SanDisk 9%でトップ 5 のシェ

ア合計は 95%に上昇しています。マイクロンのエルピーダ

買収、東芝のシェア上昇等でトップ 5 の企業でメモリ市場の

ほとんどを占める状況になって来ており、寡占化した今後の

メモリ市場は安定した動きになると思われます。 
マイクロンの分野別売上高比率の推移については、それ

ぞれの分野の比率が年度ごとに変化しつつあります。PC
は 2013 年度は 13%となっており、年度ごとの凸凹はありま

すが、比率が減少傾向にあります。モバイルは、足元の

2013 年度は 14%と 2011 年度、2012 年度より減少していま 
すが、比率は増加傾向にあります。コンシューマーは、 
2013 年度は 18%でほぼ横ばいで推移すると見込んでいま 

図 4 

図 5 
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す。サーバーは、2013 年度が 11%で減少して来ています

が、今後は下げ止まるとみています。ネットワークとストレー

ジは、2013 年度は 11%とあまり動きはないですが、今後は

増加が期待されます。自動車は、2013 度は 9%に上昇して

きており、今後さらに上昇が期待されます。SSD は 2013 年

度は 16%で、ここ数年急増しておりこの勢いは続くとみられ

ます。 
マイクロンの製品別の売上高比率の推移は図 7 のように

なっています。DRAM は 2007 年度ではほぼ 2/3 を占めて

いましたが、2013年度では48%とほぼ半分になっています。

エルピーダの買収により現時点で

は 2/3 程度の比率となっています。

NAND は 2013 年度は 40%となっ

ていますが、現時点では 30 % 弱

と思われます。NOR は 2013 年度

は 9%を占めていますが、NOR 市

場の成長性は低く、今後の比率は

減少して行くと見込まれます。 
 
３．マイクロンの今後の戦略 

マイクロンは現在世界第 2 位の

総合メモリ企業となっており、またト 
ップ 5 のシェアがほとんどを占める

状況で安定的なメモリ市場をが見

込まれることから、当面は新しい工

場を作らず、高集積化により実質的

に生産量をアップさせていきます。 
製品別では、NANDについては

3D等で、高集積化に向けた開発を推進して行く計画を持っ

ています。DRAM については、高性能化、コスト低減等に

向けデザインルールを詰めて行く考えです。 
今後の戦略を考えるうえで、同業他社の動きは注意して

みて行く必要があり、特に、東芝の四日市工場の動向、

Samsungの中国への投資動向及びロジックからDRAMへ

の変換状況は注目しています。 
マイクロンの NASDAQ での株価は、2014 年末に 30$を

超える程度に上昇しており、メモリ市場が安定してあまり振

れなくなるという予測は好材料です。 
マイクロンは、当面安定した事業

拡大を図って行くことになりますが、

将来的にはメモリ＋ロジックの形で

チップの付加価値を高めていきま

す。 
以上 

 
青木氏は、2014 年 11 月にマイクロ

ン ジャパン株式会社を退任され、

現在は Senior Adviser to the 
CEO of Micron Technology, Inc.
です。 
 
(文責：編集委員長 周藤仁吉) 
 

図 6 

図 7 
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日本の半導体産業や電子産業を憂う声は大きい。半

導体産業に従事する者にとって、80 年代後半に日本の

半導体が世界の 50%というシェアを占めていた事実から

見て、現在の 10 数%というシェアは嘆かわしい。それも

90 年ごろをピークとしてずっと落ち続けてきた。こういっ

た状況を説明する書物は多いが、解決策を提案する資

料は極めて少ない。 
ここでは、失敗した原因を今さら挙げるつもりはない。

元技術者たちは経営者のせいにしがちだが、そうすると

技術者には責任がないように見えてしまう。また、筆者の

ようなメディア関係者にも責任はある。もちろん、霞が関

の責任は重い。日米半導体協定で日本市場における外

国系半導体の市場シェアを 20%に上げるという「約束」

を秘密裏に行い、日本の半導体メーカーを輸出志向か

ら内需指向に変えさせたからだ。 
しかし、誰もが責任の一端を担っているはずだ。全て

の半導体関係者に共通する責任は、市場の大きな流れ、

すなわちメガトレンドを無視してきたことにある。 
ここでは、半導体産業の向かってきた方向を明らかに

するとともに、成功した事例を紹介し、これからの向かう

べきメガトレンドを示していきたい。 
 
市場の多様化と分業化 

現在、世界の半導体産業には、大きな特長が二つあ

る。一つは、半導体製品の応用が電子産業を超えて、コ

ンピュータや通信だけではなく、機械、クルマやトラック

などの輸送、鉄道交通、宇宙、ロボット、医療、電力シス

テム、エネルギー、化学プラント、環境事業などへと広が

り、最近では農業や教育、社会インフラなどにまで広が

ってきたことだ。もう一つは、半導体産業の構造が分業

化へと進んできたことである。かつては、半導体を作るた 
 

 
めの製造装置やトランジスタを設計する CAD ツール、結

晶成長などを一つの半導体企業が担っていた。それが、

製造装置、設計ツール、結晶など専門の企業が生まれ

た。半導体の前工程、後工程、設計だけをそれぞれ受

け持つ企業も登場してきた(図 1)。 
 このようにして水平分業が自然に出来上がっていた。

ファブレス半導体では Qualcomm 社、ファウンドリでは

TSMC 社、製造装置では ASML 社、EDA ツールでは

Synopsys 社、シリコン結晶は信越半導体など、それぞ

れ得意な事業に集中するようになった。IDM（設計から

製造まで全てこなす半導体メーカー）で売り上げの大き

なところは、Intel とメモリメーカだけになってしまった。さ

らに、Intelと Samsungはファウンドリも手掛けるようにな

った。1 社だけで工場のラインを埋めることが難しくなっ

てきたためだ。 
自分の得意な分野を徹底して伸ばし、苦手な分野は

コラボレーションして相補う。これが最近の半導体ビジネ

スの流れである。今後、分業化はもっと進むだろう。3 次

元 IC や BGA、CSP パッケージなどのハンダボールがう

まく接続されているかどうかのテストだけを行う企業、

WLP（ウェーハレベルパッケージ）だけを手掛けるメーカ

ー、テストの検証だけを行う企業などがすでに現れてい

る。 
ただ、誤解のないように捕捉するが、海外では水平分

業だから成功しているのではない。自分の得意な技術な

り製品なりに集中することで、技術に磨きをかけ、誰にも

負けない技術を持っているから強いのである。自分の得

意な技術があれば、自分が得意ではない分野の技術を

持っている企業と組むことで、どこにも負けないシステム

を作る。日本の企業はとかく何でも 1 社で行おうとしてき

た。しかし、1社だけですべて賄おうとすると、開発して市

場に出すまでの時間がかかりすぎて、製品を市場に出

せる頃には、もはやビジネス機会を失ってしまう。自分が

持っていない技術を持っている企業から買うなり提携す

るなり、相補うことで市場に早く出すことができる。これが

世界の勝ちパターンとなっている。 
 
ムーアの法則は定義を変えられる 

こういった現在の半導体産業にたどり着くうえで大きな

流れを作った経済ルールがムーア(Moore)の法則であ

る。1965 年に発表されたムーアの法則は、「商用化され

るシリコンチップに集積されたトランジスタの数は毎年 2
倍ずつ増える」というもの。研究所で試作されたチップの

集積度は数えない。ただし、時代が進むにつれムーアの

図 1 半導体の歴史は分業化の歴史 出典：津田建二作成 

 

ムーアの法則と半導体産業の未来  
㈱セミコンダクタポータル 編集長 津田 建二             
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法則は変容してきた。年率2倍ではなく、18~24ヵ月で 2
倍と修正されてもムーアの法則と呼ばれた。 

現在の問題は、ムーアの法則は続くのか、である。こ

れを提唱した Gordon Moore 氏がかつて社長を勤めた

Intel 社は、今でも続くと言うが、疑問視する声も強い。

そこでこれを修正し、More Moore と More-than-Moore
という二つの道が ITRS(International Technology 
Roadmap for Semiconductors)で提唱された。More 
Moore は、新材料や新構造でムーアの法則をさらに進

めるもの。More-than-Moore はシリコン CMOS チップ

に MEMS センサやアナログ回路、RF 回路、パワートラ

ンジスタのような CMOS 以外の回路を集積する技術を

表す。 
シリコン上に集積する速度は鈍くなってきているため、

ムーアの法則はもはや限界にきている、という声が上が

っている。例えば、ゲート酸化膜はすでにリーク電流を

抑えられるという点で限界に達しており、誘電率の高い

材料を使う技術へと変わってきている。今は、サブスレッ

ショルド電流の傾きが緩くなり、リーク電流として流れオフ

しない短チャンネル効果が顕著になっている。FinFET
でリーク電流を抑えるという技術が出てきているが、製造

が難しいと言われている。 
 では、考えを変えて、シリコンに集積することにこだわら

ず、一つのパッケージに集積すると考えると、パッケージ

内にシリコンチップを重ねることによって、搭載されるトラ

ンジスタを増やすことが可能になり、ムーアの法則は続く

ことになる。IC を使うユーザーが回路の集積度を上げて

機能を高めることができるという要求が高ければ、ムーア

の法則は続くだろう。ただし問題はコストである。合理的

な価格で提供するための技術開発が必要となる。また、

高集積を必要としない応用が増えていることもムーアの

法則から離れていく。 
 
メガトレンドという指針 

これからの半導体は、何を指針とすべきだろうか。この

課題に対しては、世界の半導体メーカーは何を指針に

しているのかを探ればよい。それがメガトレンドである。メ

ガトレンドを見ながら、自社の強みをそのトレンドにうまく

乗せるためにはどうすればよいかを徹底討論し、道を見

つける。 
 その一例として、米 Texas 
Instruments（TI）社の元

会長であったトム・エンジボ

ス氏（図 2）から伺った話を

紹介する。TI はかつて世

界第 1 位の半導体メーカー

だった。それが日本勢に押

され、2 位、3 位へと転落し、

7~8 位まで落ちた時に、会

社を立て直すため社内の 
有志を集め、ブレーンストー 
ミングを行った。1995 年の 

頃である。ブレストのテーマは「ポスト PC 時代を TI はど

う生きるか」だった。 
1995 年と言えば Windows95 によってパソコンがブレ

ークした年だ。そのような時に次のトレンドをポスト PC と

してテーマを決めた。パソコンの次の時代に必要な半導

体を突き詰めた答えが「アナログ半導体」だった。TI は

アナログに集中することを決め、DRAM や防衛エレクト

ロニクスを売却した。 
残念ながら日本の半導体産業は DRAM 全盛期にメ

ガトレンドを無視してきた。コンピュータのダウンサイジン

グというメガトレンドを全く見ずに来た。コンピュータ事業

と半導体事業は別物、という意識があったのだろう。次世

代 DRAM はひたすら 4 倍の容量を持つ製品だった。

64K、256K、1M、4M、16M などへと 4 倍を追求した。

しかし、コンピュータは半導体のユーザーとなる事業であ

る。にもかかわらず、ユーザーの動向を知らずしてモノを

作ってこられたのである。これが DRAM という製品の特

長であった。当時のDRAMのユーザーはメインフレーム

からオフコンなどのユーザーに広がっていた。 
 
Micron はメガトレンドを読み切った 

さて、コンピュータ産業はメインフレームがオフコン、ミ

ニコン、ワークステーションへとハイエンドからミッドレンジ、

ローエンドへと下がってきていた。究極はパーソナルコン

ピュータであった。なぜ、この動きが出ていたか。当時の

コンピュータは 1 台数億円と高価で、レンタルビジネスで

あり、大企業が 1 社で 1 台持てばよい方だった。大企業

の中でも様々な事業部がプログラムを組んでもすぐには

使えなかった。プログラマーに依頼しても 3~4 日待たさ

れることが常だった。そこで、コンピュータを使う側は、

「性能はもっと遅くても、ずっと安いコンピュータが欲し

い」と思うようになった。1 台 2000 万円程度なら事業部で

1 台購入できるからだ。ダウンサイジングの動きはメイン

フレームだけではなく、スーパーコンピュータでも起きた。

スパコンよりも安くてすぐに使えるミニスパコンを望む声

が高まっていた。 
半導体 DRAM に対しても、このダウンサイジングの動

きはひたひたと押し寄せていた。日本のエルピーダメモ

リを買収して傘下に収めた米 Micron Technology が生

まれたのは、パソコン用の DRAM を作るためだった。

1984 年、当時の米国の半導体メーカーは、Intel をはじ

め 、 AMD 、 National Semiconductor 、 Motorola 、

Mostek など有力な DRAM メーカーが DRAM ビジネス

から続々撤退していった。そんな折、これから DRAM 事

業を始める、と名乗りを上げたのが Micron だった。その

ころ、Micron のトップが来日すると聞きつけ、話を伺っ

た。それは「コンピュータのダウンサイジングの動きはい

ずれパソコンになる。DRAM とはいってもメインフレーム

用の DRAM は作らない。だから ECC（誤り検出・訂正回

路）や冗長ビットは設けない。パソコンでは DRAM がソ

フトエラーを起こしても電源を切り直せばエラーは直るか

ら」という内容だった。 

図 2 Texas Instruments 社 

元会長のトム・エンジボス氏 

 写真撮影：渡辺二之 
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パソコン用の DRAM はとにかく低コストで作ることだっ

た。低コストで作るため、設計面では同じデザインルール

でも無駄なスペースを極力減らしたコンパクトなレイアウ

ト、微細化による面積の縮小、プロセス面からはマスク枚

数の徹底した削減、という三つの低コスト技術を開発し、

製品を出すまでに 10 年かけた。そして 1990 年代半ば

に Micron が最初の製品を出したときに日本の半導体メ

ーカーは驚き、「マイクロンショック」という言葉さえ生まれ

た。 
 
今のメガトレンドとは 

では、現在のメガトレンドは何か。それを図 3 に整理す

る。大きなメガトレンドは二つ。「発展途上国の成長」と、

「IT/クラウドの進展」、である。これらに加え、人類の止む

ことのない願いである「安心・安全・健康・長寿」もトレンド

とは別の大きな要素と考えられる。図 3 はこれらの要素を

表している。 

 
 

発展途上国の成長からエレクトロニクス産業に関係す

る分野は、インフラ系の電力・エネルギー・通信などであ

る。IT/クラウドの進展からは、クラウド(データセンター/ネ
ットワーク)、ビッグデータ、モバイル、ソーシャルという 4
つのトレンドがある。これらに、セーフティ・セキュリティ・

ヘルスケア・医療などの人類の願いを折り込むと、将来

を見通す成長分野が見えてくる。筆者が昨年出版した

調査レポート本「メガトレンド 半導体 2014-2023」に盛り

込んだテーマは、まさにこれらをまとめたものである。 
例えば、電力システムでは、これまでのような変動に

弱い電力システムではなく、風力や太陽光などの自然エ

ネルギーの大きな変動にも対処できるような電力システ

ムの構築を目指すべきで、ここにテクノロジーが入る余

地がある。その一つの例が、東京大学阿部力也教授が

提案するデジタルグリッドだ。 
図4のように、基幹系につながるローカルなシステムを

構成し、そのローカルなシステムに IPアドレスを与え、電

力をできるだけ地産地消するようなシステムを作る。基幹

系に大きな変動を与えないようにすることが基本にある。

そのためにはこのローカルシステムを全国に構築できる

ように行政の協力も必要である。さらにこのシステムは発

展途上国がこれから構築する電力システムにもそのまま

使える。 

 
 
 

このローカルシステムでは、太陽光や風力、水力、潮

力、地熱など再生可能エネルギーを中心に構成し、蓄

電システムも導入する。さらに、番号を振ったサブローカ

ルの電力システム間で電力を融通し合うことで、ローカ

ルシステムの変動を吸収する。電力を融通し合うために

は各サブローカルの電力使用量をポーリングするなどし

て検出、各サブローカルのバッテリの蓄電状態も検出し、

今は何番地から何番地に融通することが最適かをリアル

タイムで算出し、電力を送り出す。各サブローカルにも

IP アドレスを与え、各サブローカルネットワークの状況を

検出・制御するためのネットワークプロセッサが必要とな

る。まさにインターネットの TCP/IP のようなシステムを構

成する。ここに必要な半導体は、ネットワークプロセッサ

だけではない。センサ、通信回路、パワー半導体、ドライ

バ半導体、制御マイコンなど必要とする半導体は多い。 
さらにビジネス機会も増える。例えば、サブローカルシ

ステム内の電力量を管理し運営する会社や、ローカルシ

ステム同士の電力量を調整する会社、そのネットワーク

上で何らかのサービスを提供する会社、などこれまでの

電力会社以外の企業が参入する機会が増え、ビジネス

が活発になれば、経済の活性化にも通じる。 

図 3 2 大メガトレンドと人類の願い 出典：津田建二作成 

図 4 デジタルグリッドの基本概念は地産地消 

出典：東京大学 阿部力也教授 
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IoT で事故を防ぐ 
IT/ ク ラ ウ ド の 進 展 の 例 と し て 、 IoT （ Internet of 

Things）を採り上げよう。IoT はインターネットにつながる

モノ全てを指す。2020 年には 500 億台あるいは 260 億

台の機器がつながるとも予測されている。もちろん、この

数字の信ぴょう性は疑わしい。現在、IoT にはパソコンや

サーバー、スマートフォン、タブレットなどが含まれており、

将来はワイヤレスセンサネットワークのセンサや、

BAN/PAN ( body area network/personal area 
network ）などのウェアラブル端末、ヘルスケア端末、

M2M を使ったデジタルサイネージやトラック、クルマな

ども含まれる。全て直接、間接を問わずインターネットに

つながるものを IoT と呼んでいる。この視点で見ると、

Industry 4.0 や Industrial Internet 、 Smarter 
Planet なども IoT に含まれる概念だ(図 5)。実際、Intel
が創設した IoT 事業部の Jim Robinson 事業部長は、

Industrial Internet も Smarter Planet も同じ IoT だ、

と述べている。 

 
 
 
 

IoT に含まれるものとしては、民生用 IoT と工業用 IoT
がある。現在必要性が強いものは工業用 IoT である。そ

の例を見てみよう。貨物列車やパイプライン、化学工場

プラント、橋梁、トンネルなど巨大なシステムにセンサを

取り付け、常時監視しておく。異常が検知されると、その

異常を知らせるセンサ（IoT）近くをチェックする。亀裂が

入っているなど、何らかの劣化を発見すると、部品なり材

料なりを交換する。事故を未然に防ぐシステムに IoT は

活躍する。今は予防保全と呼ぶ概念に使われる。 
M2M（machine to machine）も IoT の仲間である。

M2M はセンサを付けた通信モジュールであり、インター

ネットと直接つながっている。自動販売機に搭載すると、

センサがジュースやビールの数を数え、インターネットを

通じてコンピュータに知らせてくれる。飲み物が無くなる

ときだけ補充すればよく、定期的に回る必要がない。人

件費を抑制できる。また、小松製作所がトラクターやブル

ドーザーに M2M を搭載し、それらの機器を遠隔地から

リアルタイムで管理している話は有名だ。 
 

新しいビジネスモデル 
IoT を使って予防保全やメンテナンスフリーの大型機

械が製造できるようになると、新しいビジネスモデルを導

入できるようになる。 Industrial Internet あるいは

Industry 4.0 と呼ばれるコンセプトである。Industrial 
Internet を提唱している General Electric（GE）社は、

大型タービンに IoT センサを付けておき、その状態を常

時、遠隔地から監視する。タービンが発電する電力量、

あるいは回転数に応じて従量制でお金をいただくという

ビジネスができるようになる。絶えず故障するようなシス

テムでは、このビジネスモデルは使えないが、ほぼメンテ

ナンスフリーだと可能になる。 
Industrial Internet は、インターネットと物理的な機

械を利用するシステムなので、サイバーフィジカルシステ

ムと言われることもある。従来のモノづくりは製品を作り納

入してお金をもらうというビジネスだった。しかし壊れる前

に部品を取り換えて、壊れない機械を提供できることで、

そのビジネスモデルを変えることができる。企業の収益を

永続的に確保するためにも、このようなビジネスモデルを

導入すべきであろう。 
IoT に必要な半導体は、センサ、アナログ、マイコン、

送受信回路、パワーマネージメントなどである。微細化

する半導体は必要ない。ただし、ネットワークによっては、

セキュリティは必須になる。ハッカーなどの侵入者からセ

ンサデータを守る方法としてはソフトウエア（ID とパスワ

ード）とハードウエア(暗号化)があるが、セキュアなシステ

ムには両方の技術が必要となる。 
さらに、IoT からの膨大なデータはビッグデータとして

さまざまな解析に役立たせることができる。例えば、部品

が壊れやすくなる原因は、時期や気温、風、気圧などの

気象条件に加え、機械的な振動のパターンや強さなどと

も関係するようなパラメータを見つけ出す技術も必要に

なる。ビッグデータを解析するために計算を並列化する

プログラムや、解法などが提案されている。 
 
 
メガトレンドで需要を先取り 

新しいメガトレンドから見えてくるものとして、新時代の

電力システムと、IoT を紹介した。これらの仕組みもそう

だが、これからのメガトレンドでは新しいビジネス機会を

創出し、経済が活性化する可能性は高い。しかも半導体

なしでは実現できない。こういったメガトレンドに注目し、

先手で需要を掘り出す企業がこれからの勝ち組になろ

う。 

 

 図 5 IoT の基本概念 大きいものから小さいものまで 
出典：津田建二作成 
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日時：平成 26 年 10 月 31 日（金）14:30～17:10 
会場：ホテル椿山荘東京 オリオン 1（東京都文京区） 
主催：熊本県、熊本県企業誘致連絡協議会、 

セミコンフォレスト推進会議 
企画運営：(株)帝国データバンク 
協力：(株)日刊工業新聞社 
後援：(一社)電子情報技術産業協会、SEMI ジャパン、

(一社)半導体産業人協会、(一社)日本電子デバイ

ス産業協会、日本真空工業会、(公社)日本ロジス

ティクスシステム協会、(一社)日本半導体製造装

置協会 
 

近年の製造業を取り巻く環境については、グローバル

展開や国内生産拠点の再編、集約化の動きが加速傾

向にあり厳しい状況が続いていますが、熊本県ではこの

ような流れを好機ととらえ、企業の研究開発拠点として、

また成長産業の立地場所として「選ばれる熊本」をキー

ワードに企業誘致活動に取り組んでいます。 
今回のセミナーでは「企業の強みを引き出すくまもと」

と題し、次世代医療として期待される再生医療分野、そ

して熊本を拠点としたグローバル化への対応など、各分

野のキーパーソンをお迎えしてご講演をいただくとともに、

知事の蒲島郁夫から本県の企業誘致の取り組みや立地

環境を紹介しました。 
 セミナー当日は 200 名を超える方々にご来場いただき、

SSIS 会員の皆様にも多数ご参加いただきました。今後

も本県の取組みにご関心を持っていただきますとともに、

ご支援のほどよろしくお願いいたします。 
 
 

 
 
 

 
 
〈講演内容〉 
 
講演１ 「熊本県と共に進める LIXIL のグローバル化」 
講師 (株)LIXIL 
    Senior Operating Officer, 

Global Procurement & Sourcing Dept. 
    永田 達也氏 
 
 

  
 

リクシルグループは、2011 年 4 月に、5 社が合併して

新しく誕生した。 
国内のシェアでは、住宅サッシ類、ビルサッシ、エクス

テリア、タイル、バスルーム、システムキッチン、カーテン

でシェア NO.1 である。衛生陶器についてはシェア

NO.1 まではまだ道のりは長いと思う。また海外では、カ

ーテンウォールのベルマスティリーザ、衛生陶器の ASB、

水栓金具メーカーのグローエの買収などにより、歴史あ

る製品を提供できるようになったと思っている。これから

は「住生活産業でグローバルリーダー」になるという目標

を立てている。売り上げは 3 兆円、うち海外 1 兆円を目

指している。 
国内ではマーケットをエリアで分けており、中四国・九

州沖縄までをひとつの統括エリアとしているが、有明工

場はその中心的な拠点であり、統括工場として 6 つの工

場を統括してマネジメントをしている。 
 
 
 
 

【熊本県主催セミナー実施報告】 

熊本県企業立地セミナー  

～“企業の強みを引き出すくまもと”～  
熊本県 東京事務所 くまもとビジネス推進課 大江田 浩隆  
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有明工場では熊本県庁のような大型物件の窓のサッ

シ等アルミニウム製品を作っている。有明にあるメガソー

ラーは、一般家庭1,000軒分の出力ができる九州でも最

大規模のもの。地元の方たちと一緒にエコ活動をしてお

り、修学旅行生に立ち寄ってもらうなどして、少しでも町

の発展に寄与できればと思っている。 
九州の貨物については、八代港、熊本港の 2 港を主

に利用している。数年前までは博多港を利用していたが、

港湾の整備が進んだことから、八代、熊本を利用するよ

うになった。熊本港の荷物の 30％はリクシルの荷物であ

る。 
熊本港のメリットは、県と市から手厚いサポートがあり、

補助金、サービスもほかより圧倒的で安心感がある。ま

た国内輸送費の削減にもなる。大連・バンコクの直行便

がないのと週 2 便が改善されれば、もっと良くなるのでは

ないかと期待している。八代港にはアルミ地金の保管を

お願いしており、非常に助かっている。博多・門司から運

んでいたものをすぐに運べるし、また九州の真ん中なの

で、九州全土に同じサービスを提供できる。この土地と

港は我々にとって非常にありがたい環境である。 
九州物流センター(玉名郡長洲町)はリクシルの建材

製品を取り扱うセンターと位置付けており、いったん製品

をセンターに集めて、九州各地にお届けしている。立地

的に有明は非常に好立地であった。 
日本の建築部材は 3～4 兆円の市場で、リクシルとパ

ナソニックさんでそれぞれ 1 兆円強、あとは TOTO さん

等で埋まっていて、その市場で競争していた。なおかつ、

国内の新築着工は年々減ってきている。トータルボリュ

ームが増えていかない中で、これからは海外を目指そう

と思っている。推定される海外マーケットは 44 兆円、今

後さらに伸びていくだろう。そこを戦う場所にしていくの

が社の大方針である。 
日本で言うと、どの港に上げるかはたいした問題では

なくなってきており、立地・利便性・保管等で、何も都心

がよいとは限らない。都心の港はトラックが出るにも待ち

の状態。これからは有明工場で作ったものをどんどん海

外で使っていただきたい。 
熊本県には進出以来大変お世話になっている。更な

る手厚いサービスに期待している。また新しい仲間が増

えれば、輸送効率、ラウンド輸送なども可能になるかもし

れない。仲間が増えることを期待している。 
 
 
 
 
講演 2 「再生医療の産業化」 
講師 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 
   代表取締役社長 
    小澤 洋介氏 
 

当社はジャパン・ティッシュ・エンジニアリングという名

前から紙の会社とよく間違われるが、細胞の研究をして

いる会社である。今は国の成長戦略の中でも再生医療

が語られるほどになったが、設立当時は再生医療という

言葉すらなかった。 
熊本県に工場がない我が社が、なぜ本日声をかけて

いただいたかということを考えてみた。まず一つ目は、当

社の筆頭株主である富士フイルムさんが、熊本県にお世

話になっている。富士フイルムさんは菊陽町に第 1～4
のフラットパネルディスプレイの日本一の工場を持ってい

て、物流の中核と捉えている。二つ目は、J-TEC の製品

を使用している医療機関があること。熊本は再生医療が

非常に盛んである。最後は当社顧問である一柳良雄が

やっている BS で熊本の農業についての番組が放映さ

れていることだろうか。 
当社は、16 年間赤字の会社。また先ほど講演のリクシ

ルさんは創業からの株主である。社長になって上場はし

たが、商品はやけどの皮膚のみで、お金がどんどんなく

なっていく。そこで富士フイルムさんに出資していただい

た。 
自家培養表皮ジェイスは、全身の 30％以上をやけど

した方のみに適用できる製品である。1 枚 31 万円と高い。

患者様から切手サイズの正常な皮膚をいただいて、3 週

間で畳１帖分に培養してお届けする。やけどの範囲が

30％以上なので患者自体が少なく、昨年は 110 人だっ

たが、24 時間体制で取り組んでいる。患者一人に使うジ

ェイスの枚数は最大 200 枚だが、保険適用は 20 枚まで。

当社は最初の 1 年間、保険適用外部分の 60％を無償

提供した。そんな努力の甲斐もあって、今では使える施

設は 100 施設、保険適用も 40 枚までとなり、90％以上

を有償提供の範囲でまかなえるようになった。またこの製

品は個人ごとの完全受注生産であり、出荷前製造中止

率が非常に高い。なぜなら出荷前に患者様が亡くなって

しまうから。こんなに出荷前製造中止率が高い会社はほ

かにはない。また去年の売り上げはおととしの倍の 8 億

円だったが、その受注にも対応した。こうしてようやく市

場ができた。 
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こんなに頑張ってきたのは、ジェイスに次ぐ二つ目の

商品「ジャック」の承認を得たかったからである。自家培

養軟骨ジャックは、軟骨を 4 週間預けていただければ培

養したのちに納品する。膝関節の治療について、これま

では根本的な治療はできていない。その穴に、当社が

入っていこうとしている。 
ジャックは、膝関節が痛くて仕事ができない方などに

貢献できると思っている。この製品で、「第 5 回ものづくり

日本大賞 内閣総理大臣賞」、「2013 年日経優秀製品・

サービス賞 日本経済新聞賞」また「第 12 回産学官連携

功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～厚生労働

大臣賞」をいただいた。また新たに自家培養角膜は 2 週

間前に治験計画届書を提出したところ。こちらもぜひ待

っていてほしい。 
市場的には、明らかに軟骨は大きい。今ではこの分野

に 6、7 チームが参画してきている。待っているのでぜひ

追いついてきてほしい。ただ悔しいのは、アメリカではこ

うした製品が 20 年前に承認されていた。我が国の医療

は進んでいない、遅れているのである。 
16 期連続赤字からわかるように、再生医療は簡単で

はない。でも当社が牽引していきたい。今後は、黒字化

の達成、ジャック事業の立ち上げ、海外展開の推進、社

業拡大のための人員採用と設備投資などを進めていく

予定である。そしていつか熊本県にも進出したい。 
 
 
 
 
 

講演 3 「グローバル化の中での日本での生産 
と阿蘇工場」 

講師 (株)堀場製作所 
   代表取締役会長兼社長 
    堀場 厚氏 

 
 

 
 
 
 

当社は京都に本社があるが、事業を海外展開する中

で現地のニーズに合わせて現地生産するための投資を

各国で行ってきた。だが本日お話しする阿蘇工場は、日

本での生産における戦略的な意味があると思っている。 
研究開発型メーカーである当社は、それぞれ特徴の

あるマーケットを持っている。事業のセグメントは、自動

車計測システム機器、環境プロセスシステム機器、医用

システム機器、半導体システム機器、科学システム機器

の 5 つ。ニッチ市場なので、ひとつの製品のシェアが高

い。エンジンの排ガス計測システムであればシェアは

80％で、世界中の自動車メーカーで HORIBA のものが

使われている。従業員のうち、すでに日本人は 4 割とマ

イノリティで、フランス人が 1,000 人、ドイツ人や米国人が

それぞれ 800 人程度。特にフランス、ドイツ、米国では、

本社にない技術をグローバルに展開している。社是は

「おもしろおかしく」。独創的な研究開発は自分が仕事を

面白いと思わなければできない。仕事は人生の一番大

切な時間帯を使ってするのだから、おもしろおかしくなけ

ればという考え方だ。英語では「Joy & Fun」と言ってお

り、海外の社員たちからもこのフィロソフィーは支持され

ている。 
日本の主力工場は京都と阿蘇の 2 箇所で、阿蘇工場

は半導体製造過程で使用されるマスフローコントローラ

ーの生産をメインとする工場である。これまで 2 回の拡張

で、半導体だけでなく医用セグメント製品の生産体制も

強化した。半導体業界ではシリコンサイクルといって、急

に生産が 6～7 割落ち込んだり、また急に何百パーセン

ト伸びてきたりを繰り返す市場傾向がある。非常にストレ

スがかかることだが、熊本の人たちは大変タフだと感じて

いる。 
医療用マーケットはなかなか参入が難しい分野であり、

20 年経ってようやく HORIBA も医療用の製品を作って

いると業界において知っていただけるようになった。企業

買収によって新規に業界に参入することで、競争力を持

つことができている。この医療用製品の生産拠点を京都

から阿蘇に移すことにして拡張を行った。自動血球計数

CRP 測定装置などは、今では世界シェア 45％に。京都

だけにこだわっていたら、とても実現できなかった。 
阿蘇に拠点を構えるメリットは、きれいな水が豊富にあ

ることや、空港からの好アクセスなどがある。阿蘇は非常

に魅力のある土地だと思う。あるとき社員が、自分たちの

方から「こんな工場を造ってほしい」という模型を作って

送ってきたことがあった。それで、一気に阿蘇の工場を

拡張しよう、と決心して実行した。今までは借りていた工

場の土地も買上げて自前の工場を建てることにした。最

初は生産量が少ない中でこんなに大きな工場を作って

しまいどうしようかとも思ったが、シリコンサイクルで急激

にニーズが高まり生産量を上げなければいけないときに

まるでそれを見越していたかのように役立った。 
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40 年前から海外の工場でも生産をしてきた HORIBA
だが、最終的に日本の強みがわかり始めたと思う。

Made in ASO は HORIBA の中でも一番高品質である。

協力会社が工場内に入って作業をしてもらうことでロジス

ティクスを短縮し、短納期高品質を実現している。このノ

ウハウは、京都へも持ち帰っていきたい。 
日本の神社では昔から、20年に一度本殿を新築移転

する、つまり遷宮するという慣わしがある。これにより、技

術やノウハウが次世代に受け継がれていくのである。こ

れは我々のようなハイテク技術も同じ。今度大津市の琵

琶湖岸に湖西最大規模の工場を造るが、阿蘇の一貫生

産ラインを活かすと同時に、技術の遷宮をしようと思って

いる。これにはそれなりのリスクもあるが、そのリスクを背

負ってでも、絶対的な日本の強みにしていきたい。阿蘇

工場はそのベースである。 
2009 年、リーマンショックで売り上げが 300 億円も落

ち込んだとき、赤字転落しなかったことに阿蘇工場は大

きく貢献した。企業は景気がいいときに業績がいいのは

当たり前で、悪いときに如何に対応できるかで差が出て

くる。向かい風の時に風上に向かっていけるのが強い帆

船であり、そこで戦っていけることが大切である。 
 
 
 
 
 
講演 4 「選ばれる熊本」 
講師 熊本県知事 蒲島 郁夫 

 
 

 
 
 
知事に就任後、大不況時のリーダーシップとは何か、

ということについて考えてきた。その答えは、一つ目は不

況の先の夢を語ること、二つ目は価値観の転換、三つ目

は課題の解決だと思っている。課題は今のうちに解決す

るべく取り組んできたが、一番大事なのは明るく夢を語

れること。今日は知事として熊本のすばらしさをお伝えし

て、ぜひ熊本県への進出を検討していただきたい。 
熊本はアジアとのつながりである港湾物流を拡充し、

企業立地 100 件を目標に掲げた。目標が高すぎるとい

われたが、今から考えれば高い目標を掲げたからこその

実績であったと思う。進出企業の分野は半導体、自動車

及び食品関連が約 6 割を占めている。 
知の集積ということでは、産学連携で有機エレクトロニ

クス産業を推進しており、出荷額約 1,000 億円を目指し

ている。また産学官連携地域連携の窓口を設置し、積極

的な研究開発活動が行われている。 
熊本県には抜群の立地環境があるが、その一つが水

である。熊本では生活用水を地下水でまかなっており、

蛇口をひねればミネラルウォーターが出る。この貴重な

資源を安定的に確保できるよう、県を挙げて取り組んで

いる。また熊本は優秀な理工系人材の宝庫であり、熊本

に進出した企業からは、人材についてモチベーションが

高く、勤勉で協調的、考えて工夫できるなどの高い評価

を受けている。さらに熊本は今後 30 年以内に震度 6 強

の地震に見舞われる確率が比較的低いと文科省から公

表されており、かつ陸海空の交通網がそろっている。防

災の観点では、熊本は九州の中央に位置しているので、

防災拠点としての指令機能、医療拠点としての機能を有

し、地理的な優位性を持っている。また道路交通網とし

て縦軸横軸の整備が進んでおり、「すべての道は熊本に

通じる」を目標としている。 
熊本県は、立地企業に対して魅力的なインセンティブ

制度をご用意している。熊本県企業立地促進補助金 50
億円は、九州各県の中で最高額。知の集積を進めるた

め、特定分野研究開発業については、通常よりも柔軟な

制度を準備して皆さんの進出を待っている。また市町村

によっては補助金、奨励金、税の減免等があるので、ぜ

ひ利用してほしい。今年度から分譲を開始する菊池テク

ノパークは交通アクセスも良好であり、半導体工業も周

辺に多く、立地条件としては最適である。港では熊本－

釜山が週 2 便、八代－釜山は週 3 便ある。さらに BCP
の観点からも、まさに熊本は伸び盛りである。 
 そして熊本にはくまモンがいる。くまモンが熊本に与え

る夢やプライドなどは 100 億円に値すると思っている。熊

本は九州新幹線の開通による「ホップ」、政令指定都市

化で「ステップ」、今後は九州の州都となる「ジャンプ」を

くまモンと一緒に目指している。この 100 年に一度のビッ

グチャンスにぜひ熊本に立地され、一緒に発展されたい。

熊本を選んでよかったと思われるよう、知事、県一同全

力でサポートしていきたい。
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【はじめに】 

SSIS の秋季工場見学会は、2012 年はベトナムへ、

2013 年は極東ロシアと続いて遠出となったので、2014
年は一服ということで会員の方にもなじみが深く、リクエ

ストが寄せられたこともあり、台湾に決定した。最近は工

場見学を受け入れてくれる企業が少なく苦労したが訪問

を受け入れてくれた企業、団体に感謝。以下に報告した

い。 
 
【浦島太郎か、1987 年台湾】 

私はこの年

SMC(株)の海

外戦略の一つ

と し て 台 湾 の

マーケティング

を担当した。そ

の頃 「 中国貿

易センター」と

称する総合展

示会場が建設 
され自動化機

具展が開催さ

れ、参加出展

し た 。 展 示 会

は大成功で、

来場社の中か

ら主力ユーザ

ーを訪問する

ことになり、当

時注目企業の

巨 大 機 械 社

(ジャイアント：

自転車メーカ)
を訪問した時、

歓迎され工場

見学後 4～50
人入る会議室

に案内され巨

大スクリーンに

ジャイアント社の 
プレゼンの映像を見せられ、台湾にもこんなセンスのあ

る会社があるかと驚いた。実は今回その思いがあり訪問

先として交渉したが、「台湾ではレーサー用のプロ仕様

のカスタム車に特化しており機密上不可」との返事(一般

車は中国で生産)、残念。 
私には今回の訪台はその時以来となった。27年ぶり。 

 
【訪問先の紹介】 
１）台湾貿易センター：11 月 17 日(月)午前 

有名な TAIPEI101
ピルの立つ台北の新

しい中心地にある台

北本部を訪問した。立

派な大会議室にて、

Deputy Director の

Ms. Jane Lee より台

湾の経済概況のプレ

ゼンを受ける。会議室

の大型スクリーンには

SSIS を歓迎する言葉

(中国語)が映し出され

ていて、公式に受け入

れてくれた印象であっ

た。 
同本部のあるビル

は先に紹介した展示

会場が隣接しており、

懐かしい会場も訪ね

てみたいと思ったが時 
間の都合でバスの車窓からチラッと見えただけ、残念。 

その後 SMC は現地法人を設立し、今回、同行協力し

てくれた J. Atkinson が三代目の董事長(社長)となり、

現在は 200 人の従業員を有し年商 90 億円を売り上げ

50%のマーケットシェアを占めている由。 
 
２）HO HUNG JUNG AUTOMATION CO.,LTD. 

(合宏展工業(有)) ：11 月 17 日(月)午後 
 自動車用エアー

バッグの自動組立

機ほか、各種自動

組立機、半導体マ

ーキングマシンな

ど各種自動機械

のメーカ。台湾パ

ナソニックとは 36
年前から取引のあ

る老舗。昭和 9 年 
生まれの董事長 蘇 萬さんが流暢な日本語で業務内

容、経営方針の説明をプレゼンされ、そのあと工場内を

丁寧に案内してくれた。仕事一筋の苦労人らしく、全員

が好印象を受けた。上記事業の他に国防軍の機械や台

湾造幣局の機械のメンテも担当している。信用だ。 

董事長自ら工場を案内、熱心な説明を受けた 

各訪問先には記念品を贈呈

出展中の SMC のブース 

開催中の中国自動化機械展 

世界貿易センター(後方のビルは 

今回訪問した台湾貿易センターが後に入居 

Jams Atkinson (左) 

筆者：内山雅博 (右) 

2014年秋季工場見学会報告 

－ 台湾訪問（2014.11.16～11.19） －  
文化活動委員  内山 雅博 
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３）CHROMA ATE INC.(致茂電子(股))： 

11 月 17 日(月)午後) 
WW シェア

70%を誇るパ

ワーエレクトリ

ック部品の検

査機器のほか

各 種 電 子 機

器 部 品 の 検

査機器のメー

カ。1984年の

創立以来赤宇を計上したことのない優良企業。品質保

証部長の楊桔然さんより製品群のプレゼンを受け、その

あと工場内を見学した。ところどころにユニークな機器が

あり、台湾の電子産業のレベルの高さを印象付けられ

た。 
組立作業の多くは外国人で台湾人は給与も高く、多く

の工場でこのような雇用形態が多いとのこと。この会社は

台北証券取引所に上場しており優良企業として評価さ

れている。 
 

４）国立成功大学：11 月 18 日(火) 
台 湾 の 英

雄 鄭 成 功 の

名前から名付

けられた学生

23,000 人、5
学部を有する

総合大学。 
TSMC 社と

の 共 同 研 究

所の責任者、 
張教授より大学の概要のプレゼンを受けた。その後見学

した同大学博物館にて創立時 1931 年から 4 代の学長

(全部日本人)の写真が、そのあと現在に至るまでの 14
代の学長と同じように飾られていたのには感激した。 

現学長の黄 輝博士からも我々の訪問に対し歓迎の

挨拶を受けた。本大学の前身は日本統治時代の 1931
年創立の台南高等工業学校である。終戦後に大学に格

上げされた。工業学校時代の旧キャンパスの煉瓦積み

建物が各所に残っており、今も教室として使われてい

る。上記博物館も旧本館建物にある。 

   
 
 

   
 

   
 

   
 
【その他の楽しみ】 
１）台湾高速鉄道(新幹線) 

成功大学を 訪問

の た め 台 北←→台

南を利用した。片道

270km を 1 時間 40
分の所要。日本の新

幹線技術、管理シス

テムを採用しており、

全く違和感なし、快

適！ 

張教授のプレゼン 

台南駅にて 

張教授の研究棟 

の前で 

博物館のある 

旧校舎(旧本館) 

博物館にかかげら

れている 1931 年か

らの 4 人の日本人

校長の写真 
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２）夜市へ行く 

いつも島さんと出歩くことが多いが今回も初日夜、私と

一緒に商店を冷やかし、適当に腹が減ったところで鉄板

焼を楽しんだ。日曜の夜だというのに大変な賑わいだ。 

 
 
 
３）北京ダックの夕食 

17 日の夜は台北での企業訪問も終わったし、北京ダ

ックの夕食を楽しんだ。SMC 台湾のジェームスと陳所長

も一緒に、紹興酒も大いに進んだ。 

  
 

 

４）オプショナルツアー 
(九份地区)  

17 日の終日企業訪問の

予定で、女性方は九份、基

隆方面へオプショナルツア

ーに出掛けた。九份は 19 世

紀後半ゴールドラッシュで賑

わいその当時の古い町並み

が保存され映画の舞台にな

っているとか。但しこの日は

一日中雨で気の毒だった。 
 
５）小籠包 

離台の日、故宮

博物院を観光後、

小籠包にやっとめ

ぐり合えた。人気

店で大変な混みよ

うで十分に味わう

時間がなかった。

もっとも小龍包や

餃子や焼売はゆっ

くり味わって食すも 
のではないかも。当店ではこの 3 点がヒットメニューにな

っている。高島屋の各店にも出展している由。 
 

【慰労夕食会】 
毎日おいし

い中華料理を

楽しみ特に北

京ダック、小龍

包はおいしか

った。多少天

候に恵まれな

かったが皆さ

んご無事で何

より。最終日は

広東料理で締めくくった。お疲れ様でした。再見！ 
 
【締めくくり】 文化活動委員長 野澤 滋為 
 上記の公式訪問以外に、観光として台北では故宮博

物館、龍山寺、中正記念堂などを、台南では延平郡王

祠などの史跡を回りました。尚、今回も昨年に続いてご

夫人およびご息女、計 3 名の女性が参加されたことも特

筆したいと思います。 
今回の上記訪問に際しては、当協会の贅助会員であ

る SMC 社の台湾現地法人 SMC 台湾社社長の Mr. J. 
Atkinson には現地企業訪問の手配、そのうえ訪問先に

同行していただき、中国語・日本語の通訳の労まで取っ

ていただき、たいへんお世話になりました。 
ここに改めて感謝の意を表したいと思います。 

小龍包を前に笑顔の野澤さん夫妻 

日本の車両と全く同じ 

島さんと筆者の家族 

ダックの丸焼きを前にうれしそう(市山さんと筆者の娘) 

野澤さん  筆者の妻 島さん 陳所長 アトキンス社長 

九份の定番の細い露地で 
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私の出身地である秋田に伝わる「男鹿のなまはげ」に

スポットを当ててみたいと存じます。今では、全国区に

なりご存知の方もたくさんいらっしゃいますが、その由来

や風習についてご紹介させて頂きます 

 
［なまはげ行事について］ 

なまはげは、秋田県・男鹿半島のほぼ全域にて、古く

から伝わる伝統行事のひとつで「なまはげ行事」の主役

です。男鹿半島の真山・本山に鎮座する神々の使者と

して、怠惰や不和などの悪事を諌め、厄災を祓い、豊

作・豊漁・吉事をもたらすものと信じられております。毎

年大晦日に各家庭を巡り、「怠け者はいねが～。泣く子

はいねが～。」と練り歩きます。昭和 53 年に「男鹿のな

まはげ」の名称で国重要無形民俗文化財に指定されま

した。 
 
 
    鬼の面 
    出刃包丁 
 
    けらみの 
 
 
 
 
    はばき 
    わらぐつ 
 
 
大晦日になるとその地区の住人が“鬼の面”と“けら

みの”、“脛巾（はばき）”、“わらぐつ”をまとい、なまはげ

に扮して各家庭を訪問します。手には出刃包丁（または

鉈）を持っており、迫力があります。なまはげは家に入る

時に「ウォーウォー」と奇声を上げて戸を激しく叩いたり

畳を強く踏んだりします。「泣く子はいねが～、怠け者は

いねが～」、「親の言うこど聞がねガキはいねが～、ここ

の初嫁（初婿）は早起ぎするが～、すねが～」と、主に

子供や嫁（婿）に迫り追い掛け廻します。これは、子供

に対する教育の意味合いもあり、子供たちは泣きながら

逃げ回り、良い子でいることを約束します。 

 なまはげの訪問をうける家は、その家の家長が正装し

て丁重に出迎え、この 1 年の家族がしでかした悪事を

釈明弁護した後に酒を振る舞って怒りを鎮めて送り返し

ます。 
一方、その年の担当する“なまはげに扮した住人”は

回る家々でお相伴に与るため、最後の家では酔いが回

って、ついついやり過ぎる方もいるようです。 
 
［まめ知識］ 

・名前の由来 
冬に囲炉裏にあたっていると手足に低温やけどが出

来ることがあります。それを方言で「ナモミ」、「アマ」と言

います。怠け者は働かず囲炉裏にあたってばかりいま

すので、手に「ナモミ」が出来ます。それを剥いで、怠け

者を懲らしめるという意味での「ナモミ剥ぎ」「アマ剥ぎ」

ということから“なまはげ”と呼ばれるようになったと言わ

れてます。 
一般的に、赤面がジジなまはげ、青面がババなまは

げとされているようですが、地域によって異なります。 
 

・まつわる伝説 
民間伝承の為、正確な発祥は分かっていないようで

すが、漢の武帝が男鹿を訪れ、5 匹の鬼を毎日のように

使役しており、正月 15 日だけは鬼たちが解き放たれて

里を荒らし回ったという伝説があります。それに困った

村人たちは「一晩で五社堂まで千段の石段を積み上げ

る事が出来れば娘を差し出す、出来なければ村を出て

行く」という約束をさせました。鬼たちはあっという間に

999 段積み上げ、あと一段というときに村人が機転を利

かせ一番鶏の鳴き真似で夜明けを告げると、それを聞

いた鬼たちは逃げ去り、以後二度と姿を現さなかったと

いうことです。 
 

・なまはげ体験 
秋田ではこの伝統を守り語り継いでいくべくための施

設があります。最後にご紹介させて頂きます。 
もし秋田へ赴く際には、是非お立ち寄りください。 

 
「男鹿真山伝承館」 
http://www.namahage.co.jp/  

東北だより  

“秋田の風土・男鹿のなまはげ”のご紹介 

編集委員(地域情報担当)   吉崎 寛信 

地域 

だより 
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前号の記事「日本のファブの活性化(1)」に対して、会員

からいくつかご意見をいただいた。今号ではそのうちお二

人のご意見を紹介し、ご指摘のポイントのうち、今回は①

標準化、②知的財産の活用について、当委員会の見解

（応援メッセージ）を紹介する。なおスペースの都合上、ご

意見の一部を割愛・要約させていただいた。 

ご意見１ 
「日本のファブの活性化」について、別の観点から少し

述べさせて戴きます。SSIS の講演でも日本の半導体製

造はサムスン電子社やマイクロン社等に比べてプロセスの

工程が 2～3 割多いとありました。それは、日本ではデザイ

ンルールやトランジスタ特性などの標準化ができていない

ことが一因なのではないでしょうか。投資規模、タイムリー、

決断スピードといった点は当然ありますが、技術的には上

記の問題点が大きいと思います。 

TSMC 社は少量でも顧客の仕事を受けると聞いていま

す。少量でもデザインルールごとに分け、シャトル化して

いる。つまり、きっちりと標準化ができているからです。同じ

デザインルールで TSMC 社に依頼すると、簡略化された

工程で安く製造するとも聞きました。もちろん、性能に問題

はありません。これらの点は、顧客としては有難いです

ね。 

それを違った角度から見ると TSMC 社、サムスン電子

社、マイクロン社などはマスクショップ（キャプティブ・マスク

ショップ）を持っています。日本の半導体メーカーの多くは、

投資効果がないと言う理由で工場を売却しています。デ

ザインルールを決めるのも、シャトルマスクを作るのも、全

体のターンアラウンドを考慮すると重要なポイントです。 

かつて SEMI で標準化の委員を担当したことがありま

すが、日本では各社が細かいことを主張して決まりません。

そのうち米国から提案があり、それを手直しするのが日本

の標準化のパターンでした。また、私が在職していた会社

では工場ごとにプロセスの標準がありました。昨今の企業

合併で、さらに複雑になっているのではないでしょうか。 

5 月に内閣府で知人と話をしました。多くの議員は半導

体、特に LSI（パワーは別）には興味を持っていません。む

しろ新たなコンセプトの半導体技術を要求しています。数

年前の ISSCC での発表で”Sensor is the future”があっ

たと記憶しています。確かに今後の半導体応用ビジネスに 

(自動車、セキュリティ、スマートシティ、ビル、医療等々)大 

きな市場がありますね。もう一つは知的財産の各社の棚卸 

とその利用(いっぱい眠っているはず)と思います。 

ご意見２ 
「日本のファブの活性化」に関してコメントを申し上げま

す。私は従来から、半導体と一口に言っても、半導体その

ものと LSI という、ビジネスモデルの異なる二つの産業が

混在していると理解しております。 

前者はメモリを中心とした産業になります。その技術の

核心は、前工程だけでなく、いわゆる後工程や測定・検査、

あるいはその混合技術にあるのかと思います。核心技術

を狭い前工程議論に閉じ込めることなく、総合的な議論の

中で今後を語るべきかと思います。 

後者はロジック回路を中心とした LSI 産業と思います。

ここでは IP、ライブラリなどの知的設計財産との総合産業

になります。その重要な一角としてファブレス企業がありま

す(ここではその議論は省きます)。このため、IP 産業との

連携がマストになります。加えて自社圏内に CPU 財産を

持っているとか、半導体製造を半ばあきらめた IDM から

の量的受注があれば、LSI ビジネスとして鬼に金棒です。 

今後の日本ファブの活性化に向けては、どういうビジネ

スモデルを採用し、これらの課題をどう解決するかではな

いのかと思います。一番大切なのはマネジメントの観点で

す。日本の半導体産業が没落したのは、要は家電企業の

狭い枠のなかでのこだわりで、水平産業構造への対応が

できず、マネジメントも投資負担から半導体への興味が薄

れたことに尽きるのではないかと思います。 

昨今の外資系との連携は、それなりの規模でとりあえず

うまく行っているようです。これまでの官主導の再編成は、

リストラ先行型で、当初はうまく行っているように見えても長

期的には課題を抱えているようです。基本の考え方が家

電主導型指向から脱していない。それならば、東西の大

手企業を業種別に大胆に合併させ、IP を強化しながら

LSI 産業の市場を確保する動きがあっても良いのかと思

います。もっとも、合併して IP やマーケットが確保できる構

造になるのかどうかは検討の余地はあります。そうでなけ

れば思い切って世界グローバル（あるいはアジアグローバル）

の中で日本は水平産業の要として外資誘致も一つの考え

方かと思います。そうすれば IP などの知財問題もある程

度解決され、雇用も技術も確保される可能性があります。 

 

論説委員会 

日本のファブの活性化(２) ☆ 委員会報告 ☆ 
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当委員会の見解（標準化） 
標準化は、ビジネスを世界に拡大するための重要な要

素であることは多くの事例から明らかである。 

釈迦に説法ながら復習すると、「標準」とは、相互理解、

互換性の確保、仕様の多様性の調整のために、関係者で

合意した製品、サービス、生産方法、試験方法などの共

通のスペックである。具体的には、国際標準（ISO など）、

地域標準（EUなど）、国家規格（JISやANSIなど）があり、

これらは「デジュール（de jure）標準」（公的機関による標

準）という。また、団体規格（SEMI、JEITA など）、さらに

社内規格もある。 

更に近年は、先進技術をもつ企業の有志連合によって

策定される「コンソーシアム標準」（フォーラム活動標準）が

多い。これは事業のタイミングに合せて業界標準として策

定しやすいという利点があるが、参加企業の基準であるた

め市場競争に負けるリスクがある。このほか、技術が圧倒

的に強く、企業間競争の結果、事実上 1 社で高いシェア

を獲得した「デファクト（de facto）標準」がある。 

半導体に関する標準化は電子機器側のシステムが先

行して進む場合が多い。しかし、半導体の固有技術を、電

子機器製品（システム）と有機的に結び付け、最適化する

コンセプトが重要である。強い製品（IP やプラットフォーム

なども含む）を作り上げるとともに、マーケティング、研究開

発力、業界・学会活動と並び、業界をリードするような戦略

的で粘り強い標準化の提案・取り組みが求められる。 

ファンドリーにとっての標準化のポイントは何かについ

て考察する必要がある。ファブにとっての標準化の利点は、

設計やラインが限定でき、工程数を削減でき、短工期で

多品種・少量にも対応できることなどが考えられる。それが

顧客にとっても、納期が短くなり、価格も抑えられるとの大

きな利点となる。これまでのように、顧客へのサービスを考

慮するあまり特殊製品になり、ともすればオーバースペッ

クに陥りやすい“部品”メーカー的な課題が、標準化によっ

て見直しが可能になる。また全てをハード（デバイス）で吸

収するのでなく、ソフトや冗長性で対応することも真剣に

検討する必要があろう。 

CMOS 製造ファンドリーの場合には、デザインルール

（プロセス）とトランジスタ特性の組み合わせが標準化の基

本である。TSMC 社の場合はこの組み合わせを、①スペ

ック段階、②シャトル認証済、③量産実績済、の 3 段階に

対し用意しているとのことである。またそれらが標準化され

ることにより多くの IP ベンダーが参加できる構造になって

いる。MEMS の場合にはセンサーの種類ごとのデザイン

ルール（プロセス）とセンサー特性の組み合わせの標準化

が基軸になるものと思われる。 

これまで日本の企業では、自らの技術を世界市場に浸

透させるための戦略的な国際標準化活動は一部を除き欧

米諸国に比べ立ち遅れていたと言えよう。その主な背景

は、標準化の利点が十分に理解されず（企業利益に直結

するイメージが得にくい）、そのため標準化に携わる人材

が評価の面で不利な立場に立たされてきたことのようだ。

経団連による「戦略的な国際標準化の推進に関する提言

（2004 年 1 月）」では、これらを踏まえた国際標準化への

官民一体となった取り組み強化が提言されている。 

半導体産業にとって重要な標準化の場は SEMI 標準

であるが、労力に比べて利点が理解されにくい、会社間

の調整に多大の労力を要する、公用語である英語による

交渉や文書作成に多大の労力を要する、等の理由によっ

て力が入りにくい領域であり、MEMS においても同様の

状況が継続しているようだ。この状況を打開するためには

関係企業と携わる人材の一段の努力や工夫が求められ

る。 

当委員会の見解（知的財産の活用） 
特許や IP は「守る」ためではなく、「攻める」ために、ま

た「販売」して利益を得るために利用することが求められる。

ロジック回路を中心とした LSI では IP や設計ライブラリな

どが大きな知的財産となる。ファブのプロセス・設計仕様

が標準化されていれば IP の活用も増え、IP 産業との連

携も容易になる。ただしこの IP は、EDA ツール（CAD）と

連携できる「ソフトマクロ」である必要がある。 

過去には日本の半導体メーカーは、親会社（システム

やセットメーカー）の要望で IP を開発するケースが多く、

親会社と競合する相手には IP を販売することができなか

った。しかし、親会社が撤退したビジネス分野の IP で、宝

の持ち腐れとなってお蔵入りしている特許や IP を市場に

開放（他社への販売、或いは戦略的な活用等）することも

一つの手段であろう。このためには、これらの特許や IP の

商品価値を高めるような工夫や努力が必要と考えられる。 

 
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） 



28        半導体産業人協会 会報 No.87(‘15 年 1 月) 

 
新入会員(2014.10.1 から 2014.12.31) 
個人会員 (ご入会順、敬称略) 
 尾崎一成、四手井綱章、中川洋一 
賛助会員 (ご入会順、敬称略) 
 (株)DN クエスト、(株)フローディア、(株)ヨコオ 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 
 
10～12 月実施行事 
10 月：  9 日 理事会 

16 日 執行会議 
11 月：  6 日、7 日 教育講座（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 教育講座（秋季入門講座） 

12 月： 11 日 予算審議委員会 
 18 日 執行会議 
 
11 月 13 日に諮問委員会を開催 
 2014 年度 2 回目の諮問委員会が 11 月 13 日 15 時

より林野会館 603 号室で開催され、橋本理事長、竹下

諮問委員会委員長の挨拶から始まりました。 
出席者：竹下委員長、長谷川委員、内田委員、堀内

委員、高橋委員の 5 名、執行側は理事会メンバー。 
議題としては①2014 年決算見通しと財務構造につ

いて事務局から報告。②日本半導体歴史館の現状報

告と今後の進め方について歴史館委員会から報告。 
財務構造、歴史館について、諮問委員の方々から多く

の質問、ご意見を頂きました。 
教育事業が大きな柱になってきており、PR のために

ENCORE に受講者、受講者派遣元のインタビュー記

事を載せてはどうか、また、歴史館構築資金獲得のた

めに Web で寄付を募ったらどうかの 2 点は実行部隊と

して検討していくことといたしました。 
また、諮問委員会を年 2 回開催してまいりましたが、

諮問委員の皆さんとの合意で、今後は最低年 1 回の

開催を義務付けることになりました。これに伴い、諮問 

 

委員会規程を次の理事会で改訂いたします。 
 
ホームページへの動画掲載 

執行会議において数回にわたり、講演会の動画、音

声付パワーポイントの掲載について議論を重ねてまい

りましたが、講演者の許可を得て掲載できる運びとなり

ました。既に、牧本前理事長の記念講演はホームペー

ジに掲載されています。今後は引き続き、ご了解を頂

けた講演は掲載をして行く予定です。(原則、会員パス

ワードが必要) 
これにより、地方の会員の方でも ENCORE と共に

講演内容を Web 上でご覧いただける様になります。ご

利用ください 
 
今後の行事予定 
1 月： 13 日 監査役会 

15 日 執行会議 
22 日 決算理事会 

2 月： 19 日 執行会議 
21 日 コミュニティ YMK 会開催 
27 日 社員総会、臨時理事会、特別講演会 

3 月：  4 日 コミュニティ多摩会開催 
19 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をご

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（12 月 31 日現在） 
個人会員 291 名  賛助会員 63 団体 
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