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1．はじめに 
機関誌 Encore に巻頭言を書いて欲しいとの

依頼を受けた。その時にサンプルとして送って

いただいたのが 2015 年 1 月号に理事長の橋本

浩一氏が書かれた「日本半導体産業復興に関す

るコメント」という巻頭言で、そこでは日本の

半導体産業の衰退の原因について人事制度とマ

ーケティングの観点に焦点を当てて分析してお

られた。この記事は橋本氏の国内および海外で

のビジネスの経験を踏まえて書かれており、説

得力があり読み応えのある内容であった。本稿

では、日本の半導体産業を復興させるための提

案を、ビジネス戦略という角度から考えてみた

い。まず、次の 2つの事例について考えてみる。 

 

2．事例1： VHSIC 

業界標準のハードウェア記述言語 VHDL は、

1980 年に米国でスタートした VHSIC（Very High 

Speed Integrated Circuit）と呼ばれるプロジェクト

の中で開発された言語である。VHDL の正式名称

は、VHSIC Hardware Description Languageで

ある。VHSICは、プロセス技術、デバイス技術、パッ

ケージング技術、論理合成技術、設計手法、設計言

語など、半導体設計・製造技術に関する非常に広範

な課題を扱った包括的な一大プロジェクトであり、10

年間にわたって実施された。 

米国はなぜこの時期に、このような大規模なプロジ

ェクトを実施したのであろうか？ このプロジェクトが

開始される直前の 1970 年代の後半は、日本が

DRAM を中心にして半導体の生産で世界のトップ

シェアを占め、日本の半導体産業にとっての絶頂期 

であったと言っても良い。 

集積回路の設計・製造技術は米国

で開発され、日本は米国からの技術

移転を受けて設計・製造を開始した。日本の技術者の凄

いところは、技術移転を受けてスタートしたとしても、その

技術をカイゼンすることにより、技術移転を行った本家より

も優れた技術を開発できたというところであろう。このよう

な状況は、半導体に限らず他の分野でも良く見かける。 

このプロジェクトを通じて、米国は DRAM を上回る「価

値」を持つ大規模な論理 LSI（ASIC）やマイクロプロセッ

サの開発を行うための基盤技術を確立した。たとえば電子

設計自動化（EDA）技術の分野では、多数のEDAベンダ

が生まれ熾烈な競争が開始された。その結果、日本の半

導体企業が個別に内製していた EDA ツールは徐々に駆

逐され、米国製のEDAツールで置き換えられていった。 

EDA ベンダに見られるような水平分業化は半導体業

界の構造を大きく変えることになり、日本の垂直統合型の

半導体企業を不利な状況に追い込むことになった。この

ように VHSIC プロジェクトは、その後の米国の半導体産

業と電子産業の活性化につながる、戦略的に大きな役割

を果たしたと考えて良いであろう。 

 

3．事例2： インテル社の決断 

インテル社は、1971 年に世界で初めての 4 ビットプロ

セッサ i4004 を開発した、マイクロプロセッサの先駆者で

あった。それと同時に、DRAM を含めた半導体製品の製

造と販売を行っていた。インテル社は日本がメモリ IC の

分野で世界のトップシェアを獲得しつつあった状況で、ビ

ジネスの中心をマイクロプロセッサに切り替えるという大英

断によって、汎用マイクロプロセッサの市場でトップメーカ

の地位を築いてきた。歴史家は後から振り返って「大英断
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であった」と評価するであろうが、当時の経営者や技術者

に取っては苦渋の決断であったことは想像に難くない。 

DRAM とプロセッサの最大の違いは、機能の複雑さで

ある。プロセッサはソフトウェア（プログラム）を用いることに

よって様々な機能を実現できるので、DRAM よりもアプリ

ケーションに近いレイヤの高機能の製品である。高機能

であるがゆえに、マーケッティングに成功すれば、マイク

ロプロセッサはメモリ IC よりもはるかに高価格で販売でき

る。しかもメモリ ICは仕様の標準化が必須であるが、マイ

クロプロセッサは命令セットやアーキテクチャによって差

別化が可能である。インテル社はこのような特質を理解し

ていたがゆえに、マイクロプロセッサの分野で戦うことを決

断したのであろう。 

 

4．戦略の重要性 
先に述べた VHSICの事例では、米国がDRAMの分

野で日本との価格競争を行う代わりに、長期的な戦略を

立てて大規模な論理 LSI（ASIC）やマイクロプロセッサの

開発のための包括的な技術開発プロジェクトを実施したと

考えることができる。また、インテル社の事例では、日本で

も流行語になった「選択と集中」が成功した良い事例であ

ろう。これも戦略的な判断だと言える。 

米国のこのような方針は、相手の強い分野での戦いを避

け自分が有利な分野で戦うという、古くは孫子の兵法（軍形

編）にも書かれている、ごく普通の戦略のように思える。 

このように考えると、日本は高品質のメモリ ICの製造技

術では優位であったが、マイクロプロセッサと ASIC を中

心においたビジネス戦略で負けてしまったと考えてよいと

思う。その後の展開はご存知のとおり、台湾および韓国と

の間のメモリ IC の価格競争に固執して惨敗を被ったと言

える。 

もし日本が 1970年代後半の米国での VHSIC プロジ

ェクトの実施やインテル社の決断という歴史から戦略の重

要性を学んでいれば、別の方策を選択出来たのではな

いかと思われる。この点が残念でならない。 

 

5．半導体産業復興への提言 
さて、このような考察を行ったのは、犯人探しをするた

めではなく、現時点で採れる最善の戦略について考える

ためである。変化（パラダイムシフト）が起きているところに

はチャンスがあるはずである。あきらめないで、今後の半

導体ビジネスの戦略を練り直す時期であろう。 

現在、CMOS半導体の微細化（Mooreの法則）の限界

が見えてきたところである。国際半導体技術ロードマップ

（ ITRS: International Technology Roadmap for 

Semiconductors）委員会では、今後の半導体技術の発

展の方向について、「More Moore」と「More than 

Moore」の二つのモデルを提示して議論している。「More 

Moore」は、従来通り微細化を進める方向である。これに

対して、「More than Moore」は、微細化を進める代わり

に、ディジタル回路だけではなく、アナログ回路、高周波

回路、高電圧回路、MEMS（Micro Electro Mechanical 

Systems）センサやアクチュエータなどの異質な回路を用

いてシステムを構成するという方向である。現在普及が進

んでいる IoT（Internet of Things）製品がその分かりや

すい例であろう。高集積化から高機能化への方向転換と

言っても良い。 

日本が半導体産業の再興のために採るべき戦略は、

半導体の製造技術の高度化（More Moore）ではなく、重

要なアプリケーションのための高機能な半導体という観点

から検討すべきであると思う。 

このような観点に立って考えた場合、有望なアプリケー

ション分野はいくつかある。たとえば、自動車の自動運転、

医療・ヘルスケア、農業などがある。また、これらの問題に

対するソリューションの一つとして、いわゆる人工知能が

注目を浴びている。人工知能という切り口で考えた場合で

も、たとえば機械学習のためのハードウェア・アクセラレー

タなども有望である。 

 

６．おわりに 
  日本にはモノづくりの技術があり、大規模な国内市場も

あり、多種多様なアプリケーションを受け入れる文化もあ

る。視点を切り替えて柔軟な発想を持つことさえ出来れば、

イノベーションを起こすことができ、日本の半導体産業に

も復興のチャンスは十分にあると思う。 

なお、私事であるが、2016年 3月末に定年を迎え、20

年間奉職させていただいた大阪大学を退職した。3 月 4

日に行った最終講義では、本稿のテーマとも関連した、イ

ノベーティブな研究を行うためにはどうすれば良いか、こ

れまで何がそれを阻んできたのか、という問題について

私見を述べた。ご興味をお持ちの方は、最終講義で用い

たプレゼンスライド（下記 URL）をご笑覧いただけると幸

いである。 

 
http://www-ise1.ist.osaka-u.ac.jp/lab/wp-content/uploa

ds/2016/03/Final_Lecture.pdf 

 

 ２              半導体産業人協会 会報No..92(‘16年 4月) 



 1 
半導体産業人協会 会報 No..92(‘16 年 4 月)             ３ 

 
 2016年 2月 25日に一般社団法人半導体産業人協
会第 8 期の社員総会（以下総会）が茗荷谷林野会館
で開催されました。 
今回の総会の特筆すべきは、①定款の一部変更の

賛否を問うことと、②過去の総会で報告されていた

重点活動実績報告が省かれ、代わりに、本年度の各

委員会の活動計画を十分にご理解いただきたいと報

告に時間を割いたことにあった。 
冒頭、事務局長より議案書のタイプミスの訂正が

あり、笑いを誘い、和やかな雰囲気の中、総会は順

調に進行し、すべての議案が承認、可決された 
 
以下総会の審議経緯を紹介する。 
 

2016年度社員総会 
日時：2016年2月25日 15:00～17:00 
場所：茗荷谷 林野会館 6階ホール 
出席者：52名、委任状：204通 

 
 定刻の 15 時にスタートし、橋本理事
長から議長に竹下晋平会員が推挙され、

会場の賛同を得て竹下議長のもとに総会が執り行な

われた。 
 最初に議長より定足数確認があり、内海事務局長

より 2016年 1月 25日時点（総会 1か月前）での
議決権保有社員数は個人 270 名、賛助 56 団体の計
326であり、総会開始直前の集計結果は、49名の方
が出席、委任状が 204通であり、計 253と通常議題
（過半数）特別議題（3分の 2）ともに審議に足る定
足数を満たしているとの報告を受けて、開会が宣言

されて 2016年度総会が開始した。 
尚、最終的な出席者数は 52名でした。 
総会議事次第は以下の通り。 
Ⅰ、2015年度活動報告（通常議案） 
（１）活動総括 
（２）各委員会活動実績 
（３）収支実績報告 
（４）監査報告 
Ⅱ、定款の一部変更（特別議案） 
Ⅲ、2016年度活動計画（通常議案） 
（１）活動の基本方針 
（２）各委員会活動計画 

2016 
年度 

2 0 1 5 年 度活動報告   定 款の一部変更   2 0 1 6 年 度活動計画   役 員の選出 

 
竹下議長 

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 

 2015年 10月(90号)掲載以降、2016年 3月 31日までに下記の 73名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。 

青木昭明、荒巻和之、池永和夫、生駒英明、石川元、市山壽雄、伊藤達、伊東秀昭、井上道弘、内田傳之助、内田雅人、

内田康臣、内山雅博、内海忠、梅田治彦、大成基、小川洋史、大西新二、尾崎一成、金子和夫、神永晉、神山治貴、 

河崎達夫、川西剛、川端章夫、川本佳史、木原利昌、金原和夫、小崎勝浩、小林伸至、坂本典之、崎谷文雄、柴田圭一、

島亨、清水秀紀、志村幸雄、鈴木孝徳、平強、鷹取正豪、高橋令幸、高畑幸一郎、田中喜男、田辺功、趙成洙、中川洋一、 

中澤修治、中田靖夫、永塚幸夫、中根久、並木智雄、野澤滋為、橋本浩一、畑捨三、畑田賢造、羽田祐一、馬場久雄、 

福井博、藤江明雄、星野清、堀内豊太郎、堀江洋之、牧本次生、増田尚也、松本光由、松元光義、萬田和彦、溝上裕夫、

宮川宣明、向井久和、山崎俊行、山根正煕、吉澤六朗、渡壁弥一郎 
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（３）2016年度予算案 
Ⅳ、役員選出の件（通常議案） 

 
Ⅰ、2015年度活動報告 
最初に橋本理事長から、挨拶と 2015年度の活動の総
括、会員数の増減（表１参照）が報告された。 
【活動実績指標数値】 
・講演会総動員数：  延参加者数 376名（6回開催） 

・会報発行総部数：  約 3700部（4回発行） 

・見学会参加延人数： 29名 

・コミュニティ参加延人数： 93名（5回開催） 

・趣味の会参加延人数： 35名（4回開催） 

・人材支援活動：  求職登録数 69人、 

求人登録社数 13社 

・教育講座参加延人数： 295人日 

・STaP 受注件数：  31件 

・協会活動規模（総支出）：  1736万円 

・収支：      306万円 

 

会員数は残念ながら、個人会員、賛助会員ともに、

2014年末からは減少した。 

 

以下、総会次第に沿って進められた。 
委員会活動報告 

11委員会の活動実績は伊藤副理事長（執行会議議
長）からまとめて報告された。 
収支実績報告 
内海事務局長が報告。 
経常外収支を含めた総収入は 20,493,092 円、総支
出は17,431,391円、2015年度収支計は＋3,061,701
円、年度末正味財産は 14,519,313円と報告された。
（表 2、表 3参照） 
監査報告 
井入監事から適正に処理されていることが報告さ

れた。付帯意見として「予算精度の向上と会員への

さらなるサービス強化を望む」と付け加えられた。 
 
竹下議長より議場に賛否の確認が行われ、拍手でⅠ

号議案は承認された。 
 
Ⅱ、定款の一部変更 
定款 第 1章総則の第 2条(事務所)並びに第 5章役員

の第23条（役員の任期）の2箇所の変更が提案され、
理事長より提案内容について説明があった。 

表 2 2015年度 収支報告書 

予算(a) 実績(b) (b)/(a）％

8,596 ,000 8 ,632,500 100%

2,646,000 2,587,500 98%

5,950,000 6,045,000 102%

7,830 ,000 11 ,345,599 145%

500 ,000 450,235 90%

2,095

16,926 ,000 20 ,430,429 121%

4,925 ,184 5 ,554,837 113%

2,870 ,980 2 ,583,473 90%

1,583 ,600 1 ,487,844 94%

460,000 444,618 97%

160,000 158,489 99%

963,600 884,737 92%

9,379 ,764 9 ,626,154 103%

7,428 ,580 7 ,654,823 103%

80 ,000 80,000 100%

7,508 ,580 7 ,734,823 103%

16,888 ,344 17 ,360,977 103%

37 ,656 3 ,069,452

62 ,663 -7,751

収入 歴史館寄付取崩し 62,663 62,663

支出 法人税等 70,414

100 ,319 3 ,061,701

活動振興費

会費収入

個人会費

賛助会費

事業収入

寄付金等

雑収入

収入計

事業費

委員会費用

諸活動費

支出計

収支計

経常外収支

当期収支計

通信費

運営管理費

活動費計

事務局費用

その他一般管理費

管理費計

 

表 3 2015年度末貸借対照表 

[　流動資産　] 15,098,668 [　流動負債　] 936,499

　現　　　金 85,086 　未払金 99,456

　預り金 39,043

　ゆうちょ銀行 5,982,756 　仮受金 0

　前受金 728,000

　普通預金 2,826,486 　未払い法人税 70,000

　　みずほ銀行･新宿中央 954,154

　　三菱東京UFJ･新宿通　 1,150,043

　　りそな銀行・新宿 722,289

　定期預金 6,000,000

　　三菱東京UFJ･新宿通　 6,000,000

[　純資産 ］ 14,519,313

　前払費用 204,340

　仮払金 0 　期首正味財産 11,457,612

　当期損益 3,061,701

[ その他の資産 ] 357,144

　敷　　金 357,144

資産合計 15,455,812 負債･正味財産の合計 15,455,812

資産の部 負債の部

正味財産の部

 

表 1 会員増減表 
 2014年 

12月31日
現在 

入会 退会 増減 
2015年 
12月 31日
現在 

個人会員 291 24 44 △20 271 

賛助会員 63 3 9 △6 57 

    ４           半導体産業人協会 会報 No..92(‘16 年 4 月) 
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① 第 2条(事務所) 現行の所在地表記 「東京都新
宿区新宿 6－27－10 塩田ビル 202」を「東京都
新宿区」に変更する。  

② 第 23条（役員の任期） 現行規程では理事、監
事の任期が「最長連続 3期」となっているが、「重
任を妨げない」に変更する。 

という変更提案であった。 
議長から質疑を促されたが、特に異論もなく、拍手

でⅡ号議案は承認された。  
 
Ⅲ、2016年度活動計画 
活動の基本方針が橋本理事長か

ら紹介された。「当協会は、その

強みである豊かな人脈を生かし、

会員の皆様に喜んでいただける

施策を推進し、自らの財政基盤を

拡充し、また半導体を失っては国

の将来がないとの思いのもと、関

連団体とも連携し、半導体産業発

展の応援団として尽力したい。」

と述べられた。 
重点施策として 
1）会員サービスの向上 
2）財政基盤の強化：会費以外の収入拡大を図る 
3）会員拡大 
4）半導体歴史館の拡充 
5）広報活動の拡大 
の 5 点が挙げられ、最後にあらためて会員拡大、事
業への参加活用に対して、会員各位への協力要請が

あった。 
各委員会活動計画 

11 委員会の各委員長から持ち時間 5 分で活動計画
のポイントが報告された。報告者は以下の通り 
・講演企画委員会 有門委員長 
・編集委員会  相原委員長 
・文化活動委員会 野澤委員長 
・関西地区委員会 井上委員長 
・九州地区委員会 荒巻委員長 
・教育委員会  市山委員長 
・人材支援委員会 喜田委員長 
・論説委員会  井入委員長 
・広報委員会  馬場委員長が欠席のため 
    東條委員が報告 
・半導体歴史館委員会 伊藤委員長 
・STaP委員会  吉澤委員長 
活動内容は紙面の都合上、省かせて頂きますので、

議案書を参照ください。 
昨年は広報委員会が委員紹介を顔写真入りで行いま

したが今年は、3委員会と増えていました。 

 

2016年度予算案 
事務局長より説明。 
総収入 18,020,000 円、総支出 18,014,384 円、総収
支は＋5,616円の予算が提案された。 
収入については会費収入、事業収入ともにリスクを

考慮して少なめに予算化、但し、委員会活動費は昨

年実績以上で予算化されている。 
 
Ⅲ号議案につき議長より質疑が促され、拍手をもっ

てⅢ号議案は承認された。 
 
Ⅳ、役員選出 
橋本理事長から役員候補として次の各氏が推挙さ

れた。 
理事重任：青木昭明、井上道弘、市山壽雄、野

澤滋為、理事就任：内海 忠  
監事重任：井入正博、監事就任：中川洋一 

尚、橋本浩一、伊藤 達、馬場久雄、吉澤六朗の各

氏は留任、川西 宏氏は本総会をもって退任する旨

が報告された。 
議長より会場に賛否確認がなされ、Ⅲ号議案は承認

表 4 2016年度 予算案 

２０１６予算案 ２０１５実績 増減額

8,626 ,000 8,632,500 -6,500

個人会費 2,510,000 2,587,500 -77,500

賛助会費 6,116,000 6,045,000 71,000

8,894 ,000 11,345,599 -2,451,599

500 ,000 450,235 49,765

2,095 -2,095

18,020 ,000 20,430,429 -2,410,429

5,200 ,384 5,554,837 -354,453

3,261 ,400 2,583,473 677,927

1,668 ,600 1,487,844 180,756

活動振興費 410,000 444,618 -34,618

通信費 160,000 158,489 1,511

運営管理費 1,098,600 884,737 213,863

10,130 ,384 9,626,154 504,230

7,505 ,920 7,654,823 -148,903

378 ,080 80,000 298,080

7,884 ,000 7,734,823 149,177

18,014 ,384 17,360,977 653,407

5 ,616 3,069,452 -3,063,836

0 -7,751

収入 0 62,663

支出 70,414

5 ,616 3,061,701 -3,056,085

その他一般管理費

会費収入

事業収入

寄付金等

雑収入

収入計

事業費

委員会費用

活動諸経費計

活動費計

事務局費用

管理費計

支出計

収支計

経常外収支

当期収支計
 

 
活動方針を説明する 
橋本理事長 
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された。 
 
以上により、予定された議題は全て承認され、議長

の閉会宣言があり、定刻よりやや早めに総会は終了

した。 
 
臨時理事会 
社員総会後直ちに理事会が開催され、互選により

2015 年に引き続いて橋本浩一氏が代表理事理事長、
伊藤達氏が副理事長に選任されました。 
続いて理事の役割分担、運営体制が確認されました。

2016年度運営体制は右表の通り。 
 
特別フォーラム 

17時 30分より併設された特別フォ
ーラムが、増原会員の司会で開催され

た。「パワー半導体 SiC の研究開発と
実用化へのみち」と題して京都大学名

誉教授の松波 弘之氏が講演された。
講演内容は本誌掲載を参照ください。 
 
懇親会 
懇親会は野澤理事の乾杯でスタート、引き続いて

急遽、中川新監事に紹介の意味を含めて挨拶をいた

だきました。 
本日は長丁場だったせいか、60人分用意した料理が 
瞬く間に売り切れました。皆さん食欲旺盛、元気い

っぱいで何よりでした。そんな事情から予定より早

めに切り上げ、有門会員の挨拶でお開きとなりまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
訂正とお詫び 
議案書の一部に記載ミスがありましたことをお詫び

し、ここに訂正いたします。 
訂正箇所 P7 （３）2015年度会計報告の 5行目 
 誤：14,519,313万円 ➩ 正：14,519,313円 

 
乾杯の挨拶をする

野澤理事 

 
中川新監事 

2016年度 運営体制 

理事 

橋本浩一 理事長（代表理事） 

伊藤 達 
副理事長 
執行会議議長 
歴史館委員会委員長 

青木昭明 知財担当 

市山壽雄 教育委員会委員長 

井上道弘 関西地区委員会委員長 

内海 忠 財務法務担当 

野澤滋為 文化活動委員会委員長 

馬場久雄 広報委員会委員長 

吉澤六朗 STaP 委員会委員長 

監事 
井入正博 論説委員会委員長 

中川洋一 

委員会 

委員長 

有門経敏 講演企画委員会 

相原 孝 編集委員会 

野澤滋為 文化活動委員会 

井上道弘 関西地区委員会 

荒巻和之 九州地区委員会 

市山壽雄 教育委員会 

喜田祐三 人材支援委員会 

井入正博 論説委員会 

馬場久雄 広報委員会 

伊藤 達 半導体歴史館委員会 

吉澤六朗 STaP 委員会 

諮問委員 

内山雅博 

佐々木 元 

竹下晋平 

羽田祐一 諮問委員長 

堀内豊太郎 

吉田庄一郎 

高橋令幸 

長谷川義榮 

名誉顧問 川西 剛 

特別顧問 牧本次生 日本半導体歴史館 館長 

顧問 

金原和夫 

梅田治彦 

大山昌伸 

河崎達夫 

小宮啓義 

平林庄司 

牧野 力 

牛尾眞太郎 

志村幸雄 

事務局 

内海 忠 事務局長 

桜庭修平 

高橋智子 

 

懇親会風景 

 
講演される 
松波先生 
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この数年、外資系半導体企業による日本半導体市

場によるシェアが急上昇している。また外資系半導

体企業による日系半導体企業の買収も進んでいる。 

この 3年をみても弊社日本サイプレス(当時は日本ス
パンション )による富士通半導体部門（MCU、
Analog）の買収、オン・セミコンダクタによる旧三
洋電機半導体部門の買収、タワージャズによるパナ

ソニック高電圧デバイス工場の買収、さらにアムコ

ア社のジェイデバイス（組立）工場の入手、と例に

事欠かない。 

 

当然外資系半導体から提供される文書、資料に対

して日本の顧客は日本語での文章を望むので、当然

日本語での対応が必要になる。ここで不思議に思わ

れるかもしれないが、外資系に買収された元日系企

業は当然日本語での文書、資料を作成することは問

題ないと思われるかもしれない。し

かし、一旦外資系に買収されるとす

べての公式言語は英語となるので、

資料の作成そしてその査閲・承認過

程は、すべて英語でおこなわれる。

したがって最終的には、誰が作成し

ようと日本語への翻訳が必要になる

わけである。 

 

膨大な資料（データシート、拡販

用冊子、技術マニュアルなど）を翻

訳するのは相当の工数が必要である

と同時に、極めて短納期で完了する

必要がある。 

 

通常は翻訳サービス会社に頼むわ

けであるが、一つの欠点は半導体独

自の用語や言い回しについて熟知し

ているサービス会社がないわけであ

る。経費削減のため、彼らは Google
での自動翻訳をベースに Google が
いくつかの候補を表示したときに人

間が選択する手法をとる。したがっ

てこうした翻訳は求める品質からは

遠い。そこで弊社が選択したのは半

導体産業人協会（以下 SSIS）が提供
する STaPの翻訳サービスである。 
   
弊社が翻訳サービス会社から入手 

した翻訳を SSIS の方々に洗練された日本語に改良
してもらう、所謂ブラッシュアップの作業である。 

SSIS の翻訳サービスの最大の価値は半導体業界
で長い経験をもつ担当者を選べることである。弊社

がおこなっているSSISのSTaPの翻訳サービスの利
用フローを述べる。図1に過程を図示する。まずSSIS
の中で翻訳サービスに係るご意思のある方々を

SSISに選出してもらう。選出された方々に弊社より
2 ページ程度の翻訳例（Google の自動翻訳ベース）
をお渡しして改良された日本語翻訳の回答を頂く。

それに基づいて選出された方々の内で弊社としてお

願いする資格者を選ぶ。現在 3名おられる。 

 
そのあとは弊社からの需要に応じてその都度翻訳

依頼の案件を SSISに送り、結果を納入いただく。 

 

 

 

半導体産業人協会の日本語翻訳サービス業務 

日本サイプレス（株） 代表取締役会長  吉澤 仁 

[図１SSIS と弊社の間での業務フロー 



この過程で最初の納入リードタイムは大体3～4日

である。弊社にて満足できない場合差し戻す場合も

あるが概ね一回のやり取りで終わる。 

弊社の実績は拡大しており、四半期で 20件 800ペー
ジを超えるまでになっている（図 2）。翻訳業務は定
常的に発生するので繰り返しのオーダが得られるこ

とが SSIS には魅力になると思われる。翻訳以外で
の SSIS の可能性に考えてみる。翻訳業務は言語の
問題に起因したが、法制上の違いによる需要もある。 

 
ワッセナー協約によりにより先端デバイスあるい

は軍事用デバイスを危険国と判断した国々への輸出

規制はグローバルな規制であるが、日本でのパラメ

ータシートという制度は独特である。輸出対象とな

る製品について規制該当か規制非該当かを判定した

シートを個々の出荷の際に作成しなければならな

い。ここでいう輸出とは、日本のお客様のために 

 
一旦輸入した商品をさらにお客様の海外工場へ発送

する場合である。 
 

この作業は意外と手間がかかり、外資系半導体ベ

ンダーの日本法人が小さい場合は負担になる。各製

品が該当か非該当かの判定は製品のデータシートを

見ながら、「安全保障貿易情報センター」（CISTEC）
から発行されているパラメータシート（年に一回あ

るいは暫時改版される）に照らして判定していく作

業である。最終の認定は勿論半導体ベンダー(日本法
人)が果たさなければならないが、その予備調査は
SSIS でも可能である。SSIS には以前日系半導体ベ
ンダーにおいてそうした業務をされていた方は多い

はずなので、一つの可能な業務かと考えられる。 
 

 

・巻頭言 日本の半導体産業復興の提言 今井 正治 1頁 
・総会報告  事務局 3頁 
・寄稿文    半導体産業人協会の日本語翻訳サービス業務 吉澤 仁 7頁 
・特別講演   『パワー半導体 SiCの研究開発と実用化へのみち』  

                 松波 弘之 9頁 
・寄稿文 フラッシュメモリ開発物語 舛岡 富士雄 13頁 
・寄稿文 熊本県企業立地セミナー  
    ～くまもとの拠点企業からの発信～ 松本 佳奈子 21頁 
・オアシス ～憩いの時空間～   23頁 
・賛助会員紹介 （株）エイチ・ティー・エル        渡部 修一  29頁 
・委員会報告 文化活動委員会   
        『第 5回 多摩会』（講演会・懇親会）報告 川本 佳史 30頁 
・委員会報告 論説委員会 

「半導体産業の産学連携（3）」 井入 正博 32頁 
・協会便り  事務局 34頁 

図 2 翻訳件数と翻訳ページ数の推移グラフ 
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今日はこの

様な順番で話をさせて頂く 

・なぜ SiC（シリコンカーバイト）に対する期待が強まっている

のか？ 

・パワーデバイスとして SiC技術がどの様な状況にあるか？  

・早い時期から京都大学で研究・開発したので紹介する 

・実用化で銀座線、小田急線、高速エレベーターなどに積

まれて、省エネ効果が出ている。又、2014 年 5 月に PRIUS

に搭載した実例や、東海道の新幹線にコンバーター・インバ

ーターとして使うなどの結果が出ているが、これは国のプロ

ジェクトがなければできなかった。 

 

１、パワー半導体SiCへの期待 

トランジスタ、IC、メモリーが出来、プログラムが乗るマイク

ロプロセッサーが出来て、微細加工と進み、コンピュータが

自前で何でもやる時代から、クラウドを使う仕組みに変わっ

た。日本が誇ったデジカメや携帯電話が追いやられて、今

はタブレット PC、スマートホンになっている。これは、通信が

うまく組み合わさって、どんどんソフト技術が進んで来た結果

である。  

若者は電車の中でゲームしかやっていない、寝るまでゲ

ームをやっているのは、人間生活、文化という点で、これで

よいのかと思っている。これは、我々が引っ張ってきた道で

あり、反省しなければいけないと考えている。 

半導体技術は光を絡ます事により色々な事が出来ように

なった。発光ダイオード(LED)、レーザーダイオード(LD)、太

陽電池などが出来て、しかも青色 LED が出来た事により黄

色の蛍光剤と混ぜると白色ランプができる事で蛍光灯から

省電力のLED照明にパラダ

イムシフトで生活を変えてきた。 

演算、メモリー、通信、そしてディスプレーは ICT の主役

であるが、これを動かすエンジン・電源のパワー分野は縁の

下の力持ちで、注目度低く検討されて来なかった。そのパワ

ーデバイスに何が期待されているかを紹介させて頂く。 

社会の発展が使いやすい電気エネルギーに頼って来て

いる。電力は化石燃料を燃やす事で作られるが、温暖化な

どの環境を考えると問題である。電気を使う装置の電力変換

にパワー半導体が使われているが、電力変換にシリコンを

使うのは損失が大きく、この損失を減らすだけで新しい発電

所を作らなくてすむのでないか？ 省エネという観点からパ

ワー半導体 SiC に期待度が上がっている。発電の後から、

各種の装置で電圧や周波数などの変換により発電から手元

に着くまで約5％もロスしている。又、産業機器や家電はイン

バーター化されている。主役はSiの IGBTでバイポーラであ

り、スイッチングロスが約 10％ある。電力を作ってから使うま

で約 15％が熱となって損失している。また環境を考えると自

動車で大量のガソリンを使い環境負荷を高めている。 

温暖化などから、最近はハイブリッドカー、プラグインハイ

ブリッドなどが開発されているが、作ってから使うまでの電気

エネルギーの損失は今のＳｉパワーデバイスを使うのでロス

が大きな問題である。 

上の図はパワーデバイス・インバーターの動作周波数と

容量の関係である。Si の整流器が交流から直流に変換する

が、ダイオードであるのでスイチングができずバイポーラトラ

ンジスタが出来てからスタートした。大電力ではバイポーラ

型 IGBT が主役になっているが、SiC の技術が確立すれば

損失が少なく SiC MOSFETに置き換えられる。 

高電圧領域では、抵抗がMOSFETでは大きくなるので伝

forum 
SSIS

パワー半導体 SiC の研究開発と 

京都大学 名誉教授  工学博士   松波弘之 
       

  一般社団法人 SiC アライアンス 会長 

【  本原稿は編集委員会 相原 孝がテープお越こしを致しました。 
              文責は SSIS相原 孝にあります  】 
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導度変調を利用して抵抗を下げるために SiC バイポーラ 

デバイスが使われる。 

この図はプレナー型の MOSFET で、パワーデバイスで
は縦型に使うのが特徴である。IGBT はコレクタ側の N＋を
P+に変えPN接合を作る事で、耐圧を上げると抵抗が高くな
るのをコレクタ側から正孔をいれて再結合させて抵抗を下げ

ている。 
SiC パワーデバイスを使うメリットは損失が低減できる、そ
れは物性に関係している。（下図）禁制帯幅が 3 倍、絶縁破
壊電界が 10 倍、などが SiC の特徴である。熱伝導率が金
属の銅なみでインバーターに使うと高効率・高出力で小型

であり、高い温度で使えるので簡易冷却ですむ。 
耐圧 1kVのオン抵抗を考えた時に Siでは 100μの厚さ
がいるが、SiCは 10μmですむ。Si-Pin と SiC-SBDのス
イチング損失を比較すると Si は逆方向でスイッチングしたと
き電流が大きく流れて電圧が大きく出る。SiC は空乏層にた
まったチャージが抜ければ問題ない。これが SiC-SBDがよ
いと出た報告である。   

２、SiCパワーデバイス技術の現状 
SiC ウェハーは 1991年に米クリーが商品化した、現在は

4 インチが主流で、6 インチは試作段階である。Si と違い溶
けないのでチョクラルスキー法が使えない。溶けないことは

昇華をする事であるので、低温側に種結晶を置いておき、

高い温度側に置いた多結晶のSiCを気相で運んでくる技術
を使っている。Si の 300mm、450mm と同じ様にはいかな

い。Si で 6 インチのウェハーが SiC では 3 インチのウェハ
ーで済む、それは大きな電流が流せて、熱に対する問題が

避けられる。今の処は 100mm でビジネス展開の話が進ん

でいる。ショトキーバリアダイオード(SBD)は 2001 年にイン
フィニオンから上市され、その後多数の企業から出されて、

Si-pinは SiC-SBDに置き換えられる段階に来ている。 
日本は 9年遅れてロームが大量生産を始め、2010年 12
月には、SiC-MOSFETを大量生産できると発表があった。 
特性を見ると Siでは低い温度で 600Vを保証しているが、

200℃では耐圧が持たなく使えない。SiCは 200℃でも十分
動作すると同時に、室温に比べて高い方に絶縁破壊電圧が

シフトしているので明確なアバランシェの動作を使っている。

さらにトレンチ構造にして抵抗を大幅に下げると 2011 年の
IEDMで発表した後に、2015年 4月にMOSFETの大量
生産の段階に来たとローム社からアナウンスがあった。 
これが今の技術の現状である。 

3、あけぼの期における基礎研究（歴史）     
Geトランジスタが52年にPNP型でバイポーラが出来た

が、Siトランジスタは出来ていなかった。米国で、Geト

ランジスタの動作が60℃まで上昇したらP-Nの区別が出

来ないので、高温で使えるデバイスの要求が強くなった。 

その時点で、Lelyが昇華法の活用で高品質ウェハーが

できるとの発表を1955年にしたので、米国で国家プロジ

ェクトが作られ、研究が始まり、日本、イギリス、オラ

ンダでも研究が始まった。1959年に第１回SiC国際会議で

Shockleyが講演をして、「将来はSiCになるが、時間が掛

かる」と推奨と予言をした。 シリコンの技術があがり、

1960年にMOSの特許が出、1960年代にはMOSFETの実用に進

み、125℃の動作が保証される事でSiC材料研究は停止し

た。 昇華法でつくったSiC単結晶は高品質の破片で形は

不揃いで薄いウェハーであるのでデバイス研究は停止し

た。しかし、京大では、素晴らしい物性を持った材料に

半導体社会で市民権を付けたいと研究を続けた。SiCが使

えないのは基板が悪いためで、シリコン基板は入手出来

たので、その上にSiCをヘテロエピタキシャル法で積んで

SiC基板を作る研究を続けた。ただ、研究費がSiCヘテロ

エピでは出ないので、SiC青色LED研究で研究費を貰い、
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LED開発とSiC基板製作の研究を行い、短時間でSiC青色

LEDは実用化された。  

SiC基板の難しい点は積層構造に色々なタイプがあり、良

い結晶を積み上げることは難しいと言われていたが、1968

年から10年かかり、シリコンの上に厚膜を積んでも再現性が

良い結晶ができるようになった。高温におけるシリコンの表

面の活性度が高いので、シリコンとカーボンのソースを持っ

てくると、あっちこっちで結晶成長が起きて多結晶になり厚

膜ができない。活性度を消すためにシリコンの上にザブトン

に相当するバッファ層をスパッタ法で堆積したら SiC の良い

単結晶が出来た。スパッタで活性領域を作るのでは採用さ

れるのは難しいので、CVD 成長のラインの中で低温からプ

ロパンガスを流す事で表面に薄いバッファ層を作りその後、

Siとカーボンを反応させる事でSi上のSiC基板を再現よく製

造する方法を確立した。その製法は学生が替わっても同じ

性能の SiC を積み上げる事が出来るようになった。  

それから5～6年かかり、1986年に世界で初めて京大で

反転型のSiC MOSFETを作製した。しかし、Si結晶の格子

定数とSiC結晶の格子定数に20%程度の差があり、リーク

電流が出る。SiCのPN接合の界面が荒れていて、逆方向の

低い電圧でリークが出る。その対策として、SiC基板上に

SiCをホモエピしてSiC単結晶作る必要があると考えたが、

SiC基板は市販されていなかった（市場では1991年から販

売され始めた）。 

 シリコン基板を使わないSiC基板を作る為、耐火レン

ガなどに使われるSiCの塊石からタガネやハンマーで 

綺麗な結晶面をはがして、その裏面を研磨して、厚さ均

一なSiC基板を作る。削るのにSiCは非常に硬くて困難で、

大変苦労したが、SiC基板を作った。その上にエピタキシ

ャルでSiCが形成出来るが、通常は表面にモザイク模様が

出来ていたが、その中でSiCのウェハーにモザイク模様が

何も見えない鏡面がたまたま出来た。その基板は僅か数

度（オフ角）傾いていた。「ステップ制御エピタキシー

開発の成功」であった。87年のSSDMに発表して大反響を

呼んだ。現在は、世界でオフ角を付けたエピタキシャル

成長技術が使われている。 93年にショットキーダイオ

ードで厚さ10μm、1.1kVの耐圧が出来たと公表した。 

さらに、パワー半導体は今までの6H-SiCでは抵抗が大

きすぎるので4H-SiCにすると順方向の抵抗が小さく、パ

ワーデバイスに最適と紹介した。この技術を使い、ショ

トキーダイオードをインフィニオンが作り、2001年に市

販を発表した。次に、スイッチング用のMOSFETの実験が

色々な機関で行われた。京大は<11-20>面（シリコンの

<110>側面）を使い、将来のトレンチMOSFET展開を考え、

プレナー型のMOSFETを作ったところ、シリコンの限界を

越えて、物性データは素晴らしい特性を示した。現在、

大量生産が始まっている。 

 

４、実用化に向けての国家プロジェクトの展開  

国のプロジェクトがどう動いたかを紹介する  

94年 燃焼制御システム開発 近畿地域プロジェクト  

98年 超低損失電力素子開発 通産省（現経産省 ） 

SiCは日本の国情にあった戦略材料になるので、Power 

Technologyを早く自立させる必要があると、働きかけた。  

実用化の観点から7年前スタートした国家プロジェク

トがターニングポイントになった。丁度、リーマンショ

ックの次年で各企業が自前で研究が出来ないとの事なの

で、09年に経産省から予算獲得を図った。第１世代では

4インチのウェハーを沢山作り、1kV級のデバイスを作っ

て皆に使って貰う、第2世代では6インチのウエーハ開発

と耐圧3～5kVのMOSFETを作る。第3世代では、その次の電

力インフラ、スマートグリットに対応出来るバイポーラ

型をトライする事でプロジェクトを起こし、世界最先端

研究開発FIRSTに採択されたが、政府が替わり1/3の予算
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に削減されたので、第1、2世代は経産省の概算要求に移

し、第3世代はFIRSTにまとめた。  

3つのプロジェクトは並列平行に並び、関与する方はス

ポンサーを見ていて、横の連絡がないのでSiCアライアン

スを作った。研究開発の横糸をつなぐ、それと同時に、

これまではテクノロジーpushだけでマーケットpullの仕

掛けがなく、どこも成果を社会に出そうとしなかったの

で、アライアンスでは材料からユーザーまでに加入して

貰った。エンドユーザーのニーズを把握して将来の話を

ロードマップにし、国の次プロジェクトに提案する仕掛

けなどを作った。  

 

プロジェクトの結果として2012年に地下鉄で電気ブレ

ーキの活用を22.7%から51%に増やし電力損失を38.6%低

減して、小田急ではフルSiCインバーターで損失が40%の

低減をした。高速エレベーターで電力損失65%低減、装置

体積40%低減した。太陽電池用パワコンでは、京都でオム

ロンが早く名乗りを上げ、三菱電機が続いた。PRIUSに積

みテストコースで燃費5%向上したと報告があった。  

新幹線車両用駆動システムで、25000Vの電圧を落とす

変圧器とモータを小型化し、コンバーター・インバータ、

のSiC化でN700系の駆動システムだけで58tonが47tonと

軽量化、省エネ化が出来た。JR東海は国家プロジェクト

でなく、自前で実施を行っている。  

 
５、グリーンイノベーション実現に向けて（FIRSTの成果） 
シリコンの SBD は 200V 位まで、PiN が 4.5KV までき
ているが、それ以上はSiCのPiNに置き換えられる、ただ、
性能はよいが SiCは価格が高いので搭載テストまで終わって
いる。これより高耐圧になると FIRSTの研究で行いました。日
本の配電系統は6.6kV交流です、直流で倍のパワースイッチ
ダイオードを作ることだ、シリコンのGTOですと 13KVを作る
のに 4段が必要で、SiC IGBTで京大で立案し産総研で物作
りをして 4年1ヶ月で、耐圧で 13.7kV 40Aの PiN Diを作り
ました。IGBT 16kV 30Aが最近は 60Aまで来ている。 

 

下記表は国際的なベンチマークの表です。 

 ６、社会実装へ向けて 
文部科学省が2期11年にわたり、地域の技術を世の中

に出すとの産学連携の音頭を取った。地域の中核団体・

機関に丸投げで出したので、それぞれ努力をしたが、多

くの中核機関では戦略がなく、産学連携としての予算な

ので、研究費が大学にしか下りなくて、産業界は付き合

うだけで、プロジェクトが終わっても、どの企業も成果

を世の中に出すことがない。改善の為、地域でJSTが実

装という観点で引き受け、戦略ディレクターを派遣する

仕組みで動き出したのがスーパークラスタだ。 

SiCを使いたいが価格が高いのを解消する為、  

京都は材料・回路・応用などが個々に産学連携を行っ

ていたのを、産産学連携の仕掛けで中小企業の元気が出

る仕掛けを作り、成果が出てきた。10kW位の太陽光発電

を使って、ディーゼル発電やリーフ自動車を繋ぎ、すべ

てを直流から交流、交流から交流にそれぞれ変換して、

個々に電力会社に返していたが、それを、出口の処だけ

で変換して電力会社に返却し、あとは直流送電をして

色々なものを使える仕掛けを作った。 SiCを使うと42%

の変換ロスを削減できる。SiC しかできない非常に速い

スイチングを利用したパルス発生器を開発しクライスト

ロンを置き換える。又日本電産で特性を生かす機電一体

のモーターを作るなど検討が進んでいる。 

 
7、まとめ 
 SiCの開発に 40年かかわり、一緒に始めた青色 LEDは
成果を出した。パワーデバイスは省エネなどで大きな成果が

出て、ユニポーラデバイスは市販に、バイポーラデバイスは

開発段階であるが、Si-IGBT の置き換えでなく、独自の応
用を開発途中である。 
若い人材、特に大学の電気回路の講座が減って来て、応

用回路を開発する人材を育てることが大きな課題である。
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１．はじめに 
不揮発性メモリとして広く使われていたフロッピーディ

スク、ハードディスク及び磁気テープを置き換える半導

体メモリとしてフラッシュメモリの発明から商品化までの経

過を述べる。フラッシュメモリは、NOR 型フラッシュメモリ
と NAND 型フラッシュメモリがあり、それぞれのフラッシ
ュメモリの動作原理及び特徴を述べる。NOR 型フラッシ
ュメモリは NAND 型フラッシュメモリより高速読み出しが
可能であり、NAND型フラッシュメモリは、NOR型フラッ
シュメモリより書き換え回数が多く、ビットあたりのコストが

安く出来るため、広く磁気メモリの置き換えに最適である

ことを述べている。 
 
フラッシュメモリの発展は、私が最初に特許を書いた

1980年には想像できないほどである。 
フラッシュメモリは、安く、軽く、低消費電力かつ信頼

性が高い、使いやすいメモリである。このためデジタルカ

メラばかりでなく携帯電話が世界的に爆発的に普及した

キーデバイスである。現在、USB メモリとしてフロッピー・
ディスクを完全に駆逐し、ハード・ディスクの置き換えが

始まっている。さらに航空機のボイスレコーダ、自動車の

エンジンコントロール、携帯電話、ロボット、計算機及び

家庭電化機器等ほとんどの電気製品に使われている。

特に携帯電話の普及には眼をみはる程である。今や小

学生まで持つまでになっている。私がフラッシュメモリを

発明した当時は考えもしなかった事である。携帯電話の

牽引車になったのがフラッシュメモリである。携帯電話に

必要な機能を簡単に言ってしまえば、電話かける相手の

電話番号を決められた規則によって基地局に送信する

ことである。この規則を記憶しているメモリがフラッシュメ

モリである。フラッシュメモリは半導体で出来ておりビット

単価が安くかつ電源を切っても記憶を忘れない特徴の

上に電力消費量が非常に少ない理想的メモリである。も

し磁気記録であるハード・ディスクも使うとどんなことが起

こるか考えてみる。電池を現在使われている携帯電話の

1000 倍以上の電力容量にし、かつ振動をあたえないよ
うな機構が要求される。結果として大きさ及び値段が現

在使われている携帯電話の 100倍以上になってしまう。
だれもこのような携帯電話を使わないのは明らかである。 
 
フラッシュメモリは既に半導体産業の第 3 回目の牽引
車に充分になっていると言って過言でない。 半導体産

業はトランジスタが米国のベル研究所で 1947 年に発明
されたことに起因する。通常の技術はその産業が起こっ

てから 30年でその成長が止まる。いわゆる 30年説から

見ると半導体産業が 50年を超えて連続して成長を維持
している事は異常な部類に属すると言われている。筆者

は、半導体産業のこれまでの発展は、図 1 に示すように
1 つの半導体技術と言うより別のジャンルの半導体技術
によると考えている。従来の 30年説が否定されている訳
でないのである。半導体産業の発展は従来 2 つの別の
技術によって支えられて来た。その第 1回目はトランジス
タを牽引車と捉え、第 2 回目は DRAM を牽引車として
来た。さらに第 3 回目はフラッシュメモリが牽引車として
半導体産業の成長は続いてきた。今後少なくとも 30 年
間半導体産業の成長が続くためには、第 4 の牽引車が
必須であると考えている。筆者は、第 4 の牽引車も日本
から と考え 、 3 次元 MOS ト ラ ンジ ス タである

SGT(Surrounding Gate MOS Transistor)が強力な
候補であると信じている。 

 
 
 
 
図 1 半導体は SGT
（日本：舛岡）の登場

により成長を続ける 
 
 
 
 
 
 
 

半導体産業の発展の歴史には、共通点がある。いず

れも旧来からあるキー技術を置き換えている事である。

最初は真空管をトランジスタが置き換え、次にコアメモリ

をＤＲＡＭが置き換え、最終的にハード・ディスク及びフ

ロッピィディスクをフラッシュメモリが置き換える。それぞ

れ結果的に 30 年間説に従って急激に成長した後安定
期を迎える。 
 
２．フラッシュメモリの発明まで 
２．１．入社 1 年目の筆者発明の特許がインテル社と無
償フリークロスライセンスを勝ち取る 
 
私がなぜフラッシュメモリを発明できたかは私の研究

歴をなくしては説明出来ない。私は東北大学の電子工

学科に進み、西澤研究室に入門した。西澤潤一先生は

研究ばかりでなく当時の大学の先生としてはめずらしく

特許を既に 100 件以上も出願されており、私は先生が

フラッシュメモリ開発物語 

東北大学名誉教授 舛岡 富士雄 



 

発明された特許の権利化のため、特許庁へ提出する答

弁書等の作成のお手伝いをさせていただいた。結果とし

て特許とはなにか、どのように書けば権利化出来るか等

を実践で学ぶことが出来た。この特許技術は私の技術

屋としての人生に非常に役に立ったことになる。東芝に

入社して 3 ヶ月目に特許をいきなり 5 件書く事が出来
た。当時としては東芝全社で 1年に数件しか外国出願さ
れない中の 1 件としての有力特許として認められ、米国
特許も登録となった。この特許により後に東芝は米国の

インテル社と無償フリークロスライセンスを勝ち取る事が

出来た。集積回路は 2001 年にノーベル賞を受けた米
国 TI社のキルビー氏の発明で、現在使われている半導
体集積回路のほとんどは、米国インテル社が開発した。

そのため日本の会社は半導体製品を製造するとひたす

ら多額の特許料を米国各会社に支払っていた。もちろん

半導体で特許料を外国から取ることも考えられない時代

であった。それが私の特許 1件でインテル社の特許全て
を東芝は無償で使えることになったのである。これは大

変な利益を東芝にもたらした。この特許で私は全国発明

表彰発明賞をいただく事が出来た。 
 
２．２．自発的に研究所から営業部隊に転籍 
東芝に入社後最初に配属されたのは、研究部門であ

る。自分が研究部門で開発した製品が売れないので営

業がしっかりやってないと思いこみ自分が売ってくると自

発的に研究所から営業部隊に転籍をした。今から考える

と非常に無謀なことと反省している。無名の日本の会社

が作った半導体製品を当時の米国の大型計算機メーカ

がすぐ使うわけがない。私は英語もしゃべれないのに米

国の大型計算機メーカをまわり売り込んだ。結果は言う

までもない。 
 
２．３．1年で営業から工場の製品開発部門に転籍 
半導体メモリの製品の開発から売り上げまでの利益計

画を立て、実行する部門を担当した。結果として、入社 8
年にして研究開発 4年営業 1年及び損益の計算部門 3
年と半導体の全ての部門を体験したのである。すなわち

経営を経験することによりお客さんに役に立つ製品とは

何かを肌で学ぶことが出来たからである。 
 
２．４ DRAMの次の牽引車を考える 

1980 年当時は、DRAM が計算機の主記憶として完

全に磁気メモリであるコアメモリを駆逐して半導体産業の

主力と成長していた。 
筆者は、工場にいながら当時の計算機のメモリの階層

図 2 を考えていた。メモリ、主記憶、およびファイルメモリ
のメモリ階層自体は、変わらない。図 2は、1980年当時
のメモリ階層である。ファイルメモリはディスクメモリとテー

プから構成されている。図 2 の縦軸は、性能を示してお
り、高速を必要とするレジスタメモリ、キャッシュメモリ及び

主記憶は、半導体メモリから構成されている。 
一方不揮発性であることを必要とするファイルメモリ

は、磁気メモリであるディスクメモリとテープから構成され

ていた。図 2 の横軸の大きさは、市場規模すなわち売り
上げの大きさを表している。磁気メモリであるディスクメモ

リとテープの市場規模が圧倒的に半導体メモリの市場規

模より大きいのである。すなわち半導体産業にとって数

倍の規模の大きな市場が手付かずに横たわっている。

筆者はこの分野を半導体産業が奪うことにより、半導体

産業の未来は大きく開けると考えていた。勿論不揮発性

半導体メモリは東芝に入社時の研究テーマであったの

で、認識はしていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2 計算機におけるメモリの階層 
 
３．フラッシュメモリの発明 
３．１．不揮発性半導体メモリの発明 
不揮発性半導体メモリである電気的に書き込み消去

可能な半導体メモリ（EEPROM）の動作原理は図 3 に
示すように 1967 年米国ベル研のカーンとシー文献 1）
により発明された。 

 
 
 
 
 
 
図 3  
不揮発性メモリの

動作原理 
 
 
 
 

不揮発性半導体メモリは、図 3(a)及び(b)に示すよう
にMOS トランジスタのゲートと基盤間に浮遊ゲートを持
つ構造である。浮遊ゲートは、完全にゲート酸化膜であ

る絶縁物により囲まれているので完全に外部と電気的

に遮断状態にある。このため浮遊ゲートと命名してい

る。等価回路は、図 3(c)に示しているように MOS トラン
ジスタの等価回路に浮遊ゲートを付加したことを示して

いる。 
不揮発性半導体メモリの記憶動作を説明する。浮遊

ゲートに電子がない消去状態図 3（ａ）のときは、不揮発
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性半導体メモリの電流電圧特性は図３（ｃ）の消去状態

（ａ）に示すようにコントロールゲート（VCG）に印加する
電圧－3V から電流が流れる。このように電流が流れ始
める時にコントロールゲート（VCG）に印加する電圧を閾
値電圧（Vth）と定義している。消去状態（ａ）の閾値電圧
（Vth）は、－3Vである。一方浮遊ゲートに電子が蓄積し
ている書き込み状態図 3（ｂ）のときは、不揮発性半導体
メモリの電流電圧特性は図 3（ｃ）の書き込み状態（ｂ）に
示すようにコントロールゲート（VCG）に印加する電圧3V
から電流が流れる。書き込み状態図 3（ｂ）の閾値電圧
（Vth）は、3Vである。 
不揮発性半導体メモリの記憶動作はこのように浮遊ゲ

ートに電子が存在するか否かによって電流が流れ始め

るコントロールゲート（VCG）に印加する電圧すなわち閾
値電圧（Vth）が異なるのである。このため、不揮発性半
導体メモリの記憶を読み出すときに、コントロールゲート

（VCG）に 0V を印加すると、浮遊ゲートに電子がない消
去状態図 3（ａ）のときは、閾値電圧（Vth）が－3Vである
ため電流が流れる。一方浮遊ゲートに電子が蓄積して

いる書き込み状態図 3（ｂ）の時には、閾値電圧（Vth）が
3V であるため電流は流れない。このように、浮遊ゲート
に蓄積する電子の有無によって閾値電圧（Vth）が変わ
るために不揮発性半導体メモリに流れる電流の有無とし

て読み出せるのである。 
 
 
 
 
図 4 
EEPROMのエネ
ルギーバンド図 
 
 
 
 
 
 

 
不揮発性半導体メモリが電源を切っても記憶を保持

する動作原理を図4にて説明する。図 4は、図3(a)及び
（ｂ）に示すシリコン基板とコントロールゲート間の断面の

エネルギーバンド図である。シリコン基板とコントロール

ゲート間に存在する浮遊ゲートは、完全に絶縁物すなわ

ち酸化膜（SiO2）の高いエネルギー障壁で囲まれている

ため浮遊ゲートに蓄積された電子が高いエネルギー障

壁を越えることが出来ない。このため浮遊ゲートに蓄積さ

れた電子の有無が電源を切っても存続するため不揮発

性半導体メモリとしての動作をするのである。 
 
不揮発性半導体メモリの消去及び書き込は、図 4 に
示す高いエネルギー障壁を越えて電子を注入及び抽出

させて行う。この方法には、高い酸化膜エネルギー障壁

をトンネル効果により通り抜けさせる方法と高いエネルギ

ーを持つ電子すなわちホットエレクトロンを発生させ、高

いエネルギーを持つホットエレクトロンがエネルギー障壁

を越えさせる方法の２つの方法がある。 
 
３．２．16k ビット EEPROMの開発 
実際に図 3 の構造を持つ不揮発性半導体メモリであ
る電気的に書き込み消去可能なメモリ（EEPROM）は、
インテル社により 16kビット EEPROM として 1980年開
発された。（文献 2）インテル社開発のEEPROMの 1ビ
ットのメモリセルは、図 5に示すように 1個の選択トランジ
スタと1個のメモリトランジスタの2個のトランジスタから構
成されていた。さらに 1 個のビット線に多数のメモリセル
が接続する NOR型と言われるメモリ接続方式である。 

図 5 従来型 EEPROM メモリセル 
 
筆者は、インテル社の開発した 16k ビット EEPROM
の発表を 1980年 2月サンフランシスコで聴講した。その
時に、これは図 2の市場規模が半導体メモリの市場規模
より圧倒的に大きい磁気メモリであるディスクメモリとテー

プの分野を置き換える可能性はないと直感した。理由は

簡単である。ファイル記憶用分野として求められるメモリ

は、高速あるいは、ランダム・アクセス可能なメモリ（任意

のメモリセルを自由に読み、書き及び消去可能なメモリ）

等の性能ではなく、ビット当たりのコストが安いことが最重

要なのである。勿論コストに糸目をつけないファイルメモ

リを使用する分野はある。それは、全体に対して 1 パー
セント以下である。 
インテル社の EEPROMは、1 ビットが 2個のトランジ

スタから構成されている。半導体メモリのコストは 1 ビット
がシリコンチップ上に占有する面積に大きく依存する。

最も単純には、ビットあたりの占有面積が 2 倍になるとコ
ストは 10倍高くなると言って過言でない。この事からイン
テル社の開発した EEPROM は、大きな市場を獲得す

ることはないと強く感じていた。 
 
３．３．フラッシュメモリの発明 
３．３．１．インテル社の EEPROMの分析 
フラッシュメモリの発明の原点は、EEPROM のメモリ

セルの占有面積を小さくする事である。インテル社の

EEPROMは、図 5に示すように 1ビットあたり 1個の選
択トランジスタと 1個のメモリトランジスタの 2個のトランジ
スタから構成されていた。それでは、1ビットあたり 1個の
メモリトランジスタのみで構成すればよいではないかと考

えるのが自然である。なぜインテル社の EEPROM が 1
ビットあたり1個の選択トランジスタを必要とするか？それ



 

は、任意の 1 ビットを選択し、書き込み、消去及び読み
出しを自由に行う事が可能な、すなわちランダム・アクセ

ス可能なメモリの性能を有していたためである。 
 
３．３．２．1ビットを1個のメモリトランジスタで実現可能な

フラッシュメモリを特許出願 
ファイルメモリとして大きな市場を持つ磁気メモリであ

るディスクメモリとテープは、任意の１ビットを選択し、書き

込み、消去及び読み出しを自由に行う事が不可能な、

すなわちランダム・アクセス不可能なメモリである。磁気メ

モリであるディスクメモリとテープは、読み出し、書き込み

及び消去もある固まり例えば少なくとも 256バイト単位で
かつ連続的にしか読み出し出来ない。 
一方、インテル社の EEPROM は、1 個の選択トラン
ジスタと 1個のメモリトランジスタの 2個のトランジスタから
構成することにより、ファイルメモリの分野では不要なラン

ダム・アクセス可能なメモリ機能を持っていたのである。 
筆者は、ファイルメモリの分野では不要なランダム・ア

クセス機能をカットすることにより、1 個のメモリトランジス
タのみで電気的に消去及び書き込み可能な 1ビットを構
成可能なメモリを実現することを考えた。具体的には、従

来は 1ビット毎に消去していたのにたいして、多数のメモ
リビットを一括して消去することにより 1 ビットのメモリセル
を 1 個のメモリトランジスタのみで構成でき、書き込みは
1 ビット毎に可能な最初の NOR 型フラッシュメモリを
1980年 11月 20日出願開始して以来 1981年 7月 30
日まで 23件の特許を出願したのである。文献 3） 
 
３．３．３．NOR型フラッシュメモリの開発 
筆者は 1980 年には工場に駐在し、勤務時間の

100％は 1M ビット DRAM の製品開発のプロジェクト・

サブリーダを努め、他の半導体メモリの製品開発及び歩

留まり向上等の任務についていた。従ってフラッシュメモ

リの特許は、勤務時間外の土日等を使って必死に書くこ

とは出来たが、実際に開発することは不可能であった。

幸いな事に 1983年には 1M ビット DRAMの製品化の
めどがついた。我々が開発した 1MDRAM は、世界を

制覇した。この功績は、日経産業新聞 1991年 2月 6日
付け5面に当時のプロジェクトリーダである鈴木紘一氏と
筆者の顔写真つきで紹介された。東芝の 1MDRAM の
世界制覇によりインテル社は DRAM から撤退し、インテ
ル社がフラッシュメモリで世界制覇をするのは 1990年の
ことである。 

1MDRAMの開発に成功したので、1984年上司の許
可を得て 1980 年特許出願済みの NOR 型フラッシュメ
モリの開発を開始した。開発は、基本素子の 1 個の
NOR型フラッシュメモリといきなり256kビット・NOR型フ
ラッシュメモリの開発を同時進行に進めた。通常 1 個の
素子の開発に成功してから集積回路の開発に進むのが

常道である。しかし、今回のNOR型フラッシュメモリの場
合は同時進行が可能と判断したのである。理由は、当時

の東芝は紫外線消去可能な電気的書き込み可能な 1ビ

ットが 1 個のメモリトランジスタから構成されている 256k
ビット EPROM を製品化していた。256k ビットの NOR
型フラッシュメモリは、上記紫外線消去可能な 256k ビッ
トEPROMに1層の多結晶からなる消去ゲートを付加す
るだけで出来てしまうのである。結果として、1個のNOR
型フラッシュメモリの基本動作メカニズムを 1984年12月
に IEDM（International Electron Devices Meeting）
で発表。文献 4） 

256kビットのNOR型フラッシュメモリを 1985年 2月
に ISSCC(International Solid-State Circuits 
Conference)で発表した。文献 5） 
図 6にインテル社が開発したEEPROMと 1984年に

IEDM で発表したフラッシュメモリのそれぞれの 1 ビット
の等回路図、平面図及び断面図を示す。NOR 型フラッ
シュメモリの 1 ビットあたりの占有面積がインテル社の開
発した EEPROMの占有面性の 4分の 1以下に縮小さ
れていることがわかる。1 ビットあたりのコストは、占有面
積により大きく依存し、NOR 型フラッシュメモリのコスト
は、EEPROMに比較して大幅に安くなることを示してい
る。 

図 6 NOR型フラッシュメモリセル 
 
３．３．４．フラッシュメモリの商品化 
半導体のオリンピックと言われる IEDM 及び ISSCC

の一連の発表後に米国の BUSINESS WEEK1985
年 3月 25日号に筆者の顔写真つきで「東芝が開発した
新しいメモリにより米国の半導体メーカは悪夢を見るの

か」との衝撃的な題目の記事が掲載された。 記事に

は、インテル社の技術責任者のコメント「東芝のメモリは、

新しいプロセスを必要としてだめである。」が掲載され

た。しかし、事実は、この記事が出た後すぐに、インテル

社は東芝に256kビットのNOR型フラッシュメモリのサン
プル要求をしてきた。256k ビットの NOR 型フラッシュメ
モリの開発は東芝の正式開発計画もなく、他の仕事を持

つ技術者 4 名に筆者がお願いして開始したメモリであ
る。 
当時の半導体の王様インテルからのサンプル要求で

あったので、工場も本気になり 1 年後にはサンプルを出
荷可能となった。256k ビット・NOR 型フラッシュメモリの
サンプル出荷が可能になると、インテル社だけでなく、米
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国の自動車メーカが排気ガス制御用のエンジンコントロ

ールのプログラム記憶用に試験を始めた。結果として米

国の自動車会社に正式採用され、東芝は 1988 年には
商品として生産を開始した。東芝は、NOR 型フラッシュ
メモリの製品化により 1988 年日刊工業新聞 10 大新製
品賞を受賞した。 
しかし、フラッシュメモリを製品として大きな市場を獲得

したのはインテル社である。インテルは、インテル社創立

25周年記念誌で次のように記述している。創立 21年目
の 1998 年に、東芝が発明したフラッシュメモリの製造技
術を改良することによりフラッシュメモリのリーダになっ

た。インテル社 25週記念誌の他の 24項目は、全てイン
テル社オリジナルである。それを上記のように東芝がフラ

ッシュメモリを発明したと書くことに私は敬意を表してい

る。さらに、2003 年 6 月には、インテル社の技術開発を
統括するステファン・ライ副社長は日本で開催されたプ

レスリリースで「東芝の舛岡富士雄さん（現東北大教授）

が発明したフラッシュメモリに注目し、構造を生産しやす

く改良した。」と述べている。 （井上能行：東京新聞、

2003年 6月 19日付け夕刊） 
 
インテル社は1986年にはDRAMから撤退しDRAM

の技術者と CPU の技術者を加え、東芝の NOR型フラ
ッシュメモリの開発に従事する技術者の数百倍の技術者

を投入したと聞いている。 
日本で 256kNOR 型フラッシュメモリの開発を報じた
のは日経エレクトロニクス1985年7月29日号であった。
米国雑誌 BUSINESS WEEK と同じようにフラッシュメ
モリの言葉はなく、256kビットEEPROMとあるだけであ
る。以上のように筆者はフラッシュメモリと命名して発表し

たが当初は使われずインテル社がフラッシュメモリと使っ

てくれたおかげで今日のフラッシュメモリがあるのであ

る。 
 
４．ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの発明 
４．１．ＴＩ社との米国における特許裁判の技術責任者と

して従事。 
東芝は 1985 年に 1MDRAM で世界制覇後、米国

TI 社 か ら 米 国 の ITC （ International Trade 
Commission）に訴えられた。これは、TI 社所有米国の
特許に東芝の 1MDRAM が抵触するので米国への輸

入の禁止を求める訴えである。東芝の 1MDRAM の米

国への輸出禁止が認められると東芝の 1MDRAM は、

事実上世界中で販売不可能になるのである。例えば東

芝の1MDRAMを日本で販売したとしてもそれを組み込
んだ製品を米国に輸出出来ないことになる。すなわち米

国へ輸出する製品を製造するメーカは、東芝製品を日

本で買わないことになるからである。このように米国の

ITC の裁判は東芝の 1MDRAM ビジネスにとって非常
に重要な事柄であった。このため、筆者は、1986年 5月
より米国での裁判の東芝側技術責任者となり 1986 年 2
月までワシントンに長期出張し、米国の弁護士と供に裁

判対策を行い、法廷での証言も経験した。 
 
４．２．ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの特許提案 
米国での裁判対策に従事期間中にも 1MDRAM の

次の半導体産業の牽引車を考えていた。半導体メモリ

は、図 2に示すように主記憶の分野までは完全に磁気メ
モリを駆逐した。しかし、その何倍も大きな市場を持つ不

揮発性メモリの分野であるディスクメモリ（ハード・フロッピ

ィーメモリ）及び磁気テープは手付かずであった。読み

出し速度、書き込み速度、消費電力、大きさ及び信頼性

等の性能は、半導体不揮発性メモリが磁気メモリを圧倒

している。しかし、使われない。その理由は、ただひとつ

半導体不揮発性メモリの価格が高いからである。それで

は、半導体不揮発性メモリの価格を桁単位で下げる方

法を考えれば良いとなる。1980年に発明したNOR型フ
ラッシュメモリは、1 ビット毎に消去可能であったメモリを
一括消去だけを可能にする事により 1 ビットを 2 トランジ
スタから構成することから 1 トランジスタで構成可能にす
る方法を発明したのである。このメモリセルは、図 6 に示
すように 1 ビットが 1 個のメモリトランジスタから構成され
ており、かつ 1個のトランジスタには、ビット線が接続され
ている。このように各メモリセルが直接コンタクトを通じて

ビット線に接続していることをＮＯＲ型と命名した。従って

最初のフラッシュメモリを現在では後から発明された

NAND型フラッシュメモリと区別するためにNOR型フラ
ッシュメモリと命名したのである。 

NOR 型フラッシュメモリを図 7 に示す。各メモリセル
は、図 7(a)の等価回路に示すようにそれぞれビット線に
接続されており、図 7(b)の平面図に示すようにメモリトラ
ンジスタとビット線がコンタクトを通じて接続されており、1
ビットのメモリセルに占めるコンタクトの占有面積が大き

いことが解る。NOR型フラッシュメモリをさらにより1ビット
あたりの占有面積を縮小するためには、1 ビットのメモリ
セルに占めるコンタクトの占有面積を無くせば良いので

ある。 

 
 
図 7 ＮＯＲ型フラッシュメモリ 
 
答えは簡単で図 8(a)の等価回路に示すように 1 本の



 

ビットに多数のメモリセルを接続することにより 1個のメモ
リセルあたりのコンタクトの占有面積を縮小することがで

きる。すなわち図 8（ｂ）の平面図に示すように n個のメモ
リセルが 1 個のコンタクトを通じてビット線に接続すること
により、1個のメモリセルが占有するコンタクトの面積は n
分の 1 になるのである。結果的にコンタクトの占有面積
は、無視出来るほど縮小可能になるのである。図 7 の
NOR 型フラッシュメモリの 1 個のメモリセルの占有面積
は（1）式で表せる。 
NOR 型メモリセルの占有面積＝4F×5.4F＝21.6F2  

(1) 
図 8の NAND型フラッシュメモリの 1個のメモリセル 
あたりの占有面積は8個のメモリセルの縦の長さが23.4 
F、横が 4Fであるので（2）式で表せる。 

NAND型メモリセルの占有面積＝23.4 F÷8×4F 
＝2.9F×4F＝11.6F2 (2) 
ここで F は、製造するときの最小加工寸法である。同

じ加工寸法で製造したときの NAND 型フラッシュメモリ
の 1 個のメモリセルあたりの占有面積は、NOR 型フラッ
シュメモリの 1 個のメモリセルの占有面積の約 2 分の 1
になっている。この場合はNAND型フラッシュメモリに接
続するメモリを 8 個の例を示した。現在 32 個のメモリセ
ルを接続することによりさらに 1ビットあたりの占有面積を
縮小可能である。 

 
図 8 NAND型フラッシュメモリ 
 
しかし、何の犠牲もなく 1 ビットあたりのメモリ占有面積

を縮小可能になったわけではない。次のように NOR 型
フラッシュメモリ及び NAND 型フラッシュメモリはそれぞ
れ電気的機能を失っている。 
 
①EEPROMからＮＯＲ型フラッシュメモリの発明 
失った事；1ビット毎の消去可能から一括消去へ。 
得た事：メモリ占有面積の縮小によるコストの低下。 
②NOR型フラッシュメモリからNANDＡＮＤ型フラッシュ 
メモリの発明 
失った事：NOR型フラッシュメモリより読み出し速度が
遅い。 
得た事：１．メモリ占有面積の縮小によるコストの低下。 

2．NOR 型フラッシュメモリと比較して書き換え回数
の増加（４．５．NAND 型フラッシュメモリの書き
換え回数で説明する。）  

 
磁気メモリが使われているファイルメモリの分野では、

NAND 型フラッシュメモリが失った機能は全く問題のな
い機能なのである。磁気メモリの消去は一括消去であ

り、書き込み及び読み出しは、モーターによる機械的回

転による連続書き込み及び読み出しである。性能的に

は全く問題はないのである。 
これらに関する NAND 型フラッシュメモリの特許を

1987年 3月 17日から 19日にかけて合計 8件の特許
提案書を提出し、1987年 4月 24日に特許庁に 8件の
特許が出願され後に米国特許として出願された。 
文献 6） 
 
４．３．NAND型フラッシュメモリの開発 

DRAMに関する ITCにおける東芝とTI社の和解が
1987 年初めに成立して、筆者はお役目御免となり
1987年 4月に半導体事業部から総合研究所の超ＬＳＩ
研究所に戻ることが出来た。研究所に戻り早速米国で

裁判中に考えた NAND 型フラッシュメモリの開発を開
始することを考えた。しかし、いきなり 10年ぶりに戻った
研究所で従来からある研究計画にまったくない研究を

始めることは出来ない。幸いなことに設計の実習のため

に研究所から筆者が課長を務めていた事業部の設計

課に実習に来ていた研究員が同じ所属であった。その

研究員に本来持っている研究を進めながら事業部で筆

者が特許出願した図 8 の NAND 型フラッシュメモリの
基本的動作の確認を始めるようにお願いした。既に

NOR 型フラッシュメモリの開発は事業部で進んでいた
ので単体としてのフラッシュメモリの単体素子は入手可

能であったので、NOR 型フラッシュメモリの単体素子を
NOR 型から NAND 型に組みかえることにより NAND
型フラッシュメモリの基本的動作を確認可能であった。

結果的に NAND 型フラッシュメモリの基本的動作であ
る書き込み、一括消去及び読み出しが確認できた。こ

の結果を、IEDM に 1987 年 6 月投稿し、受理され
1987年 12月発表した。文献 7） 

 
４．４．4M ビット NAND型フラッシュメモリ開発 

1987年 6月に IEDMに論文を投稿し、基本的には
NAND 型フラッシュメモリの動作は確認できた。これだ
けでは集積回路としての動作を確認したことにならな

い。集積回路として動作の確認が必要である。当時

256kビットのNOR型フラッシュメモリを事業部で開発し
ていたので、NAND 型フラッシュメモリでは、256k ビッ
トから一気に 4Mビットを目標にと考えていた。 
しかし、再び全く年度初から研究計画もない NAND

型フラッシュメモリの開発には予算が全くない、当然設

計及び試作する研究員もいない。4M ビットの NAND
型フラッシュメモリの開発するための、NAND 型フラッ
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シュメモリの新しいシステムと新しい回路の基本特許

は、筆者は特許出願済みであった。しかし、実際に 4M
ビットの NAND 型フラッシュメモリの開発することにより
実践的な特許を多数取得可能であるこのために開発す

ることが必要である。これまでは、従来インテル社を始

めとする米国の各社が開発してきた新しいメモリシステ

ム及び回路開発し、日本の会社が追随していた。従来

とは全く反対に、日本から全く新しいメモリシステム及び

回路を発信することになり、学問的にも特許的にも大き

な貢献であることは明白である。そのためにも是非進め

たいと超 LSI 研究所長に直訴した。当然予算がない。
即却下である。それではと、当時の東芝の家電技術研

究所ではデジタルカメラの開発を開始していた。当時の

デジタルカメラの記憶媒体はフロッピー・ディスク等の磁

気メモリであった。家電技術研究所長に「我々が開発す

る 4M ビット NAND フラッシュメモリが成功すると、1 チ
ップで 256kバイトフロッピー・ディスク 2枚分となり、カメ
ラに駆動部がなくなり、切手大の大きさで重さは 10 グラ
ム以下、消費力は無視出来る程縮小される。」と説明し

た。結果的に 21 年前に現在のデジタルカメラの説明を
行ったことになり、感無量である。家電技術研究所長は

メカニズムも聞かず私を信じて、マスク代 1000 万円を
4MビットNAND型フラッシュメモリの開発費として負担
していただくことができた。お客がつけば、超 LSI 研究
所長としては完全にバックアップ側にまわり、私のグル

ープに所属する研究員の研究題目を期の途中である

が変更を認めていただいた。かつ超LSI研究所の最重
要研究課題にも挙げられた。4M ビット NAND型フラッ
シュメモリの新しいシステム設計、回路設計及びデバイ

スの開発を平行して進めた。4M ビット NAND 型フラッ
シュメモリの最初の試作に1988年 7月に成功し半導体
のオリンピックと言われた ISSCC に投稿し 1989 年 2
月に発表した。（文献 8）東芝は、1989 年 2 月の
ISSCC の後に外国人記者クラブで世界発の 4M ビット
NAND 型フラッシュメモリ開発成功を超 LSI 研究所長
と私等が記者発表を行った。その後事業化のため半導

体事業部に移管することには苦難が待っていた。私は

1977 年から 10 年間半導体事業部の応用技術課、製
造技術課及び設計課にそれぞれ数年間所属し、上記３

課員全員皆仲間であったので製品化に対して個人の

繋がりで非常に協力していただき成功することが出来

た。商品化後 4MビットNAND型フラッシュメモリをメモ
リカードと使用したデジタルカメラの商品化に東芝家電

技術研究所は成功した。しかし、デジタルカメラ一式が

150 万円であった。これでは売れず結局２年ほどで撤
退せざるを得なくなった。その後デジタルカメラは、カメ

ラメーカだけでなく、フィルムメーカも製品化に成功し

た。これは、フィルムメーカが従来のフィルムが無くなる

との危機感からデジタルカメラの開発を開始したからで

ある。当時我々と供にデジタルカメラの商品化に成功し

た東芝家電技術研究所の多数の技術者がフィルムメー

カ等に移籍し、現在のデジタルカメラの発展に寄与して

いる。 
 

４．５．NAND型フラッシュメモリの書き換え回数 
NAND 型フラッシュメモリは当初から磁気メモリの置

き換えを狙っていた。（文献 9）NAND 型フラッシュメモ
リは、半導体メモリであるので消費電力、読み出し、書き

込み、及び消去等の電気的特性は当初から磁気メモリ

の置き換えに問題ないと考えていた。逆に NAND型フ
ラッシュメモリは、半導体であるから占有体積、重さ及び

耐衝撃性等は圧倒的に強い特性を持っていることは明

白である。唯一問題である可能性があるのは、書き込み

及び消去による絶縁膜（SiO2等）の劣化である。   
NAND 型フラッシュメモリの書き込み及び消去は、図

4に示すように酸化膜で囲まれた浮遊ゲート（シリコン）に
電荷酸化膜を超えてファウラーノルドハイムトンネル（文

献 10）で注入し書き込み、取り出すことによって消去を
行っている。書き込み及び消去は、絶縁膜中に電荷を

無理やり通している事により絶縁膜の劣化を起こす。絶

縁膜中に電荷を通す事による絶縁膜の劣化は物理的に

現在我々が使用している絶縁膜では避けることは困難

である。絶縁膜中に電荷を通す事による絶縁膜の劣化

は、基本的には避けられない現象である。しかし、電荷

を絶縁膜中にどのように通すかによって絶縁膜の劣化が

異なることに注目した。すなわち、NAND 型フラッシュメ
モリの書き込み消去により絶縁膜中に電荷を通す事によ

る絶縁膜の劣化を最小にすることが可能な書き込み及

び消去方法を探索した。（文献 11） 

図 9 書き込み及び消去ともにゲート全面からのファ
ウラ-ノルドハイムトンネルによる書き込み及び消去後の
Vth 

 
図 9に書き込みはゲート全面よりファウラーノルドハイ

ムトンネルで基板全面から浮遊ゲート全面に電子の注

入を行い、次に浮遊ゲート全面から基板全面に電子を

引き出す場合の書き込み及び消去回数のセル窓幅依

存性を示す。セル窓幅とは、（3）式に示すように書き込
み後の Vth と消去後の Vthの差である。 
セル窓幅＝書き込み後の Vth―消去後の Vth （3）
セル窓幅は、（3）式を用いて 105 回までほぼ一定であ

る。書き込みはゲート全面に電子を注入し消去は浮遊

ゲートの一端のみからソースに抜く場合と比較して図 9



 

の全面書き込み及び消去の書き換え回数は約 100 倍
向上する。この実験は同じ製造条件で作成したフラッシ

ュメモリの動作方法の違いによる書き換え回数依存性を

比較した結果である。当然浮遊ゲートを囲む酸化膜の

質により大きく改善される。 
 
４．５．１． 
NAND型フラッシュメモリはなぜ全面書き込み及び全面

消去が可能か？ 
最初にインテル社が開発した16kビットのEEPROM

は、図 5 に示すように 1個のメモリセルは 1個の選択ト
ランジスタと 1個のメモリトランジスタから構成されていた
ため、全面書き込み及び全面消去が可能であった。選

択トランジスタにより、書き込み時に多数のビットライン

に印加された書き込み信号は、選択ゲートにより選択さ

れたメモリセルにのみに信号を伝達可能になる。すなわ

ち 1 個のメモリセルが選択トランジスタを持つことにより
全面書き込み及び全面消去が可能になるのである。   

NOR 型フラッシュメモリでは、選択トランジスタを無く
すことによりメモリセルの縮小化を実現した。一方

NAND型フラッシュメモリでは、図 8に示すように、メモ
リトランジスタ 8個に対して選択ゲート１を構成する 1個
のトランジスタと選択ゲート２を構成する 1個のトランジス
タの合計 2個の選択トランジスタを追加した 10個のトラ
ンジスタから構成されているので、1 個のメモリセルあた
りは 1.25 個のトランジスタから構成されていることにな
る。32 個のメモリセルを持つ NAND 型フラッシュメモリ
は、32個のメモリトランジスタと2個の選択トランジスタか
ら構成されるので、1個のメモリセルあたりは、1.0625個
のトランジスタから構成されていることになる。結果とし

て、NAND 型フラッシュメモリに付加した選択トランジス
タの 1 メモリセルあたりの占有面積の増加分は、0.0625
倍と非常に少ない。NAND 型メモリの構成により選択ト
ランジスタを使用しながらビットあたりの占有面積の増加

は無視できる程小さくできるのである。 
NAND 型フラッシュメモリの回路構成を採用すること

により、選択トランジスタの追加による 1 個のメモリセル
あたりの占有面積増加は無視できる程縮小可能にな

り、かつ全面消去及び全面書き込みが可能になったの

である。  
 
 
５．まとめ 

NOR型フラッシュメモリ及びNAND型フラッシュメモ
リの発明から開発までを述べた。フラッシュメモリの発明

の原点は市場の大きいファイルメモリの分野を占有して

いた磁気メモリを置き換えることである。フラッシュメモリ

の製品化によって安く、軽く、小さく、消費電力も少なく

そして落としても破壊しないファイルメモリを実現でき

た。フラッシュメモリは、自動車、テレビ、冷蔵庫、電子レ

ンジ、携帯電話、ＵＳＢメモリ、デジカメラ及びパソコン等

に使われ、社会に大きな影響を及ぼしている。このよう

な発明ができる時期に生まれたことは幸いです。当然

私一人で実現できたことではなく、関係した皆々様に深

く感謝いたします。 
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日時：平成 27 年 11 月 4 日(水)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、八代港ポートセールス協議

会、熊本港ポートセールス協議会 
後援：（一社）電子情報技術産業協会、SEMI ジャパン、

（一社）日本半導体製造装置協会、日本真空工

業会、（一社）半導体産業人協会、（一社）日本電

子デバイス産業協会、（公社）日本ロジスティクス

システム協会 
協力：（株）日刊工業新聞社 
企画運営：（株）帝国データバンク 
 

今回のセミナーでは「くまもとの拠点企業からの発信」

と題し、熊本県に立地いただいている各企業のキーパ

ーソンをお迎えして御講演をいただくと共に、熊本県知

事 蒲島郁夫から本県の地方創生に向けた企業誘致の

取組みや立地環境の PR を行いました。 
当日は 200 人を超える方々をお迎えし、SSIS 会員の

皆様にも多数ご参加いただきました。今後とも、本県の

取組みに関心を深めていただき、ご支援とご協力を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
〈講演内容〉 
講演１：「木とともに未来を拓く日本製紙グループを牽引

する八代工場」 
講師 日本製紙株式会社 代表取締役社長 馬城文雄氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弊社は、世界の人々の豊かな暮らしと文化の発展に 
貢献することを企業理念に掲げ、紙の生産供給を行って

いる。また、木材、バイオマス等々を活用し、自家発電も

含めたエネルギー事業、先端素材分野も実施している。 
エネルギー事業では、自家発電で各工場を回してお

り、発電規模は約 180 万 kW、沖縄電力の電力量に相

当する。今後は売電事業、バイオマス燃料開発事業など 
も伸ばしていく。 

八代工場は、全国の 12 工場のうち最西に位置し、新

聞・上質紙の製造工場である。立地している熊本県に

は、製紙業に不可欠な原材料のスギ材と水がたくさんあ

り、また、高速道路網は、八代から九州主要都市まで、

ほぼ 2 時間でアクセスでき、非常にロケーションが良いと

考えている。 
我々は、再生可能な資源である木材の利用を、企業

存続のキーワードと考えている。「木とともに未来を拓く

総合バイオマス企業」として、八代工場では、2015 年 6
月からバイオマス発電設備を稼働した。日本で初めて未

利用材 100%のバイオマス発電事業として、発電量は

5,000kW、約 12,000 世帯分の電力量となっている。 
東日本大震災で石巻工場が痛手を受けて以降、八代

工場がグループの基幹的な工場として頑張っている。当

時は八代市・熊本県をはじめ、大変なご支援をいただい

た。石巻工場のみならず、市民の方も非常に熊本に対し

て感謝の念を持っている。弊社八代工場は、今後とも日

本製紙グループの基幹工場としてはもちろん、地元経済

の基幹となるよう、頑張っていく。 
 
講演２：「顧客価値最大化に向けたグローバルマザーの

ものづくり技術」 
講師 オムロンリレーアンドデバイス株式会社 
    代表取締役社長 松並 憲示 氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弊社は、リレーに特化した生産、開発、マーケティング

の機能を持った事業会社である。オムロンの創業者であ

る立石一真の出身地である熊本の地に、山鹿立石電機

をスタートし、その後、2003 年にリレー事業を行う事業

会社として、オムロンリレーアンドデバイスと社名を変え、

現在に至っている。 
現在、様々な業界で、すべてがスマート化している。

そのスマート化と関連したところに必ず電子機器が存在

しており、その中に我々が製造するリレーが使われる。そ

のため、このスマート化を事業チャンスと捉え、何十年も

培ってきた小型化の技術を生かし、高信頼性、品質安

熊本県企業立地セミナー 

   ～くまもとの拠点企業からの発信～ 

熊本県商工観光労働部新産業振興局企業立地課   松本 佳奈子 



定性等を強みに、顧客から選ばれるリレーとして成長し

ていきたいと考えている。 
本社がある山鹿市は、九州縦貫自動車道が近く、ま

た、新幹線も開通したため、交通の利便性が良い。人材

の採用に関しては、弊社の約 40％の従業員が熊本県

内の出身で、高専や工業高校等から、ものづくりの好き

な人たちが集まってきている。地域には加工メーカー、

部品メーカーも数多く存在する。我々の新商品開発を含

めたものづくりにおいて、このようなサプライヤー様の協

力が不可欠であり、その点においても山鹿市は非常に

好立地である。 
また、オムロンは、社会貢献として、オムロン太陽という

身体障がい者を中心とした福祉工場を保有している。さ

らに、女子ハンドボールチームも有しており、2019 年に

は熊本で世界女子ハンドボール選手権、翌年には東京

オリンピックが開催されるため、選手たちは日本代表を

夢に、日々練習に励んでいる。「おりひめジャパン」への

皆さんのご声援をお願いしたい。 
 
講演３：「「地上の星」が集い始めた  火の国  くまもと 

我々は、ここから世界を変えていく～IoT と IoE
の世界におけるイメージセンサの可能性～」 

講師 ソニーセミコンダクタ株式会社 
    代表取締役社長 上田 康弘 氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日は、エレクトロニクスの未来や半導体の将来につ

いてお話ししたい。 
エレクトロニクスの未来については、人間の体に機械

が埋め込まれ、壁ガラスが情報端末になり、ヒューマンイ

ンターフェースの形も進化する、そんな映画のようなこと

が、今後出てくる。また、昔は製品が用途毎に氾濫して

いたが、今ではスマホや PC など 1 つの製品で万能なこ

とが出来る時代に変わった。今までの道具の進化のパラ

ダイムと全く違うものに変化していることを認識したもの

づくりを進めていく必要がある。 
2006 年に、イメージセンサ事業の中期計画を作成し

た際、私は「画像を鑑賞する」から「画像で遊ぶ・コミュニ

ケーションする」世界に変わると思った。今の時代は予想

されており、そして今後 10 年先に目指す概念は

CPS(Cyber Physical System)、IoT、IoE である。例え

ば、コンビニで物を買うと、瞬時に、購入者や購入物の

情報がデータ化され、商品開発にフィードバックし、そし

て陳列に反映される。 
また、半導体の将来については、スマホなどの情報通

信機器は踊場を迎えつつあるが、ロボット、自動車、ヘ

ルスケアが次の時代の柱となる。その新市場を支える先

端技術はセンシング技術と言われている。センサーに関

わる他製品も含めると、非常に大きな市場の広がりが期

待される。その中核となる半導体は、しばらく右肩上がり

で成長を続けると考えている。 
熊本県には、半導体の素子メーカーや材料メーカー

が数多く存在しており、九州は半導体関連企業が約900
社ある。当社の生産拠点は九州が中心のため、東京や

大阪など本社を経由せずに、九州の横のつながりで連

携を増やしていきたいと考えている。我々は、イメージセ

ンサを成長領域の事業の柱としているが、人の目を超え

た情報を得る技術を持つことを強みとして、今後も売上

を伸ばしていく計画である。 
 
講演４：「選ばれる熊本」 
講師 熊本県知事 蒲島 郁夫  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日は、本県の企業の進出状況や産学官連携の知

の集積、そして地方創生にちなんだ企業の本社機能の

地方移転に関する熊本県の取組みなどを紹介させてい

ただく。 
私は、リーマンショック直後の平成 20 年度に知事に就

任し、4 年間で 91 件の企業誘致に成功した。知事 2 期

目は 4 年で 100 件の目標を掲げ、3 年目に 102 件の企

業誘致に成功、4 年目の本年度も 10 月時点で 20 件と

好調に推移。 
知の集積については、2015 年 9 月に（株）日本医療

機器技研、熊本大学、不二ライトメタルの三者が連携し、

マグネシウム合金ステントの実用化のための連携協定を

締結し、研究の実用化の準備を進めている。また、今年

度から県内 8 大学、高専、経済 6 団体、県が連携し、

「熊本版 COC プラス事業」を進めている。産学官が連携

した『オール熊本』で、人材教育、産業と雇用創生、産業

育成支援に取り組んでいる。 
そして、地方創生について、国では首都圏に集積して

いる企業の本社機能を地方へ移転させる施策として、国

税・地方税を軽減する制度を新設した。本県でも、国の

動きに呼応して、県独自の取組みとして本社機能移転

に係る補助制度を創設した。是非、移転先として熊本県

を選んでいただくようお願いしたい。 
私たちは、皆様の夢の実現に向け、誠心誠意、真心

を込めて全力でサポートしていく。 
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テニスの功徳       

川西 剛 

  

 私がテニスを始めたのは小学生の時父の手ほどきを

受けた頃（当時は軟式）からで、87 歳の今日も続けてい

るからかれこれ 80年近くやっていることになる。 さすが

最近は足が衰えゲームではパートナーに迷惑がかかる

のでスクール生として毎週続けている。 スクール生は

大半が女性で、最年少は中学生だからまさに私とテニス

年数程の齢の差がある若人と一緒である。 

 

テニスの功徳は勿論健康維持である。内臓が丈夫に

なり体力も人並み以上にある。8 年前に胃癌を患った時

もテニスプレイ中息切れしたのが発端で極めて早期の

発見で手術回復し今日まで異常がない。 

テニスの功徳は勿論健康維持である。内臓が丈夫に

なり体力も人並み以上にある。8 年前に胃癌を患った時

もテニスプレイ中息切れしたのが発端で極めて早期の

発見で手術回復し今日まで異常がない。 

 

亦テニスは長く続けられるスポーツである。膝や手を

悪くすることはあるがゴルフと違って体の回転が両サイド

なので腰を痛めにくい。 そしてテニスの交流は常に爽

やかで明るい。 テニスのお陰で国の内外の付き合いも

広がり、深くなり、テニスを止めてもその交流は続いてい

る。 

      内外のお客様と共に  ドイツ  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

内外のお客様と共に  トヨタ 

      

60 代では蝶の如く動く        マッケンローと 

  

ワイフとも結婚以来一緒にプレイしている。おかげで

共に肉体的にも、精神的にも健康である。若い人は勿

論、年を取った方にもテニスはお勧めのスポーツである。 

       
若い人とスクール生として     81 歳と 87 歳のペアー  

      

                蛾のごとく動かず 

 

 

オアシス OASIS  ～憩いの時空間～    



日本シンガポール混声合唱団（ＪＣＴ）のはなし 
 

                   会員 喜田 祐三  

 

東京の片隅にひっそりと活動している合唱団がある。

その名を JCT(Japan Singapore Chorus Tokyo)。 

平たく言えば「日本シンガポール混声合唱団」、団員数

40 名ほどだ。平均年齢は 60 歳。 76 歳の私から見る

と、とても若い団員たちだ。今日は私が団長をしているＪ

ＣＴ合唱団の話をしよう。 

  

父が音楽教師だったので私は幼年のころから、家族

兄弟で合唱を楽しんだ。だから、合唱好きだ。 

22年も前のことになるが私は8年間もシンガポールに

在住したことがある。当時、アジアは世界の工場と言わ

れ、半導体の消費が急激に拡大した時だった。 

 

シンガポールは赤道直下の小国だが、1965 年にマ

レー連邦から独立して急速に発展した。Asian Miracle

と言われる所以だ。これは、リーカンユーという偉大な指

導者と優秀な彼の仲間たちがいたからだ。また、シンガ

ポールは大変美しい国である。赤い屋根と白い壁、青

い海と白い砂、街中に咲き乱れるブーゲンビリアの花。

だからシンガポールは「アジアの真珠」とも呼ばれる。 

 
当時、私は多忙な仕事の合間にシンガポール日本人

会の合唱団に属して、週末には合唱を楽しんだものだ。

回りは知らない人ばかりだったが、持ち前の人懐っこさ

を発揮して、しっかり仲間に入った。 

 

日本の四季を感じる曲や、日本の愛唱歌を仲間とハ

モッた。歌うたびに日本の家族や友人のことを思い出し

て心と目頭を熱くしたものだ。 

 
私は 2003年の春に帰国した。そして、長年お世話に

なった日立製作所を定年退職したのだ。 

帰国して4年目、2007年の桜が満開の頃、私が関口先

生と再会したのは神の思し召しと言うべきだろう。 

関口先生は私がシンガポール在住の頃、日本人学校

の校長先生だったが、専門教科が音楽だったから、シ

ンガポール日本人会の合唱団を指導してくださってい

たからだ。シンガポール時代から彼とは合唱を通じてお

互いに信頼感を培った仲だ。 

 

 

 
私と彼は日本に帰国した昔の仲間たちに連絡を取り

シンガポール合唱団を創ろうと呼びかけた。この計画は

友人から友人へ、仲間から仲間へ一挙に広がり、合唱

団ができるまでに長い時間はかからなかった。 

 
2008年 8月、猛暑の頃、35名（女声 25名、男声 10

名）の仲間が集まりＪＣＴが結成された。 

今、ＪＣＴ設立から 8 年目を迎え、心の底から、よい仲間

たちに巡り合えてよかったと思っている。 

 
JCTの合言葉は「仲良く、楽しく、美しく」だ。 

メンバーのだれかが困難に直面した時には「皆で支えあ

ってゆこう」という合唱活動を超えた次元のスピリットを団

員が共有しているからだ。 

 
練習は月に 2回（週末）。よい先生（関口先生）に恵ま

れ、よい仲間に恵まれたものだ。この 7 年間、さまざまな

活動を積極的に行ってきた。今、8年目にしてようやく一

人前の合唱団に成長しつつあるが、何といっても、ＪＣＴ

の最大のイベントは 2010 年を第 1 回目として隔年ごと

に実施している「シンガポール公演」だ。 

 
私たちの第二の故郷ともいえるシンガポールで現地

の合唱団とジョイントコンサートを開いている。今年も 11

月 19 日に第 4 回目のシンガポール公演が決まってい

る。現在、その海外公演に向けて、練習に力が入る。 

 
JCTは 2014年に（社）日本シンガポール協会にその

実績を認められて、協会の専属の合唱団になった。 

そして、今、ささやかながら合唱を通して、日本とシンガ

ポールの友好親善の架け橋になろうとしている。 

 

 
シンガポール日本人会オーデトリアムのステージ（ＪＣT） 
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発展を続けるシンガポールマンハッタン風景 

 
 
 
旅の初印象や地図から学ぶこと 
        

                     岩本 永三郎 
 
目や耳からでなく、体全体で瞬間的に感じるものが初

印象というものなのだろう。仕事柄、海外に行く機会が

多かったが、初めて訪れる土地を見た時の他愛のない

ことが初印象として残り、その都度その土地の地図を眺

め直し、色々な思いを巡らしたりした。 

 
20 代に初めての海外としての米国（カリフォルニア）

で、まぶしい太陽に包まれた美しい常春の雰囲気に接

した感動と共に、テレビの天気予報図を見ながら 高気

圧や低気圧が二つも三つもある国の広さの中で暮らす

人々と我々との価値観の違いについて、考えめぐらした

記憶がある。 

 
シンガポールに行ったときは、地図を見て日本がやけ

にアジアの北の端っこにあるなと可笑しく感じ、偉そうに

言っても所詮は端っこかと苦笑したりもした。地図は日

本で見てもどこの土地で見ても同じなのに移動した瞬間

に立ち位置が変わるのだろう。東アジアの地図を逆さに

すると、中国や韓国が太平洋に出たいのにあたかも日

本がそれを邪魔するように位置しているように見えるが 

これも似たようなことかもしれない。人間の常識の感覚な

んてものは、しっかりしているようで意外と浅いというか、

良く言えば柔軟性に富んでいるのかもしれない。 

 
九州に赴任したとき、何気なく地図を見て薩摩、土

佐、長州は海で繋がっていたんだと、至極当然な事が

新鮮に感じ、西日本の本質は海で東日本は陸なんだと 

妙に納得した記憶がある。 

 
初めてドイツに行ったとき、車窓からのどかな田園風

景を見て、ベートーベンはこちらの人にとっては民謡な

んだなと、ふと感じ、勝手に私の頭の中で風景と音楽が

調和していったのを覚えている。同時に地図を見て、当

時のソ連との近さに改めて驚き、かつての独ソ戦のリア

ルな背景を感じたりもした。 

 
香港に行ったときは、街中にあふれる漢字を見て日

本と何千キロと離れているのに同じ漢字を使う文化圏の

壮大さに感嘆し、此処まで歩くと何千万歩かなと考えて

いたら、何故か直接関係のない三蔵法師の天竺までの

道程が思い浮かび、アジアの先人が残した文化に改め

て感銘した。 

 
初めての台湾訪問で、ひたすら驚いたものといえば

台北の故宮博物館の文化財の数々である。 まあそれ

にしても蒋介石はあの戦乱の中でよくぞ何十万点もの

美術品を持ってきたものだと思う。個人の趣味や欲を遥

かに超えたものがあったのだろう。戦乱の中での運搬の

導線を見ようと、街中で中国地図を買って眺めていたら 

首都が北京でも台北でもなく南京になっていたのが印

象的でもあった。 

 
中国では西安（長安）の初印象が強い。西安は広大

な平原にあり、城郭は中華の中心として見るもの全てが

風格を持っていた。天空城にも似た建造物、多国語で

書かれている古の門などは数々の国々の人々が世界の

都への参道という感じであった。子供の時に教科書で

習った京、奈良は長安をまねて作ったという説明はよく

言うなと思った。大体こんな広く、しかも山も無い所で東

西南北以外に風水もへたもない。きっと実際は当時の

高句麗や百済の都を見て京や奈良を作ったのだろう。

そう考えてみれば、当時長安まで行けた人は数える数し

かいないから当たらずとも遠からずかもしれない。 

 
私も古希を迎えたが、もうひと踏ん張り、若い頃の新

鮮な感覚を思いながら見知らぬ土地を訪ねていきたい

と思っている。 

 

 

 

 



わが家のメジロ（その１） 

 

牧本 次生 （ＳＳＩＳ特別顧問） 

 

もう 5、6 年も前になるだろうか、初冬のある晴れた朝

であった。自宅のベランダにあるプランターのジュリアン

の花に交じって、メジロが「花吸い」をしている姿を見つ

けたのだ。こんな近くにメジロが現れようとは想像もしな

かったので、大いに驚いたのでるが、同時に幼いころの

思い出の一こまが鮮やかに蘇ってきた。 

 

小学校に入る前後のころ、冬が近づくとメジロ採りに

でかける（注：現在、このような行為は違法です）。採り方

には鳥もちを使う方法や、おとりを使ってメジロを誘導す

る方法などがある。鳥もちを使う場合は、物陰で息を殺

して、辛抱強く待たなければならない。メジロが鳥もちに

かかったら、素早く物陰から飛び出し、バタバタするメジ

ロを両手で包み込むようにするのだ。その時のワクワクし

た感動はとても言葉では言い表せない。 

 

小さい頃から、メジロは蜜柑を好むことを知っていた

ので、針金に通した輪切りの蜜柑をプランターにおいて

メジロを誘うことにした。ひとたび蜜柑があることを知るや、

メジロは連日のようにやってくるようになった。そして、一

日で蜜柑半分を食べつくす。こうしてわが家の朝一番の

日課は、メジロ様の蜜柑を用意することから始まるように

なったのである。 

 

そこに現れた強敵がヒヨドリである。ある日、メジロ様に

あげた筈の蜜柑が汚く食い荒らされていたのだ。メジロ

はこのような食べ方はしないので、ヒヨドリの仕業に違い

ない。こうなるとメジロは蜜柑にありつけず、食糧危機に

陥る。みかんの置き場所を変えるなどして、ヒヨドリが食

べにくいようにしたのだが、敵もさるもの、あの手この手

で蜜柑にアプローチして、これを奪うのである。わが家

の総力（と言っても二名のみだが）を挙げてヒヨドリ対策

の案を練った。 

 

そこで出てきたアイデアが鳥かごを使う方法である。

鳥かごの中に蜜柑を置き、入り口の扉を 3センチ足らず

の隙間に開けておけばいいではないか。この隙間は、メ

ジロは通すがヒヨドリは通さない、一種のフィルターの役

目である。よし！これで行こう！（写真参照）。 

 

 

この方法は効を奏し、ヒヨドリは狭い隙間を通れない

ので、蜜柑に近づくことができず、メジロはかごの中で安

心して蜜柑を食べることができるようになった。 

 

メジロの姿・形はとても均整が取れて美しく、可愛らし

い鳴き声と共に、自然美の極致と言っても過言ではない。

目の周りにはくっきりとした白い輪があり、可憐さを引き

立てている。食事のときは大変に警戒心が強く、蜜柑を

一口ついばむごとに、四方八方に目を配って、周りの状

況を確認するのだ。この警戒心こそ、メジロが何世代に

もわたって子孫をつないできた最大の武器なのかもしれ

ない。 

 

そのようなある日、事件が起こった。外出から帰って、

鳥かごを見ると、何とその中にヒヨドリが入っているでは

ないか。入れない筈の扉をこじ開けてかごに入ったよう

だ。ところがヒヨドリの体は大きすぎて、かごの中ではそ

の体の方向を反転させることができず、外へ出ることが

できなくなったのである。憎きヒヨドリよ、様を見ろ！ 

「二度とこのような悪さをしないように、懲らしめてやろ

う」とばかりに、アイロンがけの時に使うスプレーを使って、

水を噴射してやった。２回、３回、４回と・・・。ところが、ヒ

ヨドリがかごの中でバタバタと必死にもがいている内に、

何かの拍子で体の向きを反転させたのだ。そして、入り

口の隙間から大空めがけて飛び去っていった。 

ヒヨドリもこれに懲りて、これからはかごの蜜柑をねらう

ことはないだろう。わが家のメジロにとってようやく平和な

日々が訪れたのだ・・・と思っていたのだが。 

 

＜わが家のメジロ＞ 

かごの左側の入口には狭い隙間があり、メジロは入

れるがヒヨドリは入れない。その筈であったのだが・・・。 
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ある日の午後外出から帰ると、ヒヨドリがまたかごの中

に入っている。以前にこらしめたのと同じヒヨドリか・・・だ

とすれば随分と学習機能に乏しい生き物だ。あるいは前

とは別のものか・・・だとすればヒヨドリ社会には SNS のよ

うな情報交換インフラが整っていないのかも知れない。 

 

このような経験を通じて、かごの入り口の隙間を半固

定としたので、ヒヨドリはこれをこじ開けることができず、

わが家のメジロはようやく安心して蜜柑を食べることがで

きるようになったのである。しかし、ヒヨドリの恨みは深い

ようだ。その腹いせもあってか、ジュリアンの花びらを食

いちぎって嫌がらせをするのである。ヒヨドリは漢字で鵯

と書く。古くから「卑しい鳥」とさげすまれてきたために、

その性格もいじけてしまったのであろうか。そうだとすれ

ば幾分同情の余地があるのかもしれない。 

 

読者諸氏の中で、効果的なヒヨドリ対策についての知

見をお持ちでしたら、ぜひご教示いただきたく、よろしく

お願いします。                  （次号続く） 

 

 

ヤーコン、アピオスをご存じですか 

 

加藤 俊夫 

 

10 年ほど前、近くの丘陵地を地主が家庭菜園に開

放してくれ、1区画（50ｍ2）年 3000円と格安なので 3区

画借りた。野良仕事は全く経験なかったが、周りのおば

さん達が手取り足取り教えてくれるので、トマトやキュウリ

など作って喜んでいた。その内、折角作るなら店に売っ

ていないものを作ろうと、ここ数年トライしている。 

 

昨年作ったものは、四角豆（大きな鞘を食べる。大量

に採れて近所に配りまくる）、3 尺ささげ（3 尺まで伸びる

と硬くて食べられない。50cmまでに採ると柔らかい）、ジ

ャンボなす（直径 20cmほどの巨大なすが採れ、案外美

味しかった）、ヤーコン（茎は竹のように中空で背丈ほど

に伸び、食べるのは地下の根で大根より少し短い。生食

に良く、おでんに入れても煮崩れしない）、食用ホーズ

キ（昨年初めて作ったが、非常に甘い実が沢山採れ大

満足）、おかひじき（ひじきそっくりの形状だが、青い菜

っ葉）、アピオス（マメ科で 2～3ｍも蔓が伸び紫色の花

が咲くが豆は成らない。 

 

 

地下にできる卵大の根を食べる。味はクリに似てい

る）、ソーメンかぼちゃ（茹でて箸でかき混ぜるとソーメン

そっくりの糸状になる。子供がソーメンを作って大喜び

するので、誰に挙げても喜ばれる。昨年は双葉の時、葉

っぱを虫に食われて丸坊主されてしまって生育が悪く、

3 株植えて 2 個しか採れなかった）、フサスグリ（数年前

に植えた木に赤い実が沢山成り、家内が喜んでジャム

にした）。 

 
野良ではなく庭の片隅にアスパラガスを植えたのが、

ぐんぐん伸びて 3m ぐらいの高さの木になった。1 日に

10cm も伸びるので驚き。計算すると 1 秒に高分子を 1

億個以上も光合成しているのは凄い。冬に枯れるが宿

根草なので次の年にまた出て来る。夏は雑草取りで毎

日汗びっしょりだが、植物の生育を見るのは楽しい。 

 

近くの小高い山に色々な動物が生息していて夜にな

ると出没する。菜っ葉類は鹿に食べられ、じゃがいもは

猿に食べられた。背丈ほどのネットで囲ったが猿は軽く

乗り越えてピーナッツが全滅。周りの人もキューリやトマ

トを齧られている。野菜をやめてジビエに転向しようか

な！少しぐらいは猿にあげても良いが、山ヒルを落として

行くのは困る。昨年は、首と足に 2度も噛まれた。山ヒル

は、血が固まらない毒素を人の血管に入れるので長時

間出血し、足の時は気が付かないうちにズボンが血だら

けになった。ただ、噛まれた周りを指で押さえて血を絞り

出すと毒素も一緒に排出されるので止血できる。止血法

を覚えたので、もう山ヒルにはひるまないゾ。 

 

一昨年、大蛇のような巨大ズッキーニができ、記念写

真を載せておきます。ズッキーニはかぼちゃの仲間で、

味もかぼちゃに近いが甘くはなかった。皆様も珍しい野

菜をご存じでしたら、メールアドレス、t-kato@ayu.ne.jp 

へご連絡下さい。 

 

 
 



多摩ロケット 2 
           野中 敏夫 

 

「♂男、♀女、＊誕生、＋死亡、そして∞無限」 

 

黒板上に白いチョークの筆音とナレーションが響くモ

ノクロのタイトル画面は、忘れもしない昭和 30年代に放

映された米TVドラマ「ベン・ケーシー」である。団塊の世

代である私は新潟県小千谷市の実家（現在、八王子市

在住）で強烈な印象を受けながら、毎週食い入るように

観ていた。ようやく「家電 3種の神器」としての TV（もち

ろん構成要素は真空管と CRT）が各家庭に普及し始め

た時代でもあった。 

もうひとつの強烈な印象は、「脳神経外科」、「脳腫

瘍」という医学用語とベン・ケーシーが着ていた斬新で

機能的な白衣のデザインであった。後でわかったのだ

が、このデザインの白衣は「ベン・ケーシー型」とよばれ

る。当時の私としては、脳卒中と癌は、決して外科の病

気とはけっして思わなかった。まして、心臓病など、今で

言う「心筋梗塞」「心臓弁膜症」などは決して外科手術に

よる治療等は思いもよらない、そのまま「死を待つ病気」、

「生まれつきの病気」でもあった。また、医者が着用する

白衣はまさに「白い巨塔」の重苦しい印象すらあった。 

 
 「I’ll be back !!」、「僕は死にませーん!!」 
 
今回オアシスへの投稿を思い立ったのは、私は、昨

年 10月下旬から 11月末にかけて入院し 10年来引き

ずっていた持病の「心臓弁膜症」の外科手術を受けた

体験をしたからである。自前の 4つの心臓弁の内 3つを

機械弁に置換するという大手術を受けた。当時巷の TV

では「下町ロケット 2（小児用人工心臓弁）ガウディ計画」

が開発物語として放映されていた。手術前日の忘れもし

ない 11月 12日、執刀外科部長から術前説明を家内と

ともに受けた。無駄のない説明は、豊富な手術経験と実

績に裏付けられた自信と信頼に満ちていた。説明のキ

ーワードは「成功率 9X%以上」「金属弁は 100年保証」

であり、「ガウディ計画」とは異なる現状に、異分野なが

らも研究者出身の私としては家内とともに「お願いしま

す」の一言以外に返す言葉はなかった。とはいえ、一人

になった病室で家族親戚に一斉メールを配信した。

「I’ll be back !!」、「僕は死にませーん!!」「Let it be.な

んて甘いもんじゃない!!」「必ず生きて帰ります!!」「団塊

世代のおやじの空元気と思われてもいいのだ!!」。 

 
  
さて、オペ当日 2015年 11月 13日の早朝 5：32に

自前のモバイル PCによる自画像を映した（写真）。さす

がに写真は「真を写す」ものである。一見して「空元気の

おやじ像」が見て取れる。本人は必死に前向きのポジテ

ィブシンキングのつもりである。9：00、手術室に入り麻酔

が効いてくる間に、私は現状の医療機器のすさまじいと

もいえる進歩に気づかされた。まず、照明は高輝度白色

LEDを装備したロボットアームでその駆動は俊敏で、さ

らに体内の実況画像データは平面パネルに表示されて

いた。10年前、この病気で検査入院した時の心臓カテ

ーテル検査では、照明はまだ前述のベン・ケーシーと同

じ固定化された蛍光灯証明であり、画像データは解像

度の低い CRTに表示されていたことを思い出す。 

 
 自分の心臓の脈動音を聴いた!! 
 
約 7時間の言わば「三途の川を渡りかけた」後、果た

して目覚めた。日ごろ「亭主元気で留守がいい」と言っ

ていた家内もさすがに付き添っていた。術後 2日目にす

でに自立歩行を行うように看護士から言われた。「心臓リ

ハビリテーション」の開始である。いわゆるリハビリは術部

や患部を立ち上げるためのトレーニングであるが、心臓

リハビリは入院中に休んでいた心臓以外の筋肉を鍛え

ることに主眼を置いたものであった。リハビリ段階に入っ

た私は、毎日数回廻診に来る看護士に「置換手術した

自分の心臓機械弁の脈音を聴きたい!!」と聴診器を借り

て聴いた。脈音は真に金属音であり、あの黒澤明の「用

心棒」での日本刀の「シャキーン!!」であった。さらに心

臓リハビリで学び、術後実践していることは、「脹脛（ふく

らはぎ）は第 2の心臓である」ということで、脹脛のトレー

ニングは欠かさない。省スペースで可能であり、加齢に

よる衰えを鍛えるべき筋肉であることが分かった。 
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Ⅰ．はじめに 
 当社は 1994年の設立以来、半導体液晶関連の製造装
置、ナノインプリント、レジストや 3次元積層造形装置の販
売及び装置制御ソフトウエアの開発、保守サービスなど幅

広い分野に事業を展開しております。最先端の技術をお

客様にご提供し、ご利用していただく事で、事業に貢献し

お客様の成功に不可欠なトータルソリューションを提供す

ることを目的と致しております。 
Ⅱ．事業分野 

半導体、液晶関係をはじめナノインプリント、超薄膜、一

般工業、医療、エレクトロニクス分野に事業を展開しており

ます。 
 
Ⅲ．取扱商品 
１）マスク描画装置（独 ハイデルベルグ社製品） 

1400mm × 1400mmサイズの大型のマスクまで対 
応可能です。Crマスク、エマルジョンマスク対応最小線幅
は 0.7μm (VPGシリーズ）です。 

 
VPG series ‒ハイスループッ

ト・マスク描画装置 

 
 

２）マスクの計測、欠陥検査、修正装置 
（日本 ブイ・テクノロジー社製品） 
フォトマスク用座標測定装置、CD測定装置、欠陥観察

装置及びレーザリペア装置の製品を取り扱っております。 

座標測定装置         レーザリペア装置 

３）小型原子層堆積（ALD）装置  
（米 アラディアンス社製品） 

酸化膜、窒化膜、メタルの原子・分子レベルでの原子層

堆積を行います。 

小型原子層堆積装置     走査型超音波顕微鏡 

４）走査型超音波顕微鏡(Scanning Acoustic 
Microscopy ) （独 PVA TePla Analytical社製品） 

 超音波による非破壊内部観察を行います。高周波数トラ

ンスデューサを業界唯一複数台搭載し、より微細な欠陥の

検出と高いスループットを実現しております。 
 
Ⅳ．ソフトウエア開発 
 HTLでは日本及びインドにソフトウエア技術者 40名を
有し装置制御関係のソフトウエア開発を行っております。 
１）対応 OS  

Linux, Unix, Solaris,  Windows, iTRON, μiTRON,  
Androidなど多様な OSに対応致しております。 
２）プログラミング言語等 

C, C++, Visual C++, Java, C#, JSP, Visual 
studio.NET、 Perl, Python, Ada, Assembler, Oracle, 
MySQL, Sybase, MS-Access等 
３）開発手法 
オブジェクト指向プログラミング 

ソフトウエア開発例としましては 
○ 半導体製造装置：組込み制御、GUI、リファクタリング、
科学技術計算 

○ 装置間通信：ソケット通信､GEM規格 SECS通信 
その他ソフトウエア開発に多数の実績が有ります。 

 
Ⅴ．会社概要 
会社名  ：株式会社エイチ・ティー・エル   
        （ 英語社名 ： HTL Co. Japan Ltd. ） 
代表者名 ：代表取締役 アチャリヤ アチンティヤ 
所在地  ：東京都立川市曙町二丁目 16番 6号  
       テクノビル 3F 
電話番号 ：042-523-2871 
設立    ：平成 6年 12月 15日 
従業員数 ：60名 
URL     http://www.htlco.co.jp 
海外事業所：インド開発センター 
          HTL Co. (India) Pvt. Ltd. 
・バンガロール No.451, 17th Cross, HSR 4th Sector,  
           Bangalore 560102 India 
・コルカタ   9th Floor, EN-62, Sector-V, Salt Lake,  
         Kolkata, West Bengal, India 
 
 

 営業本部エキスパート 渡部修一 

株式会社エイチ・ティー・エル 



SSIS第 5回｢多摩会｣(講演会・懇親会)報告 
文化活動委員会 多摩会幹事 川本 佳史 

  
昨年 8 月の第 4 回に続いて、今回も講演会と懇親会
の 2 部構成で以下のように実施しました。今回は、現役
の方が参加しやすいように土曜日の開催と致しました。 
 
1. 日時 ： 2016年 2月 27日(土) 15：00～19：30 
 
2. 場所 ： 八王子東急スクエアビル（八王子駅北口） 
 

(1)講演会 八王子学園都市センター第 2セミナー室 
八王子東急スクエアビル 12F  

(2)懇親会 スカイラウンジ・クレア  
八王子東急スクエアビル 11F  

 
3.  出席者  ：  多摩会会員だけでなく、関東地区の

SSIS 会員の方々にも参加を呼び掛け、下記の方々
のご出席をいただきました。多摩会会員 10 名、関東
地区の SSIS会員 12名です。 
内海 忠、金原 和夫、日下 浩次、栗原 岩雄、 
高橋 令幸、田辺 功、溝上 裕夫、向 喜一郎、 
村田 純、島 亨、渡壁 弥一郎、岩本 永三郎、 
福井 博、佐々木 聡、角井 宜治、伊藤 達、 
内山 雅博、日高 義朝、中尾 誠男、 
遠藤 伸裕、藤井 嘉徳、川本佳史  

（敬称略、順不同で記載） 
 

4. 講演会 (15:00～17:00) 
 
(1) 講演テーマ： 「太極拳とイノベーション」 
(2) 講師： 向 喜一郎氏 
向氏は、1946年 12月生まれ。1971年、東京工業 
大学理学部大学院 応用物理学科修士課程を卒業

後、同年 (株)日立製作所に入社し 中央研究所で半
導体プロセスの研究開発に従事されました。 

1989年からは本社 研究開発推進センタで全社の
研究開発の調整、支援などに従事された後、1990年
デバイス開発センタ プロセス開発部副部長、部長を
歴任されました。1996年(株)国際電気 現日立国際
電気に入社し、2007年電子機械事業部 執行役常
務 同事業部長を歴任し、2014年に退職されました。 
現在は「Design of Innovation Field(イノベーショ
ンの場の設計)」を研究中であり、半導体産業人協会
会員です。 

 
 
 

 
 (3) 講演の概要 
  講演会では、太極拳の服装に身を包んだ向氏から、

実演されているビデオの放映を交えて、まず、太極拳

についてたいへんわかりやすく説明いただきました。 

 
太極拳は、元代、張三豊が少林寺で武術を修めた

後に武当山に入って修行し、道教の陰陽五行思想や

呼吸法を取り入れて編み出したとされています。1956
年、中国政府が誰でも学べる太極拳を制定し、日本

には 1970年に紹介され、1972年の日中国交正常化
を機に普及しました。その極意は、体の動きや技のよ

うな外から見えるもの（陽）だけではなく、それらを発現

させる元となる見えないところ(陰)にあり、陰と陽の一
元化するところにあります。陰とは、太極拳では起勢と

よばれる無極→太極→混元の過程です。混元から元
気と混ざって一元となる過程（スタートアップ）を経て太

極から湧き出る無限の身体技が陽です。従って、太極

拳を極めることは、陰である起勢を極めることにありま

す。 
さて、太極拳とイノベーションとはどのような関係に

なっているのでしょうか。 
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イノベーションにおいても、論理化できる見えるもの

（陽）だけでなく、それを発現させる元となる論理化で

きない見えないもの（陰）が重要です。イノベーション

の代表例としてトランジスタの出現や iPS細胞の出現
の過程を見ると、まさにこのような陰と陽との出来事や

その関係、また陰から陽に移行するスタートアップなど、

イノベーションと太極拳のステップとはたいへんよい相

似性を持っています。したがって、イノベーションの発

現においても陰のステップからスタートアップ（言明）

が重要となります。 

 
聴講された皆様は、最初、太極拳とイノベーション

の関係を懐疑的に思われたていたようですが、講演が

進むにしたがってその相似性に大変興味を持たれた

ようです。講演後の意見交換では、陰のステップでの

能力をどのようにして開発あるいは育成できるのかな

ど、議論が白熱しました。時間が足りなくなりましたの

で、続きは懇親会で議論いただくことにしました。 
 

5. 懇親会 (17:00～19:30) 

懇親会では、伊藤 達副理事長のご発声によりビー

ルで乾杯した後、各自それぞれ食事と日本酒や焼酎

やワインなどを楽しみながら談笑いただきました。 

懇親会で恒例となっておりますが、皆様に自己紹

介や近況報告を行っていただきました。多彩な趣味を

持っておられ、それぞれの方面で活躍されており、 

たいへん興味深く、有意義で参考になるお話も多くあ

りました。用意した料理が余るほど、いろいろな意見

交換に熱が入っていたようです。このように、和気

あいあいのうちに多くの情報交換ができ、親睦を深

めることができました。 

 

6. 今後の予定 

多摩会では、文化活動の一環として今後も会員相

互の親睦と情報交換の機会を計画します。次回は本

年 9 月初旬の予定です。多くの方々に是非ご参加頂
きたく、宜しくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 



☆委員会報告☆   論説委員会    半導体産業の産学連携(3) 

 
今号では、半導体業界で約 20 年にわたって産学連

携を推進してこられた（株）半導体理工学研究センター

（STARC）における産学連携の活動（公開情報）を参考
に、半導体産業における今後の望ましい産学連携の促

進策を論じる。 

STARCの設立趣意 

STARC は半導体設計技術力強化を目的として、日
本の主要半導体メーカーの出資で、1995 年に設立され、
今年（2016年）3月で活動を終了した。その「設立趣意」
から要旨を抜き出すと以下のようである。 
・半導体産業は日本の基幹産業であり、優れた技術先

進性と競争環境が必要である。 
・一方でシステム、ソフト面で弱点がある。そのためにも

産業界と大学の有効な協力関係の構築が必須である。 
・新技術の創生には、基礎分野での展開と努力が特に

重要である。このためには、技術の基礎分野は大学が、

応用分野は産業界がそれぞれ主要な担い手となるのが

基本的で健全な姿である。しかし、日本では伝統的に産

業界と大学とは、研究開発の面で比較的疎遠な関係で

あったことは否めない。 
・STARCは、設計技術開発の産学連携拠点と位置づけ、
産業界と大学との密接かつ有効な協力関係を実現し、

多くの基礎的な研究成果を創出し、将来の半導体産業

を担う若い研究者・技術者の輩出を促し、発展に資する

ことを目指す。そのための資金は、半導体関連の民間企

業から募る。 

STARCの産学連携プログラムとその特徴 

STARC の産学連携は、「大学との共同研究」と「教育
講座」が両輪になっている。「共同研究」は、大学におけ

る半導体関連技術分野の研究基盤の拡大・強化と技術

者の育成を主な目的としていた。初期には「シーズ育成

型」（大学からの応募テーマを選択）であった。しかし、多

様性は評価できたが、大学が固定化し、企業ニーズとの

整合性が不足するなど課題が顕著になった。このため、

2006 年から新規に、「課題提示型」（産業界から課題を
提示し、応募テーマから選択）を取り入れた。 
実用化に 5～10年先立ち、かつ出資半導体メーカー

に共通した研究テーマを年間 50 件程度選定した。 大
学の研究テーマに潜在しているアイデア（シーズ）の実

用化への可能性を検証する【アイデア・スカウト（IS）】と
実用化に向けた実証研究開発を行う【フィージビリティ・

スタディ（FS）】の 2 ステージから構成される。IS は研究
期間が 1年間で研究予算は 200万円、ＦＳは研究期間
が 2～3年で研究予算は 650万円以下（特例 1,000万 

 
円）である。 
分野は、半導体の設計関連分野（システム／回路）、

製造関連分野（プロセス／デバイス）、応用関連分野（半

導体と強く関連する応用分野）と幅広くカバーされてい

る。 
一方、「教育講座」は「企業人による学生向け」と「大学

人によるSTARC参加企業の技術者向け」の2種類があ
る。前者では国内の 50大学以上／年で SoC設計技術
講座（講義と実習）を開講して、教材の無償提供と企業

技術者の講師派遣を行い、講座の修了生 2000 名／年、
実習の修了生 200 名／年を輩出してきた。また企業向
け講座は、第一線の大学教授による高度な技術講座お

よび技術経営（MOT）講座などを開講してきた。 
 
以下は当委員会の見解である。 

STARCの解散を惜しむ声 

イノベーションを起こすには（産、学を含め）違った立

場や異質な人との接触が重要である。STARC プログラ
ムでは、民間企業の資金を用い、各半導体メーカーに

共通したテーマに関する産と学の共同研究が行われ

た。 
「大学との共同研究」によって、①大学における半導

体分野の研究活動が促進された、②企業と大学がその

事業および研究内容を知ることで、個別の企業と個別の

大学の共同研究が促進された、等の成果は大きかった

ものと推測される。 
また「教育講座」は学生の半導体技術の知識を高め、

半導体産業への関心を引くことの功績は多大なものがあ

ったと推測される。このため「教育講座」の受益者は、プ

ログラム参加企業に留まらなかったであろうと推測され

る。 
以上のような観点から、半導体産業における主要な産

学連携の場・産学のネットワーキングの機会が失われる

ことは、産業界および大学にとって大変惜しいことといえ

る。とくに大学から電子回路などの講座が減っている現

状ではなおさらであろう。 

望ましい産学連携の促進策 

日本の半導体産業の現状は、STARC の設立時期と
は様変わりしている。総合的な品揃えを行い、しかも

IDM（Integrated Device Manufacturer：総合半導体
企業）としての業態は影を潜め、強い商品（デバイス）に

特化する専門店的なメーカーの業態が主流になってい

る。 
さらに今後は、 IoT （ Internet of Things）や AI
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（Artificial Intelligence）のようなアプリケーションに対
しては、従来の微細化中心とした動向だけではなく、各

種部品・ソフトウエア・通信等の技術とも密な関係を持つ

ような新たな業態の発展および産業構造の変革が予想

される。このようなフェーズにおける「産学連携」は、大企

業だけではなく、中小企業やベンチャー企業の発展を

支える視点が重要になってくると思われる。STARC プロ
グラムを参考にして、今後日本で半導体産業の産学連

携を促進するための現時点でのアイデアとしては、以下

のようなことが考えられる。 
・共同研究等を促進・実現するために、企業のニーズと

大学のシーズのマッチメイキング（仲人）を組織的に行う。

このマッチメイキングを促進するためには、公的な助成

が必要と考える。 
・多数の半導体メーカーに共通した最大公約数的な研

究テーマも重要であるが、たとえ恩恵をこうむる半導体メ

ーカーが少なくても新ビジネスの起爆剤になりうる可能

性を持つ研究テーマを積極的に掘り起こし、研究テーマ

とする。 
・研究成果をもって起業する、研究成果を販売する、あ

るいは研究成果を持って企業へ移籍する等の積極的な

出口戦略を持つようにする。 
・共同研究の成果に基づく事業化へ橋渡しをサポートす

る組織・機能を具備する。 
・異なる産業分野を混ぜることで、異種混合性を高める

努力を積極的に行う。 
・大学から見ての共同研究のパートナーは、大企業だけ

でなく、将来成長が期待できる中小企業やベンチャー企

業も対象とする。事業の成功確率が不明である場合の

事業主体は大企業の方が適しているといえるが、事業規

模が小さい場合や迅速な経営判断を要する場合は中小

企業あるいはベンチャー企業の方が適している場合が

ある。 
・外国の企業と外国の大学も対象に含める。とくに日本

にとって将来の大きい市場が見込まれる TPP（環太平
洋パートナーシップ）協定参加国の企業や大学との連携

を強化する。とくに今後発展が見込まれる新興国（特に

東南アジア諸国）の大学との連携は、日本の産業界にと

って意味のあるものではなかろうかと考える。 
・リスクがあり、多数の半導体メーカーに共通する領域の

研究開発には公的資金を投入する。外国においても多

くの画期的な開発成果には政府系の機関（例えば米国

の DARPA）が重要な役割を果たしていることが多く、ま
た政府セクターと民間セクターの連携のもとに事業化さ

れていることが多い。政府系機関は自由な発想で成功

確率のより低いリスクを取ってイノベーションを起こし、自

国産業の発展に貢献している。 
 
 

・STARCで実施されたようなレベルの「教育講座」を、大
学生への教育を継続するとともに、企業側の受講可能

者を業界全体に広げ、積極的に行う。 
以上は民間企業が出資するコンソーシアムの活動とし

ては限界があり、別種の枠組みによる活動が望ましい。

NEDOや JSTのプログラムも視野に入れ、公的資金を
得ることを含む具体化に向けてはさらに詳しい検討を要

する。 

SSISの寄与について 

日本では最近、明るい未来を熱く語る若者が結構い

ることに気づく。イノベーションを起こせるのは、過去に

成功体験は無いが根拠の無い自信を持つ個性溢れる

若者である。彼らをうまくコーディネートし、資金援助を行

うなり、技術シーズや人的資源の情報提供を効率よく行

う場を考えるのが今後の半導体産業の発展につながる

のではなかろうか。 
当委員会としては、今号で述べた『望ましい産学連携

の促進策』で述べた共同研究の促進や教育講座の実施

および学生の半導体ビジネスへの夢の拡大への寄与を

関係する委員会との連携を含めて継続して検討したいと

考えている。そのひとつはシリコンバレーの現状を体感

できるようなツアーであり、現在検討をすすめている。 
 
 
次号では、上記アイデアの具体化を検討するとともに、

本テーマについての今までの記事に対するご意見を含

め、整理・まとめを進めることを予定する。 
 
 
 
 

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）、川端 章夫、 
鈴木 五郎、長尾 繁雄、馬場 久雄、 
伏木 薫、吉澤 六朗、渡壁 弥一郎、 
市山 壽雄（アドバイザー） 



 
 
◆新入会員（2016.1.1から 2016.3.31） 
個人会員（ご入会順、敬称略） 

  平山武司、鈴木五郎、大野淳一 

 賛助会員（ご入会順、敬称略） 

 誠南工業(株)、 

 パナソニックデバイスエンジニアリング(株) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願い致します。 

 

 

◆1～3月実施行事 
1月： 14日 監査役会 

21日 理事会 

28日 執行会議 

2月： 18日 執行会議 

25日 社員総会、SSISフォーラム 

27日 コミュニティ多摩会 

3月： 17日 執行会議 

 

 

◆社員総会が終わって 
今回の総会の開催に際して大変だったのは、総議決権

数の3分の2以上の賛同を必要とする特別議案の審議を

伴うことでした。出欠連絡・委任状提出状況は締め切り

日の段階で過半数を辛うじて超えた 53%の回収率でし

た。事務局からの再三にわたる催促メールの発信に加え

て執行会議メンバーによる催促作業への協力をお願いし、

平行して返事の集計作業と、開催前一週間は出席者／委

任状管理に追われた日々でした。 

何とか、特別議案を審議するに足りる議決権数が確保

でき、無事、全議案を承認いただけたこと、会員の皆様

の協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

会員の方は、社員総会での議決権をお持ちになってい

ますこと、努々お忘れの無いよう、今後ともよろしくお

願いいたします。 

役員登記等、法務局対応も無事完了いたしました。 

 

 

 

 
◆事務局雑感 

2015 年決算が終わりましたが、昨年度 4 月から社団

法人専門の会計コンサル会社と顧問契約を結び、指導を

受けて会計処理、決算作業をいたしました。初年度であ

ったこと、事務局の会計担当者が交替したことが重なり、

かなりバタバタしましたが、新しい会計処理システムで

決算をすることが出来ました。いくつかの処理上の課題

も見つかりましたが、一つ一つ解決していきます。 

 

◆事務所ネットワークのダウン 
3月10日事務所のITネットワークがダウンしました。

原因はビルの電気工事に伴うAC電源の瞬断によりルー

タがハード的に壊れたことによるものと推定されます。

その日のうちに業者に依頼して補修作業を完了いたしま

した。 

 

◆今後の行事予定 
 4月： 14日 理事会 

21日 執行会議 

26日、27日 九州工場見学会 

28日 オープンゴルフ（大宰府CC） 

5月：  6日 趣味の会（絵画を楽しむ会） 

       新世紀展見学 

 19日 執行会議 

23日 SSISフォーラム 

26日、27日 春季入門講座 

6月：  3日 第 5回YMK会 

13日 趣味の会 第 2回鎌倉散策の会 

16日 執行会議 

30日 諮問委員会 
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