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昨年3月11日に起きた東日本大震災とその後に
発生した大津波や度重なる余震は東日本に未曾有
の被害をもたらしました。犠牲になられました
方々に深く哀悼の意を表すとともに被災された
方々に心からお見舞いを申し上げます。震災は、
我々日本人にとって、これまでの生活スタイルや
エネルギー政策の考え方を根本から変える契機と
なりましたが、一方、地球規模で直面する環境、
安全、健康、資源等の問題に対するICTの真価を
理解する契機でもありました。
例えば、この震災における被災状況把握と復
旧・復興活動に、ICTは社会インフラとして有効
に機能していたことが確認されております。電話
回線は通信網の損壊による障害や通信規制により
使用不可能となりましたが、その中においてもイ
ンターネットは安定的な稼働を見せ、被災者の安
否確認や復旧対応に必要な情報配信に貢献しまし
た。SNSが被災者間の連帯感を醸成する精神的な
支えになっていたという調査報告もあります。ま
た、ITS技術が、交通網の被害、復旧状況、交通
量の把握に活用されたり、電力供給制限に際して
も電力需給情報が各所で開示され、大規模停電の
発生を防ぐ為に、人々を適切な行動に導いたこと
もICT活用の成果であると思います。また、メー
カーの製造拠点の速やかな移動もICTの活用なし
には成し得なかったことだと思います。
このような事態の下においてICTが、TVやラジ

オ等の従来型情報配信サービスを補完し、情報共
有を促進するだけでなく、人々の強い絆を醸成し、
状況を適切な方向に導くべく活用されたことは、
これからのICTの発展にとって非常に心強い事実
だと思います。
これからの半導体市場は、スマートフォン、タ
ブレットPC、太陽電池、LED照明のほか、電気
自動車、医療、教育等の新しいアプリケーション
の拡大とともに、新興国の生活水準の向上、経済

成長の牽引力として継続
した成長が見込まれてお
ります。また、クラウド
コンピューティングやス
マートグリッドなどの言
葉に代表されるように、様々なデバイスがネット
ワークに組み込まれることで、より高度な情報化
社会が実現されるでしょう。一方、こうした ICT
の活用は、情報量の指数関数的な増大につながる
と予測されており、消費電力、コスト、信頼性の
問題をいかにクリアするか、また、サイバーアタ
ック等に対するセキュリティの飛躍的向上の観点
から、サーバー、データセンター等のシステム向
上が焦眉な社会的課題となっています。
こうした課題に対して、微細化や材料･構造変
化などの製造プロセスやデバイス設計の不断のイ
ノベーションが大きな役割を果たすことは間違い
ないことであります。また、それを強力に推し進
めることが我々、半導体産業に属するものにとっ
て大きな使命であると考えています。その為には、
世界的なコンソーシアム、大学、デバイスメーカ
ー、材料メーカー、製造装置メーカー間の産官学
の幅広いコラボレーションを通して、それぞれの
得意分野を生かした研究開発活動を実現し、業界
として一丸となって課題に取り組んでいく必要が
あります。この数十年を振り返れば、達成不可能
と思われていた課題を常に乗り越え進歩を続けて
きた歴史でもあります。日本の半導体産業は社会
の発展をささえるイノベーターとして、技術で世
界を真に牽引することが求められています。これ
まで培った世界トップレベルの技術蓄積を生かし
皆様とともにこれからもICT、半導体産業の進化
に貢献するとともに、持続可能な社会の構築と日
本半導体産業の国際競争力の更なる強化をめざし
て行きたいと考えています。

東　哲郎（東京エレクトロン株式会社 取締役会長）

半導体技術による豊かな社会の形成を目指して
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再生可能エネルギー導入の高まりのなかで、太陽光

発電は最も期待されているエネルギー源の一つです。

昨年度、世界の太陽電池の生産量は 20 数 GW、累積

導入量も 38GW に達したと推定され、日本でも、昨年

度、生産量約 2GW、累積導入量は 3.7GW に達しまし

た。新しいエネルギー源として急速に普及が広がってき

ています。 
日本の太陽電池の本格的な研究開発は 1974 年のサ

ンシャイン計画から国のエネルギー産業技術として推進

されました。その成果として 2006 年までは日本は生産

量、導入量ともに世界のトップでした。しかし、現在、導

入量では欧州が、又、生産量では中国・台湾勢が世界

のトップを走っており日本のシェアは 10％前後です。何   

とか巻き返しを図らねばな

りません。ここでは、組合の

設立から成果、さらに、日

本の地位の巻き返しを図る

べく進めている組合の活動

状況、更に、太陽光発電が

日本の基幹エネルギーに

なりうるか等、今後の展望

について紹介します。 
 
1．NEDO の太陽電池の研究開発と太陽光発電技術研

究組合（PVTEC）の発足 
太陽光発電技術研究組合は 1990 年 11 月に設立さ

れました。技術研究組合として 21 年の歴史をもちます。

組合設立のねらいは、当時の通産省が進めていたサン

シャイン計画の中で環境、エネルギー問題の対応策とし

て重要性を増してきた太陽光発電の早期実用化を推進

することにありました。NEDO（独立行政法人 新エネル

ギー・産業技術開発機構）が進めてきた太陽電池の研

究開発の流れを図-1 に示します。 
組合は、太陽電池のモジュールメーカーを中心に 22

社 1 団体でスタートしました。本格的な組合としての研究

開発は 1993 年からのニューサンシャイン計画から始まり

ました。 
このサンシャイン計画、さらに、それに続くニューサン

シャイン計画は、エネルギーの長期的な安定供給の確

保が国民生活と経済活動に極めて重要であるとし、10

日本の太陽光発電技術の現状と将来 

－太陽光発電技術研究組合の役割－

太陽光発電技術研究組合 事務局長  善里 順信 
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年～30 年先を見据えた国家の長期的なエネルギー政

策に沿ったものでした。太陽電池に関しては、当時 1W
あたり数万円していた発電単価を 1/100 以下にすること

を目標とした極めて意欲的なプログラムでした。 
PVTEC の共同研究で、特長的なことは、はじめから

産官学が共同で研究を進めるスタイルをとり、大学や、

当時の電総研などの公的研究機関との共同研究、連携

のもとでプロジェクト研究を推進したことです。PVTEC
は、産官学の各機関を結ぶ中核としての役割を果たしま

した。 
 
2．これまでの成果 

ニューサンシャイン計画（～2000）と、それに続く先進

太陽電池技術研究開発、実用化に向けた系統連系や、

フィールドテストなどの NEDO 委託研究の推進で、日本

の太陽電池の技術は国際的にトップの力をつけました。

2007 年に NEDO より「なぜ日本の太陽電池は世界一

になれたか」の本が出版され、10 万部近くが読まれたと

聞きます。 
PVTEC の進めた技術開発からは、高効率結晶シリコ

ン太陽電池、ＨＩＴ型太陽電池、微結晶薄膜シリコン太

陽電池、ＣＩＳ化合物薄膜太陽電池、フレキシブル薄膜

シリコン太陽電池など多くの優れた太陽電池が実用化、

商品化され、現在も日本の太陽電池の主力商品として

引き継がれています。 
PVTEC は、2008 年の段階で一端、技術研究組合と

しての役割は果たしたと評価され、組合としては一部の

自 主 研 究 を 残

し、NEDO 等か

らの委託研究を

終 了 い た し ま し

た 。 又 、 太 陽 電

池産業全体とし

ては、それまで日

本の太陽電池産

業をバックアップ

していた住宅用

太陽電池の補助

事業が打ち切ら

れ、一方で、ドイ

ツをはじめとした

欧州での FIT 制

度の導入とそれ

によって拡大した

欧米の太陽電池

産業、それを見

越した中国・台湾

など新興国での

太陽電池の爆発

的攻勢で、日本のシェアが急速に下落しました。 
図-2 に世界の地域別太陽電池の生産量を示します。 

 
図-2 太陽光発電 世界の生産量  

 
3．現在進めている事業 

PVTEC は 2009 年度より組合に参加する企業が大幅

に増加しました。現在、65 の企業・団体が加入していま

す。また、技術研究組合法も改正され、企業以外の公的

研究機関も組合に参加することが可能になり、組合の活

動範囲が大きく広がりました。自主事業である技術交流

会活動も極めて盛況・活発になってきました。 
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第 21 回 PVTEC 技術交流会 パネル討論会の様子 

 

2010 年度から開始された NEDO の新しい研究プロ

グラムである「太陽光発電システム次世代高性能技術の

開発」には積極的に PVTEC としても、参加しています。

その中でも、特に、 
①太陽光発電システムの長寿命化・高信頼性の研究 
②多接合薄膜シリコン太陽電池の研究 

には、PVTEC は組合の総力をあげて取り組んでいま

す。 
① は太陽光発電システムの低コスト化をセル・モジュ

ールの高信頼性・長寿命化、さらに周辺の PC/BOS（パ

ワーコンディショナ、バランスオブシステム）も含めたシス

テム全体の長寿命化によって実現することを目的に進め

るものです。長寿命化は、発電効率と等価で発電量コス

トに効果があり、同時に調査研究を進めている新しいエ

ネルギー供給による社会システムの構築にも重要な要

素です。 
②は、PVTEC が NEDO 等の支援を受けサンシャイ

ン計画以来、営々と研究を進め、世界のトップに至った

「薄膜シリコン太陽電池」技術を更に押し進めているもの

です。「薄膜シリコン太陽電池」の高性能、低コスト化を

実現することを目的にしています。この活動において、

特徴的なことは、国内の複数の企業と、産総研が共同で

集中研（PVTEC つくば研究所）を設立し、多くの大学の

研究室とも連携し、まさにオールジャパンの体制で研究

を進めていることです。 
薄膜シリコン太陽電池は、環境的にも問題がなく、資

源の枯渇の心配の少ない材料を用いており、将来の全

地球規模での太陽光発電として、最も大きな期待がかけ

られている太陽電池と考えられています。 
また、2011 年からは、PVTEC は、METI の助成を受

けて、太陽電池の信頼性国際基準、認証システム構築

の支援事業について、多くの組合員の協力を受けて、

関係団体と共同で推進しております（アジア基準認証推

進事業）。 太陽電池の長期信頼性を保証する認証シス

テムの構築は、世界の中で、最も長い実績のある日本の

太陽電池の全世界への普及拡大に必要な活動であると

考えています。 
  
4．太陽光発電の今後の展望 

3 月 11 日の東日本大震災と、フクシマ原子力発電事

故で、日本の「太陽光発電」は極めて責任の大きい立場

になっています。太陽光発電は、一体、本当に日本の基

幹エネルギーを担うほどの実力があるのでしょうか。又、

実現が可能な道筋はあるのでしょうか。簡単な試算が報

告されています。日本の個人住宅では、一戸当たり 4ｋ

W の太陽電池パネルを設置しています。もしこの日本の

個人住宅の 8 割の屋根に太陽電池を設置すれば 864
億 kWh の電力量が賄えます。これに集合住宅、事業

所、公共施設、産業施設の屋根を使い、更に、現在、多

くの導入が計画されている集中発電用のメガソーラーを

加えれば 2400 億 kWh に増やすことが可能です。この

量は予想されている国内総需要電力量の 3 割になりま

す。十分に日本の基幹エネルギーの位置を占める値で

す。 
この大震災で、これまでの日本のエネルギー供給体

制の脆弱さが指摘されました。今の、大規模集中型から

柔軟性の高い分散型供給体制への変更が議論されて

います。太陽光発電は地産地消のエネルギー源として

スマートグリッドなどで分散型電源の一つとして活用すれ

ば、非常に有効と考えられています。特に、夏場の日中

に発電量が多く、ピーク電力をうまく賄えることや、震災

の時の非常用電源としても活躍できることなど、他の再

生可能エネルギーに比べその付加価値は高いと思われ

ます。 
PVTEC は、国のエネルギー政策のもとで出発した

「技術研究組合」です。現在は、20 年前の設立時よりそ

の重要性が一層増しています。太陽光発電を未来の日

本、未来の地球のエネルギー供給システムに定着・育成

するため、多くの技術課題が残されており、これらの課題

は、太陽電池そのものだけでなく、電池の原材料、周辺

部材、周辺システム、社会インフラの整備まで非常に広

範に広がっています。 これらの課題を共同研究で克服

する組織として、PVTEC は貢献していきたいと考えてお

ります。 
 
参考資料  
PVTEC ニュース vol.56 (2010.4)、vol.57(2011.1)、
vol.58(2011.7)、vol.59(2011.11) 
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1. はじめに 
世界初のマイクロプロセッサ 4004 は電卓やオフィス

機器向け汎用 LSI を開発する過程で 1971 年 3 月に

誕生した。マイクロプロセッサは、知的能力と計算力を

提供し、「新時代を切り拓く技術」となり、新たなる文化

を創造する「知への道具」を人類にもたらした。 

 
図 1. 世界初のマイクロプロセッサ 4004 のチップ 

 
2. 電子式卓上計算器の登場 

世界初の電子式計算器（電卓）は、ネオンガスを封入

した真空管を使った英国 Sumlock-Comptometer の

Anita Mark 8 で、1961 年 10 月のロンドン博覧会に出

品された。高価過ぎてあまり売れなかったが、日本メー

カーの電卓開発に大きな影響を与えた。1951 年に接

合型トランジスタが開発され「回路の時代」が登場した。

トランジスタ電卓は 1964 年に日本で開発され量産化に

も成功した。1966 年にビジコンが高性能電卓「ビジコン

161」を破壊的な価格で発売し、価格競争が始まった。

電卓はプリンタ付電卓や科学技術計算用電卓へと急成

長し花形商品となった。やがて、日本の電卓業界は

OEM を含めた世界の電卓ビジネスを一手に引き受け、

開発工数と生産コストの削減が必須となった。 
電卓は、コンピュータと同じく、入出力装置、処理装

置（プロセッサ）、メモリ装置で構成されている。当時の

電卓の機能を実現する制御方式としてプリント基板上

に部品を配置し基板上の配線で論理を組み上げる「ワ

イヤードロジック（布線論理）」が採用された。しかし、設

計工数が多く機能の変更が難しかった。 

 3. プログラム論理方式の IC 電卓の開発 
私は 1967 年に東北大学理学部を卒業し、ビジコン

で電子計算機のプログラマの職に就いた。6 カ月後、電

卓の開発部に移り、電卓の試作やキーボードの開発に

従事した。入社 2 年目の 8 月に、OEM 先ごとに仕様の

異なる電卓の開発を短期間に行う方法として 10 進コン

ピュータと同様なプログラム論理方式を採用し、プリンタ

付き IC 電卓 162P の開発を開始した。私は、ハードウ

エアとソフトウエアの経験があったので、電卓用の命令

セット、プログラム、ハードウエア構成などを担当した。

プロセッサは、Program Unit と名付けた制御部を、8
ビットのアドレス更新回路付きプログラムカウンタ、プロ

グラムを格納する ROM、8 ビットの命令レジスタ、マイク

ロオーダーと名付けたマクロ命令の解読器とマイクロな

命令を生成する回路で構築し、ALU & Register Unit
と名付けた中央演算ユニットであるデータパス部を、4
ビットのシリアル型主演算回路、4 セットの 4 ビット・レジ

スタや符号や演算モードなどの制御レジスタ、入力デ

ータ・レジスタ、アキュムレータ、乗除算レジスタ、記憶

用データ・メモリなどで構築した。命令セットは電卓機能

に特化した23種類、データタイプはｎ桁の10進数デー

タと４ビットの２進数データであった。キーボードやプリン

タなどの入出力機器制御はワイヤードロジック制御方式

で実現した。プログラム・ステップ数は 256 以下であっ

た。 
 

 
図 2. プログラム論理方式プロセッサのブロック図 

マイクロプロセッサ 4004 の開発 

嶋 正利 （マイクロプロセッサ・アーキテクト） 
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4. プログラム論理方式の電卓の LSI 化 
日本の電卓業界は、LSI 化による、低価格化、軽量

化、高信頼性化、高性能化、多機能化への道を一斉に

走り出した。1968 年にシャープが LSI 電卓を発表した。

使用トランジスタ数は約 3,460 であった。 
ビジコンは、共同開発先として、1967 年にノイス博士

（R.N.Noyce）らによって設立され高密度実装と高性能

が実現可能な新世代半導体プロセスであるシリコンゲ

ート MOS プロセスを開発したインテルを選択した。 
1968 年末に、LSI 化プロジェクトチームは LSI 設計

に関する技術情報を入手し LSI 化の検討を開始した。

私は、プロジェクトチームの 3 人の中で一番下の技術者

として、次世代 10 進コンピュータの仕様と LSI 設計手

法を策定した。開発予定のシステムは、ビジネス用と科

学技術計算用の電卓のほかに、多種類の入出力機器

（キーボード、表示、プリンタ、CRT、カードリーダー、紙

テープ読取装置と紙テープさん孔装置を備えた電動タ

イプライター）を搭載した伝票発行機、銀行の窓口端末

機、キャッシュレジスタなどのビジネス機器であった。た

だし、OEM 先との関係で、電卓以外の応用はインテル

には開示しなかった。開発するプロセッサでは、ビジネ

ス機器に使えるように命令セットと機能を汎用化し、繰り

返し使うプログラム用のアドレス・スタックを新設した。大

半の論理図も作成した。詳細な回路図はインテルと共

同で作成する予定だった。 
1969 年 6 月に渡米し、インテルと打ち合わせを開始

した。ところが、ビジコンが提案した LSI の仕様、キーボ

ードや表示やパラレルプリンタなどの入出力機器の実

時間制御、論理図などを理解させるのは非常に難しか

った。詳細な打ち合わせに入ると、壁にゴツゴツ突き当

たる日が多くなった。メモリ専門の半導体会社であった

インテルの大半の技術者は化学と物理と回路の専門家

で、論理設計者は全くいなかった。正式契約締結後の

論理設計者の雇用、少数ピン・パッケージ、2,000 個以

下のトランジスタ、3種類以下のLSI開発など、インテル

側の制約は開示されなかった。幸運なことに、コンピュ

ータ、ソフトウエア、論理、回路、CAD などに詳しいホフ

博士（M.E.Hoff）が担当者となった。 
ビジコンは、閉塞したプロジェクトの進捗を図るため

に、正式契約の締結前で社外秘であったが、プログラ

ム論理方式の 10 進コンピュータ用マクロ命令、応用プ

ログラム、LSI システム、プログラム制御 LSI、中央演算

ユニット LSI などの詳細を開示した。ホフは私の提案に

非常に大きな興味を示した。 
 

5.  4 ビット 2 進プロセッサの基本案 
共同開発が暗礁に乗り上げそうになった 8 月下旬の

或る日、ホフが、突然、数枚のコピーを片手に、興奮気

味に、私達の部屋に飛び込んできた。ホフが最初に示

したブロック図にはプロセッサの骨格だけが描かれてい

た。その図には、①アキュムレータとキャリーを含む 4 ビ

ットの主演算モジュ－ル、②16 セットの 4 ビット汎用レジ

スタ・モジュール（2 つ組み合わせてビジコン案の 8 ビッ

トのアドレスレジスタとなる）、③サブルーチンが 3 段ま

でネスティング可能なプログラムカウンタを含む 4 段の

12 ビット・アドレス用スタック・モジュールの 3 つの箱と、

④キーボードとのインタフェースに使う 4 本の入力ピン

が描かれていた。私の提案は、n 桁の 10 進データを取

り扱うマクロなレベルの命令セットを実装した 10 進コン

ピュータであった。これに対して、ホフの提案は 1桁とい

う 4 ビットの 2 進数データを取り扱う低レベルのマイクロ

な命令を実装する 4 ビットの 2 進コンピュータであった。

世界初のマイクロプロセッサ 4004 の産声であった。 
後年、ホフはインタビューに答えて、「ビジコンの要求

は電卓のファミリー全体に使える LSI が欲しいという特

異なものであり、それを個々の製品とするために、ROM
プログラム技術を使おうとしていた。しかし、私はむしろ、

プログラム機能を多少持った電卓として作るよりも、それ

を、電卓として使えるようにプログラムできる、汎用コンピ

ュータのようなものにしたいと思った」と述べている。 
 
6.  4 ビット 2 進プロセッサの問題と解決方法 

9月初旬にホフから提案された命令セットは、コンピュ

ータの基本命令に、電卓向け命令をほんの少し追加し

ただけだった。4 ビットの 2 進コンピュータには解決すべ

き問題があり、プロジェクトも再開始となるが、ビジコンは、

システム設計用の次世代プログラム論理方式となる可

能性があると評価した。インテルから最初のカードが出

され、本格的な交渉が始まった。今度は、応用技術に

熟知したビジコンの出番となった。電卓の重要と思われ

る機能について、プログラムを組みプログラム・ステップ

数を集計し、命令の静的な評価（ROM のバイト数）と動

的な評価（性能）を行った。また、キーボードのキーを押

したときの接触時間の計測などを日本に依頼し、プログ

ラムによる入出力機器の制御方法を検討した。最終的

に、5 つの問題点が表面化した。 
インテル案の最大の問題点は、LSI のみによるシス

テム構築を考慮しない、プロセッサのみの開発だった。

システムからの要求をインテルに合意させることは容易

な交渉ではなかった。第一次改善策として、プログラム

を格納する ROM とデータを格納する RAM を LSI ファ

ミリーとして開発し、時分割した 4 ビット幅の双方向性シ

ステムバスを介してプロセッサに結合させる案を共同し

て提案した。 
次に、2 番目の問題点である 2 進数データのみの演

算命令に対して、加算後に使う 10 進補正命令を追加し
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た。入出力機器制御のプログラム化に関しては未解決

であった。第二次改善策の具体的な策定と書類化の大

半をビジコンが行った。 
電卓向け応用プログラムが組みにくく大量のROMを

必要とした3番目の問題点は、電卓用プログラム中のマ

クロ命令ストリームをネイティブ命令ストリームに翻訳し

つつ実行するインタプリタ方式をサポートする命令群の

追加とインタプリタ・プログラムの開発などで解決した。

レジスタ間接分岐命令やサブルーチンからの復帰時に

戻り値を格納する復帰命令などを追加した。 
入出力機器をプログラムで実時間制御する 4 番目の

問題点は、多くのトランジスタを必要とする割り込み機

能ではなく、プロセッサに入力した外界の状況を判断

する条件分岐命令を追加した。プリンタからの同期信号

を条件の 1 つとして使う条件分岐命令を、インタプリタ・

プログラムの中に組み込み、1 ミリ秒に 1 回、外界の状

態をセンスし、プロセッサを時分割して使い、入出力機

器を実時間で制御した。また、キーボード・スキャンやプ

リント・バッファ用に10ビットのスタティック型シフトレジス

タ SR の開発を決めた。 
第 5 の問題点は、性能、命令セット、ROM 容量、使

用可能なトランジスタ数などの最適化であった。 
4004CPU の命令セットの進化を見ると、アイデアの

創出後、紆余曲折を経て最終案を決定したことがわか

る。11 月に全ての仕様が決まり、図入りの機能仕様書と

設計計画書を英文で作成し、12 月に帰国した。  

 7. 発注者が 4004CPU の論理設計を担当 
1970 年 3 月に正式契約が結ばれ、インテルが設計

している論理回路図の確認のために、4月7日に、私一

人でインテルを訪問した。ホフは、新しい回路設計技術

者であるファジン（F. Faggin）を紹介し「後は彼が担当

するから」と言い残し、休暇を取ってしまった。1 枚の図

面も作成されていなかった。 
私は、ファジンに 4004CPU と 4004 ファミリーLSI の

機能仕様書と設計計画書を説明し、4001ROM と

4002RAMと4003SRなどの詳細なブロック図とタイミン

グ図と論理表などの書類を大至急作成した。 
ホフの休暇明けに、仕事の分担を決めた。私の担当

は、4004CPU の論理設計、論理シミュレーション、レイ

アウトチェック、テストプログラム作成となった。ファジン

の担当は RAM と ROM と SR のすべての設計と 4004
の回路設計とレイアウト設計となった。ホフの担当は論

理シミュレータ用 CAD 作成となった。ビジコンの担当は、

私が作成した論理図に基づいて TTL 回路などを使っ

た 4004CPU エミュレータの作成と論理の検証となっ

た。 
その頃の半導体のレイアウトは電卓の基板設計と同

じく 2 次元の世界だったので、電卓の基板設計の経験

が生かされた。トランジスタという部品の配置を考え、横

方向の配線にメタルを使い、縦方向の配線にポリシリコ

ンや拡散層を使い、論理設計を行った。設計に入ると

時間は待ってくれない。詳細なブロック図を作成後、論

理設計に入る

と、集中力を

持続しつつ自

分の考え方を

如何に収束さ

せ最適化を図

るかが重要と

なった。完成

した論理図を

回路設計やレ

イ ア ウ ト 設 計

に 使 え る よ う

に、トランジス

タのサイズが

入っていない

論理図を作成

し た 。 ま ず 、

A2 サイズの

紙を 3 枚用意

した。各モジ

ュールとのイ

ン タ フ ェ ー ス

表 1. 4004CPU の命令セットの進化
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を考慮しつつ、左側の 1 枚に主演算回路とコマンド制

御とタイミングとシステムバスなどのモジュールを、右側

の 1 枚に汎用レジスタとアドレス用スタックなどのモジュ

ールを、中央の 1 枚に命令レジスタと命令デコーダ/エ
ンコーダを含む命令実行制御などのモジュールを描い

た。トランジスタ数は 2,237 となった。 
4004CPU のレイアウトが自分の描いた論理図通りに

出来上がったときは感激した。回路設計やレイアウト設

計やテストプログラム作成に関する設計マニュアルや設

計プランなどの作成の重要性を実感した。折角アメリカ

西海岸まで来たので、アメリカとヨーロッパで市場調査

をし 11 月末に帰国した。 

  
図 3.  4004CPU のブロック図 

 
8. マイクロプロセッサ 4004 を使った電卓 

帰国後、新型プリンタ付き電卓用プログラムを作成し、

1971 年 3 月に完成した。電卓のプログラムの総容量は

1K バイト以内で、応用プログラムは約 250 バイト、マク

ロ命令用プログラムは約 400 バイト、インタプリタとキー

ボード制御とプリンタ制御は約 350 バイトとなった。 
1971 年 4 月に入ると、待ちに待った 4004CPU が羽

田に到着した。開発支援システムとして使える試作用エ

ンジニアリング・システムが完成し、いよいよ待ちに待っ

た火入れ式である。1K バイトのプログラムをカードリー

ダーを使って読み込ませた。あとは、システムのリセッ

ト・ボタンを押して放すだけだった。失敗への恐れはな

かった。リセット・ボタンを押したが放せない。放せば、

結果が出る。思い切ってリセット・ボタンを放した。電卓

が始動し、プログラムがスタートした。表示は入力プログ

ラムの実行を示した。もう待てなかった。数字キーを押し、

次に加算キーを押した。プリントされるまでの時間が随

分と長く感じた。プリンタがうなりを上げ動作を開始し何

かを印字した。「動いた！」。心臓がブルブルと動いて、

体が急激に熱くなった。不思議と頭だけは醒めていた。 
非常にスムースにプログラムのデバッグが終了した。

論理ミスもプログラム・ミスもなかった。 終わってみれば、

意外とあっけないマイクロプロセッサとマイクロプロセッ

サを使った電卓の誕生であった。電卓用試作機のリセ

ット・ボタンに手を触れたときの感触と、リセット・ボタンを

放す時の希望と不安が入り混じった胸の鼓動を今でも

覚えている。 

図 4.  4004CPU を組み込んだ電卓の基板 
 

       

図 5.  4004CPU を組み込んだプリンタ電卓 
 

参考文献 
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３） 嶋正利のプロセッサ温故知新、ITPro、日経 BP 
2006 年 3 月~2007 年 7 月にブログ連載



半導体産業人協会 会報 No.74(‘12 年 1 月)              9 

 

1) はじめに 
1995 年 1 月 17 日(火)未明に淡路島北部地下 16 km

を震源とするマグニチュード 7.3 の巨大地震、阪神淡路

大震災が発生し、淡路島、神戸市、西宮市、芦屋市で

震度 7 を記録した。神戸市の長田地区では震災後に町

全体が数日間燃え続ける大火災の発生で多くの人々が

罹災した。 
その当時、私は三洋電機(株)研究開発本部に所属

し、ポリシリコン(Poly-Si)TFT(Thin Film Transistor)
をアレイ基板に用いた液晶(LCD)ディスプレイの開発プ

ロジェクト(PJ)のリーダを務めていた。PJ の拠点は三洋

電機岐阜事業所構内の研究所に TFT 基板技術を開発

する部隊と神戸市の研究開発本部塩屋研究所に液晶

プロセスを開発する部隊との 2 か所に分散していた。大

地震の被災状況としては、岐阜の研究所は震度 4 位で

大層な揺れでは無かった為、全てが正常であった。塩屋

の研究所も幸い建物には大した被害も無く、研究設備の

一部が位置ずれしたり、倒れたりした程度で済んだ。然

しライフラインは全て遮断され、復旧に 1 カ月以上はか

かった。その後この震災が引き金となり、2 か所に分散し

ていた開発拠点を 3 月に岐阜の 1 か所に集約し、LCD
ディスプレイの開発に本格的に取り組んだ。 

 
２) LTPS TFT バックプレーン(BP)技術 

1995 年の 5 月に入って、ソニー(株)から低温ポリシリ

コン(LTPS、Low Temperature Poly-Si)TFT LCD パ

ネルの事業化に関する協業の提案があった。当時の三

洋電機の LCD 事業としては岐阜地区に第 1 世代(G1、

ガラス基板サイズ300x400mm2)のa-Si TFT LCD製造

ラインを 1992 年にすでに建設済みであったが、その後

の数年間でガラス基板サイズの世代交代が G1 から

G3.5へと目覚ましく進んだ時期でもあり、旧世代のLCD
製造ラインの競争力は忽ち失速し、高付加価値製品に

向けての生産移行を強いられていた。三洋電機社内で

もこの危機感は共有されており、次世代液晶技術の開

発の急務が叫ばれていた。 
ソニーの厚木研究所では、LTPS TFT LCD 技術は

事業化を進める段階に来ていると判断していたが、我々

は実用化までにはまだ 2～3 年以上は懸かると想定して

いた。本格的な市場の立ち上がりも今は期待できそうも

無いと読んでいたので、実用化時期の判断には当初は

両社に食い違いがあったが、それは大した議論には為

らなかった。LTPS 技術、中でもエキシマ・レーザ照射で

a-Si 膜を Poly-Si 化する技術、即ち ELA(Excimer 
Laser Anneal)技術についてはソニーも我々も基本的

には同じ手法を使っていたが、使用する TFT のデバイ

ス構造は異なっていた。ソニーは a-Si TFT で用いられ

ている逆スタガー構造と同じ Bottom Gate(BG)構造の

TFT を採用していた。一方、我々は LSI と同じ Top 
Gate(TG)構造の TFT の開発を進めていたので、どちら

が有利か激論を交わしたが、現存の a-Si TFT ラインと

の整合性が良い事、LTPS 技術特有に必要な設備を追

加するだけの投資でライン変更が a-Si から LTPS に容

易に出来る事、マスク枚数も TG 構造に比べて 1 枚少な

くて済み生産効率が高い事を理由に、協業のコア技術と

して BG 構造 TFT を採用した。 
1995 年 10 月 1 日に低温ポリシリコン液晶事業の協業

締結の合意が為され、PJ のメンバー40 名全員が事業

部に転籍し、ソニーとの協働がスタートした。ソニーから

も約 10 名の技術者が開発メンバーとして加わり、岐阜工

場に常駐する体制を作ってきた。 
その年の 12 月に米国のボストンで開催された IEDM 

(International Electron Device Meeting)国際学会

に於いて全プロセスをドライ化で形成した Poly-Si TFT 
LCD に関する論文を我々のこれまでの開発成果として

発表した 1)。 
協働で開発したビデオカメラのモニター用途向け 2.5

型 18 万画素フルカラーLTPS TFT LCD パネルを量産

品 1 号として 1996 年 9 月に世界で初めてリリースした。

このパネルをモニターに搭載したビデオカメラ(DVC)が
JVC 社から発売された。JVC は秋のエレクトロニクスショ

ーの展示会にこの DVC を出展し、好評を得た。 
LTPS TFT LCDパネルの量産に当たって初期にクロ

ーズアップされた問題は縦あるいは横に現れる筋斑不

有機 EL ディスプレイ事始め(前編) 

工学博士 米田 清 (元三洋電機㈱) 
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良であった。通常の LTPS TFT LCD パネルでは、画素

アレイの周辺に、垂直ドライバー回路や水平ドライバー

回路を配置している。これらの周辺回路はレーザ走査方

向に対してソース・ドレインが垂直に配置された TFT を

含む回路構成になっている。 
この配置では ELA の際に矩形状レーザビーム(LB, 

Laser Beam)をTFTのチャネル幅方向に走査する事に

なり、LBショットを重ね合わせた形で Poly-Si化が起こる

ことになる。走査中にミスショットや極端なエネルギー変

動が起った場合、チャネル幅の一部の領域は微結晶化

した Poly-Si が形成され、ソース・ドレイン領域までその

微結晶 Poly-Si が跨ぐ事になる。これが TFT の特性の

劣化を招く原因になっている。 
通常の回路配置で設計されたパネルの水平ドライバ

ー回路内のスイッチング TFT のオン電流のパネル内分

布を調べると、異常に小さい電流値を示す TFT が頻発

に、且つランダムに存在することが分かった。またこのオ

ン電流のばらつきは最大 35％にまで達している。この様

に劣化した TFT が周辺回路内に埋め込まれると液晶の

画像表示では斑、今回は縦筋斑として検知される。この

筋斑不良を撲滅する為には、ELA での LB の出力の安

定性を高めることが第一であるが、電源の安定化や LB
のエネルギーの安定性を向上させることはそう容易では

ない。量産当初はこの筋斑不良の問題が解決できてい

なかったので、生産歩留は極めて低かった。 
そこで考案したのが、LB の走査方向に対して 45°に

傾斜配置した TFT を故意に周辺回路に作り込むことで

あった。このアイデアの採用で 60%を超えるまでの大幅

な歩留改善が見込めた。結果として LTPS TFT LCD が

事業として成り立つとの確信を得た。 
その成果を 1997 年にカナダのトロントで開催された

IDRC(International Device Research Conference)
で発表し高い評価を得た 2)。 

然しこれはどんな回路配置にも使える訳では無く、レ

イアウト設計に工夫が要るのが欠点である。 
この斑解決に関連した多くの特許登録で 2004 年 12

月に平成 16 年度近畿地方発明表彰「発明協会支部長

賞」を受賞した。 
1997 年には LB エネルギーの安定性を見違えるほど

向上させ、またミスショットの確率を極端に低減させた

ELA 装置がリリースされた。この装置のお陰で最早筋斑

不良に悩まされることは無くなった。 
量産に入って暫く経った後、BG TFT に特有の斑が

発生した。筋斑ほどでないが、注意深く検査すると分か

る。セットメーカ側の受入基準が厳しくなりクレームが付

いて来た。この斑もやはり TFT の Vth シフトに起因して

いた。この斑を黴斑と名付けた。この Vth シフトは初期か

らのもでは無く、時間経過後に徐々に顕在化されること

が分った。BG 構造では TFT のバック・チャネルは層間

絶縁膜として形成した PECVD SiN(Silicon Nitride)膜
で直接に被覆されている。V-T(Voltage-Time)ストレス・

テストの動作中にフローティング・ゲートとして働いた

SiN 絶縁膜中に電荷の蓄積が起こり、その結果 Vth シ

フトを起こす要因になっていた。そこで SiN 膜上に TFT
のバックチャネル領域までドレイン配線を延伸させ覆うデ

バイス構造にして Vth シフトを最小に抑え、黴斑不良対

策を取った。 
 

3) アクティブ型有機 EL ディスプレイの事始め 
私は以前からこれまでの液晶ディスプレイ事業がスケ

ールメリットを生かしたコスト競争力を高める戦略に偏り

過ぎ、ガラス基板の拡大を図る投資競争に嵌まっていく

ことにどれだけの企業が就いて行けるのか疑問に思い、

その必然性に危機感を感じていた。 
1997 年には三洋電機の岐阜の LCD 工場での生産

性および歩留も向上していたので、LTPS 事業は採算

を見込めるまで成長していた。それと同じく LTPS TFT 
LCD パネルの認知度も飛躍的に向上し、DVC や DSC
のモニターとして確固たる地歩を固めるまでに市場は拡

大していった。 
これまでの事業で培ってきた技術やインフラ資産を将

来も有効に活用できる有望な次世代ディスプレイ事業は

何かを今の内に模索しておかなければ a-Si TFT LCD
事業の二の舞になるとの恐怖感が生まれ、フルカラー・

アクティブマトリックス有機ＥＬディスプレイ(AMOLED, 
Active Matrix Organic Light Emitting Diode)の検

討に真剣に取り組む様に為ったのも、低温ポリシリコン

液晶事業の成功が追い風に有ったからである。 
丁度その年に有機 EL の材料を開発している枚方の

研究所のグループから有機 EL ディスプレイの事業化の

可能性について打診を受け、試作品を見に研究所を訪

れた。夕闇どきであった上に、窓のブラインドが閉されて

いたせいもあったのか、展示されていた時計表示のパッ

シブ型有機ＥＬディスプレイ(Passive-Matrix OLED, 
PMOLED)が輝いて見えた。光っている緑色と青色の

表示パネルを一見して、以前青色 LED の開発を手掛け

ていた時に四苦八苦したが思うような輝度の青色発光が

作れなかった事を思い浮かべて、この程度の明るさの青

色発光が研究所の試作レベルでも得られるなら、実用化

への道は必ず通ずると直感した。 
研究所のメンバーと技術面で勿論熱論を戦わせた

後、事業化の話に移った。話題の中心は特許が障害に

なっていることであった。LTPS LCD の事業化に於いて

も特許で大いに悩まされていたので、これは厄介な事に

なるかもしれないと云う気持ちが先に走った。そうは思っ

ても事業化する上で特許問題は避けて通れないので、
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早いうちに解決しておくことが急務との認識から、有機

EL の基本特許を所有している EASTMAN KODAK
社とまずは特許ライセンスの話をする機会を作る必要が

あるとの共通した認識に立った。 
研究所からも何度も KODAK へ特許許諾の話を持ち

かけたが良い返事が貰えていないと嘆いていた。研究

所とは違った立場で事業部が真剣に話を持ちかけると、

先方の受け止め方も変わるものと信じて、KODAK の本

社があるニューヨーク州ロチェスターに飛び、ライセンス

交渉を申し入れた。 
最初の印象は有機 EL の事業化に対する KODAK

側の感触は極めて消極的であった。ライセンス許諾の話

をこちら側が積極的に持ちかけても明確な答えは無かっ

た。暫く間を置いて、KODAK から「三洋電機の有機 EL
に対するビジネスモデルを聞きたい」と訊ねられたので、

現在我々は LTPS 技術を用いた液晶事業を積極的に

展開している。また世界初の量産技術を立ち上げたリー

ダであると自負している。LTPS TFT は a-Si TFT よりも

桁違いに移動度が高いので、AMOLED ディスプレイの

駆動には向いている。この BP 技術を AMOLED に展開

出来るのは、今は我々しかいない。この優位な立場を利

用して、早期に AMOLED の事業化を図りたい。 
説得した甲斐が有ったのか、翌年 1998 年の年が明け

て早いうちに、KODAK から三洋電機の岐阜工場を訪

問したい旨の連絡が急遽私に入った。これが本格的なラ

イセンス交渉の始まりであった。 
1997 年はアジアに金融危機の嵐が吹いた年で、韓

国は大打撃を被り IMF から多額の融資を受けて、国とし

て何とか再生する厳しい経済環境に直面していたし、

KODAK も又ロシア、中国へのこれまでの積極的な投資

が裏目に出て、大リストラを敢行しなければならない事態

に追い込まれていた。そんな訳で、その当時は新規事

業への投資に消極的で慎重に為らざるを得なかったと

後になって KODAK の幹部から訊いた。 
会議の回を重ねるにつれて、有機 EL 事業を共同で

立ち上げたいとの思いが双方に芽生えてきた。この思い

は一旦大きく膨らみかけたが、KODAK のトップから時

期尚早との判断が下され、再度議論を詰めた。まずは事

業化を睨んだ共同開発に的を絞り込んだ契約を進める

こ と に 合 意 し 、 AMOLED の 共 同 開 発 、 JD(Joint 
Development) Program を始動させる協業契約を

1999 年 2 月に東京で締結した。日本の FPD 業界に関

係するマスコミ各社はこの協業に意外性と驚きを持って

受け止め、興味を持って見守る記事を掲載した。 
JD program で の 開 発 技 術 の 分 担 と し て は 、

KODAK が材料を主体とした有機 EL 技術を担当し、三

洋が有機材料開発の分野で補強することに為ってい

た。一方 OLED 駆動に最適な LTPS TFT の開発は三

洋電機が担当し、TFT 基板としての BP を KODAK に

提供する契約になっていた。 
まず手始めに、DSC 向けの 2.4 型 QVGA フルカラー

AMOLED ディスプレイを開発品に選定した。唖・吽の

呼吸で、それに適した BP の設計を契約交渉の直前から

開始したこともあって、このパネルの試作品を JD 契約締

結後僅か 3 ヶ月の短期間で仕上げた。 
その成果を 1999 年 6 月に開催された SID(Society 

for Information Display)国際学会に KODAK と三

洋電機が共同で発表し、デモ展示も Author Interview
で行った 3)。聴衆から万雷の喝采を受けたと聞いてい

る。その年の秋に幕張で開催された CEATEC Japan
の三洋ブースでも展示し、好い反響を得た。 

翌年の 2000 年の CEATEC Japan には、前年よりも

インパクトを与え得る開発品を展示しようとの思いから、

5.5 型に画面を拡大したデモ品を出展し、次世代ディス

プレイとしての有機 EL の地盤を確かなものにした。TV
のニュース番組の WBS(World Business Satellite 
News)でも放映され、将来の壁掛けテレビに繋がる第一

歩として高い評価を得た。 
  

4) AMOLED ディスプレイに纏わる斑不良 
JD Program を開始した当初の試作品の画像表示で

はそれほど気に為らなかった斑の問題が、ある時期から

非 常 に 気 に な り 出 し た 。 原 因 は 何 か を 調 べ る と 、

KODAK では以前より遥かに量子効率の良いドーパント

材料を開発し、その材料を使って OLED デバイスの作

製を開始していた事が分かった。駆動電圧の低電圧化

だけでなく、量子効率の向上によって輝度や寿命も向上

している筈との返事が返ってきた。調べてみると最新の

材料を使った OLED デバイスは確かに少ない駆動電流

で高い輝度が得られていた。つまり旧来の OLED デバ

イスに比べて、鋭い電流-電圧、電流-輝度特性を持つ著

しい改善がなされていた。その為量子効率の向上が図ら

れているパネルに限って、斑発生の問題が顕在化して

いた。斑が壁に付いたシミの様に見えることからシミ斑と

名付けて、原因究明を急いだ。 
図 1 はシミ斑があると見える A-B 断面および C-D 断

面での暗い所と明るい所との TFT の閾値(Vth)の変化

を示したものである。明るい所は閾値が平均値より小さ

く、暗い所は平均値より大きい値を示していた。A-B 断

面および C-D 断面の明暗の境界領域での Vth の変化

はそれぞれ僅か 0.06V および 0.08V 程度である。この

程度の Vth の変化が LCD ディスプレイの場合に例え

存在したとしても斑としては顕在化されはしないが、

OLED ディスプレイでは明らかにシミ斑として視認され、

判別できる。これは OLED が電流駆動型デバイスであ

り、電流値の増減に対して線形に輝度変化が対応して
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いる為である。図中に示す様に OLED に使われている

C-D 断面の TFT の Vtｈの平均値は 2.00V で、ばらつき

(ΔVth)の最大値を 0.08V とすると、ばらつきは 4.0%とな

る。 
このばらつきの値は Si ウエハ上に作製した MOS 

FET(Field Effective Transistor)の ΔVth と同等レベ

ルでの制御を要求している事になる。このばらつきレベ

ルを Poly-Si TFT で制御することは至難の技である。そ

れは Poly-Si の物性値は単結晶 Si に比べて本質的に

ばらついているものであるから、TFT 性能のばらつきを

極小化する為に Poly-Si 膜の均質化に多大な努力を払

ったとしても、単結晶

Si の性能には到底

追いつかないからで

ある。従って LTPS
のプロセスやデバイ

スの改善に頼るだけ

では無く、ばらつき

は本来有るものとし

て、回路等の新たな

工夫を組み込む手

法を編み出す必要

性を痛感した。そこ

で駆動回路を工夫

し、ばらつきを制御

する良い方法は無い

か と 検 討 を 行 っ た

が、量産開始時期ま

でには間に合わず、

ばらつき補正回路を

何ら組み込まないで

パネル量産を開始

し、2003 年 3 月に図

2 の 2.16 型 13 万画素フルカラーAMOLED ディスプレ

イパネルをモニターに採用した KODAK の DSC、

EasyShare LS633 を欧州・台湾地区向けに限定発売

した。 
この限定販売は生産に係るものでは無く、特許に係わ

る配慮からであった。2001 年 12 月に三洋電機と

KODAK の両社で設立した OLED パネル製造合弁会

社の SK ディスプレイ社が世界で初めて AMOLED ディ

スプレイを実用化し、量産に乗り出したのである。然しな

がら SK ディスプレイのパネル生産歩留はシミ斑不良の

問題が未解決で有った為、想定内の低歩留であった。

その時の日経マイクロデバイス誌にこの量産開始の記事

が「嵐の中の船出」との題で掲載され、手厳しい論評を

頂いた。 
 

(7 月号につづく) 
 
 
 
参考文献 
1) Y. Morimoto et al, IEDM 95-837(1995), pp3351. 
2) K. Yoneda et al, Proc. of the 17th IDRC, L-1(1997). 
3) G. Rajeswaran et al, SID00 Digest, pp974(2000). 
 

図 1  AMOLED ディスプレイに於ける TFT の閾値と斑との関係 
 

図 2 世界初の 2.16 型 AMOLED パネルを搭載し

た KODAK ブランド DSC  (EasyShore 
LS633) 
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はじめに 
1980 年代、日本企業は「半導体は産業の米」と称

し、総合電機メーカーから大手製鉄メーカーまで半導体

ビジネスへの積極的な投資を行い、産業界は半導体へ

の大きな期待を持って育成をはかった。総合電機メーカ

ーは、材料から製品・製造・検査装置までを自社あるい

はグループ内企業で開発・実用化を図り、技術の囲い

込みにより技術の流出を防止し、地道な改善活動により

品質の向上とコスト削減を図り、人件費の高騰に対して

も生産の装置化・自動化により対応し、日本国内でのも

のづくりを継続してきた。 
ところが最近の半導体・電子機器のものづくりは、海

外の低価格商品の BRICs 諸国での旺盛な需要に伴

い、低価格でそこそこの機能を備える商品か、デザイン

と操作性に優れたホットな商品への需要が高まり、高機

能・高品質・高価格の日系メーカー商品への需要が大

きく低下し、日系メーカー品は日本市場中心のビジネス

対象になりつつある。 
ハードウェアにて電子機器の差別化を図ってきた日

系メーカーは、如何にこの危機を乗り切るべきか、転換

期を迎えた日系電子機器関連メーカーのものづくりを検

証してみたい。 
 
1． もし日系電子機器メーカーが○○○していたら？ 

日本の産業の隆盛は、日本人の勤勉さと戦後日本政

府が打ち出した強い復興策にバックアップされた政策に

より、欧米で発明された発明品の実用化を図り、大量生

産によるコスト低減によりもたらされた。1979年当時のマ

サチューセッツ・工科大学教授：エズラ・ヴォーゲル氏が

著した「Japan as No.1」では、戦後の日本経済の高度

経済成長の要因を分析し、日本的経営を高く評価して

いる。 
◆日本の高い経済成長の基盤になったのは、日本人の

学習への意欲と読書習慣であるとしている。  
◆この当時の日本人の数学力はイスラエルに次ぎ 2 位

で、情報については 7 位だが、他の科学分野につい

ても 2 位から 3 位であったという。  
◆この本が出た当時、日本人は他の国の人たちより英

語力は明らかに劣っていたが当時はまだそれは大き

な問題ではなかった。優秀な通商産業省や大蔵省

主導の経済への強烈な関与がまた日本の競争力を

高めていたと語っている。    
 

著者は、「日本が世界一である！」と言っているので

はなく、時代の先を切り開いてきた米国に対して、「後発

の日本にもっと学びなさい！」と言っていたのである。半

導体や電子機器で世界市場を席巻した 1990 年代の韓

国や台湾メーカーは日本企業をお手本とし技術を習得

し、いち早く自国市場だけでなく世界市場に目を向けた

事が、現在の韓国・台湾企業の台頭のひとつの理由と

言えよう。日系企業は、日本市場本位で、日本市場で

売れる製品を開発・実用化し、それらの製品を海外市

場へも投入して市場シェアをアップしようと考えた。しか

しながら、韓国・台湾メーカーは、自国市場の規模の限

界を見極め、先進国からの生産委託品の受け入れを率

先して行い、難しい先進国顧客からの技術・品質要求

に対応する事で技術力も自社のものとして発展させてき

た。日系メーカーが「自前企画・自前技術・自前生産」で

1980 年代の隆盛を確立したのに対し、技術で後れを取

った台湾・韓国メーカーは、国策として国が資金支援を

行い、欧米からの受託生産を基盤として大量の電子機

器のものづくりを行う事で、世界市場に通用する電子機

器の産業基盤を確立したといっても過言ではない。彼ら

のターゲットとした市場は日本市場ではなく、海外生産

に移行しつつあった欧米先進国であり、市場拡大が見

込まれた BRICs であった。技術は日本から学び、もの

づくりはより人件費の安い中国・東南アジアで行い、総

合的なビジネス管理を自国で行うというはっきりしたもの

づくりの役割分担を行っていった。 
 1980 年代から 1990 年代、韓国の亜南(Anam)産業

は、米国半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツ社

や Motorola 社などからの半導体パッケージ・テストビジ

ネスを受託し、それぞれの顧客向けに専用建屋を用意

して半導体パッケージの組み立てと電気的テストを行っ

ていた。 
1990 年代後半から台湾企業を中心に、欧米の電子

機器メーカーからパソコンやテレビ、音楽プレーヤ、カメ

ラなどの受託生産を受け、顧客の難しい技術・品質要

求に応えられるような電子機器の組立技術を学び取っ

た。ある台湾系 EMS メーカーは、中国国内に数階建て

日本の電子機器のものづくりに激震(前編)

セミコンサルト・上田 弘孝
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の電子機器組み立て工場を所有し、建屋の各階には別

名称の会社として会社を設立しデジカメの生産を行っ

た。1 階は日系顧客 A 社、2 階は日系顧客 B 社といっ

た具合に、数社のデジカメ生産を受託し、顧客デジカメ

の共通する部品を洗い出し、共通部品の大量購入によ

り部品コストを低減し、顧客の生産数量に準じて必要と

される従業員は、忙しい会社には暇な会社から人のやり

くりを行うなどして、効率的な人員配置も行っていた。発

注顧客は委託する会社のあるフロアしか生産監査など

は行えなかったため、競合メーカーのデジカメが、他の

フロアで生産されている

事など知る由もない。こ

の EMS メーカーにとっ

ては、数社のデジカメメ

ーカーの製品を生産し

ている事から、顧客の仕

様要求・ニーズ・売れる

売れないの状況など、

普通には得られない技

術・市場情報を顧客生

産状況から把握できるメ

リットも発生する。商道

徳的にはこのような生産

体系は問題があるが、

日本企業では発想が及

ばないものづくりの一例

である。 
もし日系電子機器メ

ーカーが独自技術・自

前主義にこだわらず、

高品質・コスト競争力の

あ る も の づ く り を 武 器

に、海外からの電子機

器の受託生産を行って

いたら、ものづくりを海

外シフトせざるを得なか

ったとしても、電子機器

生産の主役を維持でき

ていたのではないかと

思われる。 
 日本の電子機器市場

は、人口 1 億 2850 万人

（2010 年 10 月の国勢

調査結果）で生活水準

は比較的高い市場であ

る。ブランドにこだわり、

価格の高い商品に購買

意欲をそそられやすい

国民性があり、また、家

電・電子機器に限って言えば、Apple 社などを除き海外

メーカー品への購入を躊躇するところも多く、日系電子

機器メーカー品への人気が集中する。比較的高価格で

もそれなりの数が売れた事から、日系電子機器メーカー

は、日本市場最優先で電子機器を設計し、高機能な電

子機器を市場投入してきた。たとえば携帯電話である

が、1990 年代は日本国内には 10 数社のメーカーが存

在し、わずか年間 3000 万台前後の市場を分け合って

きた。メーカー数が多く、独自の機能追加によりいつし
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か携帯電話の機能は世界一のレベルまでに到達し、新

モデルはわずか 3 カ月から半年でフェーズアウトとなっ

ても新規品投入が続いた。携帯電話の機能はパソコン

並みに進化したが、日本国内のみの進化と販売にとど

まった。2010 年に smartphone と呼ばれる高機能で大

画面の携帯電話端末が海外を中心に市場投入される

と、世界的に smartphone が携帯電話の中心となり、日

本国内でも米国・Apple 社の iPhone への需要が高ま

り、iPhone に類似した機能を要する携帯電話が世界的

に増加している。iPhone のデザインとマルチタッチスク

リーンによる入力操作など

が、他社 smartphone へ

も導入されている。携帯電

話の新規参入企業は成功

し な い と 言 わ れ て き た

2000 年代に、2007 年満

を持して smartphone に

参入した Apple 社である

が、デザインと操作性に加

えて、ユーザーの興味を

引き付ける多くのアプリケ

ーションソフトウェアを武器

に、昨今の smartphone
ビ ジ ネ ス を [Apple 社

iPhone] vs [ そ の 他 の

smartphone メーカー]の
戦いと言わしめるところま

でに成長させた。1979 年

7 月、ソニーが音楽を屋外

に持ち出すきっかけを作

った「Walkman」の市場

投入と同じように、Apple
社が Tablet PC 開発の副

産物として生みだした「お

しゃれなパソコン」を屋外

に気軽に持ち出す機会を

つくったのが「iPhone」で

ある。音楽を屋外に持ち

出したソニーとパソコンを

屋外に持ち出した Apple
社、どことなく似た 2 企業

である。 
 Apple 社の製品は、マー

ケッティング・設計・試作は

自社で行うが、生産が海

外委託企業で 100%行わ

れている。売れるかどうか

わからない製品は委託生

産し、売れれば自社生産

に移行する一般の電子機器メーカーの戦略では、受託

メーカーは力を注げない。Apple 社の委託生産戦略を

支えているのは、100%EMS で生産を行っている事で

あり、委託生産企業との強い協力関係と、徹底的な品

質・生産コスト管理、そして主力商品の発売がほぼ年ワ

ンモデルであるという新製品投入戦略の明確さにあると

言えよう。 
ソニーも年間数千億円規模の社外生産委託を行って

おり、台湾 EMS メーカーとのつながりも強いが、ソニー

の委託生産を受ける台湾企業は、ソニー技術を学び取
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りたいという意図もあり、少量生産でも受託しているメー

カーもあると言われている。商品が売れればソニーは内

部生産に移行するというリスクを抱えるも、少量生産であ

る事で EMS への影響は少ないとの判断もあろう。もしソ

ニーが自社で EMS を本気で行ったとしたら、商品の設

計力とデザイン力・機能投入力を武器に世界一の

ODM メーカーとなっていた事と思われる。 
Apple 社とソニーは類似した企業特性を持つ半面、

カリスマ的な創始者のものづくりへのこだわりと卓越した

戦略で成功を収めた米・日の企業事例と言えよう。 
 
2． 半導体技術・実装技術の優位性は 

無くなりつつある！ 
1980 年代後半から 90 年代にかけて苦境に立たされ

ていた Apple 社は、故・スティーブ・ジョブス氏が Apple
社 復 帰 を 果 た し た 1997 年 以 降 、 iMAC 、 iPod 、 
iPhone、 iPad とデザイン性に優れ、またポータブル性

に優れた商品をヒットさせている。既存のパソコン、音楽

プレーヤ、携帯電話に一工夫を凝らして新たなヒットを

引き起こした。ヒットの要因は、前述のようにデザイン性、

操作性と豊富なアプリケーションソフトウェアにある。

iPod に関しては、低迷するパソコンと連携させて音楽ソ

フトウェアをダウンロード販売するという音楽ソフトの販売

システムの構築が加わる。Apple 社の成功は、新規技

術を売りにした新商品のヒットではなく、従来技術に新た

な魅力を付加した製品のヒットによるところが大きく、これ

ら魅力を引き出したアイデアは、必ずしも Apple 社独自

のものではなく、外部からの売り込みアイデアも多くあっ

たと言われている。Apple 社が現在豊富に所有する

iOS 向けアプリケーションソフトウェアの多くのものは、

Apple 社外で開発され Apple 社に持ち込まれたものを

厳正に審査し、審査を通過したソフトウェアに対しては

Apple 社が購入して、Apple 社ソフトウェアとして Apple 
Shop にて販売している。こうした外部ソフトの吸収・販

売のシステムも Apple 社独自のシステムであり、このシ

ステムにより iPhone や iPad 用のアプリケーションソフト

ウェアは増殖をつづけられているのも事実だ。 
日本の携帯電話を見ると、多くの国内メーカーの競

争原理と移動体通信事業者の商品コンセプト・仕様に

強く誘導され、市場ニーズによる技術の進化というよりは

移動体通信事業者の強い指導力によって発展を遂げ

た。移動体通信事業者の意図に基づく端末の開発・生

産品の全数買い取り・販売が一般的な日本の携帯電話

販売ビジネスが、端末開発・生産メーカーの資金的な安

定を確保してきた。一方でこの日本の移動体通信事業

者指導のシステムは、メーカーのマーケッティングの結

果に基づく独自仕様の携帯電話端末機の開発力と販

売力を低下させたとも言える。その結果、海外市場での

日系携帯電話端末の競争力が無くなってしまっている。 
現在、携帯電話市場での市場シェア上位の Nokia、 

Samsung、LG、Sony Ericsson、Motorola/Google、 
Apple、RIM などのメーカーは、自社端末に使用してい

る半導体デバイス・パッケージをほとんど自社生産して

いない。一部アプリケーション CPU とメモリを自社生産

する Samsung を除き、無線 IC、 ベースバンド IC、シ

ステム電源 IC、 アプリケーション CPU（A-CPU）は専

業半導体メーカーの汎用品を採用している。日系メーカ

ーにおいては、NEC、Panasonic は独自 A-CPU や

RFIC などを採用し、Sharp、Fujitsu、(Mitsubishi)、
は移動体通信事業者の指導のもと Renesas 社と共同

開発した A-CPU を採用し、日系主要端末メーカーは日

本独自の A-CPU の採用を行ってきた。独自半導体の

使用は端末機メーカー自社製品のみに限られ、独自半

導体の膨大な開発費用は移動体通信事業者のバック

アップによっていた為、何とか端末開発・生産を持続で

きてきたが、世界的な smartphone の隆盛の中、国内

移動体通信事業者の smartphone へのかじ取りは遅れ

ており、smartphone 開発に先行した海外汎用半導体

を使用した海外メーカー端末機が国内市場に増加して

いる。 
日本国内での smartphone のシェアを拡大している

海外メーカーの代表が米国・Apple 社、そして韓国の

Samsung 社である。両社とも代表機種である iPhone
シリーズと GalaxyS シリーズに限られた人気であるが、

iPhone4 と GalaxyS1 の半導体チップセットは Intel(旧
Infineon)のものを使用し、A-CPU も Samsung 電子の

ASIC がベースとなっている。半導体の類似だけでな

く、外部形状、主要操作形式などにかなりの類似点を持

ち、かつ GalaxyS1 が iPhone キラーとして台頭してき

た事もあり、2011 年春には、Apple 社が Samsung 社を

意匠侵害で訴えるなどの係争が発生している。また、

Apple社はSamsung電子で委託生産してきたA-CPU
「A5・CPU」を台湾 TSMC でのデバイス開発・生産に移

行した。Samsung 社は Apple 社への対抗策を講じると

共に、GalaxyS2 への生産移行に伴って旧モデルとな

った A-CPU を生産中止にするのではなく、中国で第 3
世代携帯電話端末機を生産する MEIZU 社のハイエン

ドモデル「M9」向けに A-CPU の外販を行っている。日

系半導体メーカーが半導体デバイス技術の流出と開発

資金を提供した移動体通信メーカーの縛りのため、旧

式化した半導体を外販できなかった経緯とは大きく異な

る。日系メーカーの開発した幾つかの A-CPU はフェー

ズアウトを余儀なくされている。 
 

（4 月号につづく） 
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日  時：平成 23 年 11 月 2 日（水）14:30～19:30 
会  場：椿山荘 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 
後  援：一般社団法人電子情報技術産業協会、SEMI

ジャパン、社団法人日本半導体製造装置協

会、日本真空工業会、一般社団法人太陽光

発電協会、一般社団法人半導体産業人協

会、社団法人日本半導体ベンチャー協会、財

団法人九州経済調査協会 
企画運営：株式会社帝国データバンク 
協  力：株式会社日刊工業新聞社 
 

3 月の東日本大震災では、世界の工業生産活動に大

きな影響を及ぼし、半導体産業においても部材の供給

不足などが懸念されましたが、関係各社において被災さ

れた工場の早期回復に努められ、予想以上のスピード

で復興のめどが立ったことは、我が国の半導体産業の

底力が示されました。 
このような中、熊本県では SSIS 様をはじめ業界団体

の御後援を得て、首都圏の半導体関連業界の皆様を対

象に、「国内立地をリスクからチャンスに変える！～熊本

から世界を見据える企業の底力～」と題して、都内ホテ

ルにて本県立地ＰＲを兼ねたセミナーを開催しました。 
当日は、爽やかな秋晴れのもと、300 名を超える参加

者をお迎えし、本県を根城にグローバルビジネスを力強

く展開している企業のキーパーソンの講演会及び講師

を囲んだ懇親会を盛況のうちに開催することができまし

た。 
 
＜セミナー内容＞ 

当日のプログラムは、前半はセミナー、後半は「講師を

囲む会」の二部構成にて開催しました。 
第一部のセミナーでは、㈱堀場製作所代表取締役副

社長の石田耕三様を皮切りに、三菱電機㈱パワーデバ

イス製作所所長の西村隆司様、㈱本田技術研究所未来

交通システム研究室室長の横山利夫様に御講演いただ

きました。各社とも熊本の生産拠点を今後の事業戦略の

核に位置づけていくとの力強い戦略を示していただきま

した。 後に、本県知事蒲島郁夫から、本県の立地環境

のセールスポイントと、企業の皆様方から「選ばれる熊

本」であれるよう、立地された企業や進出を検討されてい

る企業のお役に立てるよう誠心誠意取り組んで参りたい

との思いをお伝えし、第一部を終了しました。 
第二部では、熊本自慢の新鮮な食材を使った郷土料

理と豊富で質の良い熊本ならではの米を原料とした球

磨焼酎を味わっていただきながら、講師を囲んで活発な

意見交換が行われました。 
  
＜講演内容＞ 
講演Ⅰ 
演題 「信頼のブランド“Made 

in Aso”」～グローバル戦

略のマザー工場へ～ 
講師 ㈱堀場製作所 代表取締役

副社長 石田 耕三 氏 
 

弊社は、1945 年に現 高顧問の堀場雅夫が堀場無

線研究所を学生時代に設立したのが始まりであり、その

8 年後に株式会社堀場製作所としてスタートし、創業間

もなくの頃から米国と欧州に、自動車の排ガス計測装置

を中心とした販売やエンジニアリング拠点を設置し、その

後、海外に法人を設立していった。 
弊社は、分析、計測の専業メーカーとしては世界でも

トップクラスにある。エンジン排ガス計測システムでは世

界市場シェアが 80％あり、半導体のマスフローコントロ

ーラの世界シェアは、昨年 45％であったものが、今年は

50％を超えるような状況にある。 
 ご存知の方も多いが、弊社の社是は創業者が掲げた

「おもしろおかしく」である。今の時代になって考えると、

この社是が弊社の求心力にもなっている。人間は、興味

をもち、本当に思いをもってやれる、そういうものに出会

ったときに初めて力が出るということもあり、「おもしろお

かしく」人生や仕事をやっていきたいと思っている。その

意味では、非常に含蓄のある言葉であり、私も大切にし

ている社是である。 
 我々は、基本的な考え方として、お客様の近くで、開

発、エンジニアリング、お客様向けのシステムのアッセン

ブリ、そういうものをやろうと考えている。そのため、開発

と生産を一体のものと考えてグローバル展開しているとこ

国内立地をリスクからチャンスに変える！ 

熊本県商工観光労働部 新産業振興局 企業立地課 主任主事 守江 信顕 

～熊本から世界を見据える企業の底力～ 

熊本県主催セミナー実施報告 
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ろである。グローバル展開の中でも、日本の京都と阿

蘇、この二本柱で世界の中心的な役割を果たしていき、

我々はこの二拠点をマザー工場と位置づけている。 
 グループ内の各国別生産高でみると、日本の生産高

は 58％であり、まだ生産は半分以上を確保している。現

在、阿蘇工場のシェアは、国内の 32％、グループ全体

の 18％を占めている。今後の計画では、阿蘇工場でグ

ループ全体の 25％、国内のほぼ半分を生産することで

現在進めている。 
阿蘇で我々が感じている工場立地、ビジネスの優位

性は、特に人材と産業インフラがしっかりしている点であ

り、我々の製品にとっても非常にありがたい地域である。

特に半導体関係では非常に優秀な地場企業が多く、そ

れを支えている機械や研磨技術なども揃っており、非常

に重宝させていただいている。 
 それから、自然環境についても、熊本の水は、コストが

安いこともあるが、非常に良質の水を得られるため、非常

に魅力を感じている。 
これからは、倍々ゲームで成長をしていくことは非常

に難しいため、ある意味で、適度な成長の中で、どのよう

に高収益企業として変革するかをテーマに次の 5 年間

は取り組んでいこうと考えている。また、これまでは、技術

志向で、いつかは当たるだろうとの発想でやってきたが、

今後は、市場、顧客、そしてビジネスモデル、そういうも

のを重視し、グローバルな開発・生産体制の整備を加速

していきたいと考えている。 
 
講演Ⅱ 
演題 低炭素社会を支える三菱

電機パワーデバイス 
講師 三菱電機㈱パワーデバイス

製作所 所長 西村 隆司 氏 
 
 三菱電機全体の経営方針とし

ては、まずはバランス経営の実践

ということで、収益性、効率性、健全性、これらをベース

にして従来以上に成長性に重点を置いている。 
 多岐にわたる事業展開の中で、私が担当するパワー

デバイス事業は、基本的には、「高性能」、「高信頼」、

「壊れない」、このような製品を幅広い分野に供給してい

くことであり、「効率のよい電力制御」、「省エネ」、「低炭

素社会実現」のキーデバイスと位置づけている。現在、

IGBT モジュール、パワーモジュールの分野では、ワー

ルドワイドで約 3 割の市場をいただいており、世界ナン

バーワンとなっている。 
 パワーデバイスの応用分野としては、ハイブリッドカー

や電気自動車が挙げられるが、これらが日本や米国に

続いて、欧州、アジアへと非常に拡大している。 

 また、昨今、アジア、特に中国を中心にインバーターエ

アコンの普及率が非常に高くなっている。中国では、数

年前までインバーター化したエアコンは 5％とか 8％と言

われていたが、ここ 2、3 年の間に40％を超え、50％から

100％に向かってインバーター化がどんどん進んでい

る。その中で、我々の製品は、中国のインバーターでは

約 7 割のシェアがあり、ナンバーワンのシェアをいただい

ている。 
 昨年、中期計画を見直し、売上ベースで 2015 年には

1,900 億円という目標に変えている。今後、生産拠点をヨ

ーロッパ、欧米、それからアジアにも拠点をつくり、グロ

ーバルに展開していく計画にしている。 
 三菱電機は、もともとパワーデバイスだけに特化した会

社ではなく、メモリー、システムＬＳＩ、マイコンなどの生産

を行ってきた。その後、マイコンのビジネスを分離するな

どして、現在、熊本の工場ではすべてパワー半導体を生

産している。 
我々が熊本の工場に固執する理由は、パワーチップ

はアナログであり、同じ装置をずらりと並べても、同じよう

につくったつもりでも、同じものがつくれないということに

ある。20 年間とか 30 年間のノウハウの塊であったり、す

べてのプロセスの積算であったり、それで特性が決まると

いうような特徴があり、なかなか海外のメーカーが真似し

ようとしても、同じものをつくれないとの強みがある。その

ような意味で、このコア技術を外には出したくないと考え

ている。 
 さらに、アナログのデバイスは、なかなかデジタルのデ

バイスのように 1、0 ではないため、エンジニアも作業者

の人たちも、非常に感性がなければいいものがつくれな

い。熊本県には、非常に優秀なエンジニア、オペレータ

ー、非常に熱い人たちが多く、一度火がついたら誰も止

められないところがある。これらのことに支えられて、この

アナログ的なものをつくり続けることができたらと考えてい

る。 

     
弊社は、まず二輪の製造販売からスタートし、さまざま

な汎用製品の製造販売を経て、現在は四輪の製造販売

を行っている。 

講演Ⅲ 
演題 “自由な移動の喜び”と

“豊かで 持続可能な社

会”の実現に向けて 
熊本県での次世代パ

ーソナルモビリティー実

証実験について 
講師 ㈱本田技術研究所 未来

交通システム研究室 室長 

上席研究員 横山 利夫 氏 
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 事業別の売上台数は、汎用製品が年間で約 500 万

台、二輪車が 1,000 万台強、四輪車が 400 万台弱とな

っている。事業別の売上高の割合は、四輪が 76％、二

輪が 15％弱、汎用製品が 3％強で、世界中で 1 年間に

約 2,000 万人のお客様に御愛用いただいている。 
 こうした中、自動車が直面する環境課題に対して、内

燃機関の効率向上やCO2削減への取り組みを今後も当

然継続しなければならないと考えている。ただし、それだ

けでは不十分であり、ハイブリッド、プラグインハイブリッ

ド、電気自動車という電動化の流れ、それから代替燃

料、代表例としては燃料電池自動車、これらもあわせて

世の中に出していかなければならないと考えている。 
 2010年8 月、熊本県とホンダで次世代パーソナルモビ

リティーの実証実験に関する包括協定を締結した。ホン

ダの次世代パーソナルモビリティー、再生可能エネルギ

ーを利用したさまざまなエネルギーマネジメント、地域社

会、それから情報通信や ITS の技術、これらを組み合わ

せて、自由な移動の喜びと豊かで持続可能な社会の実

現に向けて、さまざまな検証を行っていく。 
具体的には、阿蘇エリアでは、EV、プラグインハイブリ

ッド、電動二輪等を使って、観光レンタル、それ以外の

用途などを現在実証実験で推進している。 
 その一方で、熊本市内では、観光レンタル、公用利

用、普通のデイリーユースとして、EV、プラグインハイブ

リッドを利用してもらう。また、電動二輪については、高校

生の皆さんに使ってもらい認知してもらう活動を行ってい

る。電動福祉車両のモンパルについても、クオリティー・

オブ・ライフ向上に向けたさまざまな取り組みを行ってい

る。 
 もう一つの実証実験の天草エリアでは、EV とプラグイ

ンハイブリッドを導入し、普段の生活で EV を利用しても

らい、不自由があるのかないのかなどを検証中である。 
 さらに、水俣については、環境モデル都市水俣というこ

とで充電ステーションを設置して、電動二輪車の EV‐

neo の活用を推進している 中である。 
我々としては、電動化がつくり出す次世代パーソナル

モビリティーということで、移動の拡大と移動時の CO2 削

減を、電動化技術とモビリティーミックスで解決していき

たい。また、昨今、技術進化の激しい情報通信とか、この

ような技術を 大限に活用し、情報ネットワークによる行

動支援にまで発展させていきたいと考えている。 
メイド・イン・熊本（ホンダソルテック）の太陽電池、コー

ジェネのユニット、モンパル、EV‐neo、それから四輪、こ

れらをすべて組み合わせることによって、個人の移動の

みならず、一般生活の中でも低炭素化というものを実現

していきたい。 
 
 

 九州は、半導体産業が非常に

盛んな地域である。九州の半導

体産業は、出荷額ベースで全国

の約 4 分の 1 を占める。なかでも、IC は九州で 3 分の 1
を生産している。特に、熊本県は、九州全体のうちＩＣで

3 割、製造装置では 5 割を占める一大集積地帯となって

いる。 
 2008 年のリーマンショック以後、国内の立地は激減し

ている。当然熊本県でもリーマンショックの影響はあった

ものの、全国的な傾向とは違って 近は立地が増えて

いる。その意味では、企業立地に関しては、熊本県は相

当健闘しているように思う。これも熊本を選んでくださっ

た企業の皆さんのおかげであり、心から感謝申し上げた

い。 
 熊本県では、企業に立地していただくだけではなく、

新たな企業価値の創造をお手伝いさせていただく「創造

的な企業誘致」を進めていきたい。そのポイントは 3 つあ

る。一つは、現在新たな立地の計画の有無に関わらず、

研究、開発の段階から積極的にお手伝いしたいと考え

ている。その具体例の一つとして、今年 4 月に、多方面

で活用が期待されている有機薄膜技術の研究・開発を

促進するため、オープンイノベーションの場として高度化

支援センターを整備した。現在、多くの企業や大学が参

加しており、さまざまなプロジェクトが進行しつつある。 
 二つ目は、企業のニーズにマッチした魅力的な受け皿

をつくることである。現在、菊池テクノパークの整備を進

めている。熊本空港から 12 ㎞の距離にあり、交通アクセ

スも良好である。また、その周辺には半導体関連企業が

多く、 先端のテクノロジーを目指す企業に 適な場所

ではないかと考えており、2013 年の分譲開始予定であ

る。 
 それから、三つ目は、進出後の操業をさまざまな形で

バックアップするために、優遇措置を充実させている。今

後は、新エネルギーや省エネルギー分野のいわゆるグリ

ーンデバイス関連産業の集積を進めたいと考え、グリー

ンデバイス関連産業を対象とした補助金を創設し、雇用

人数に応じて補助率を 大 10％とした。 
 是非、企業の命運をかけた新規投資先を考えられる場

合には、熊本県を選んでいただき、躍動する熊本の地

で、新たな企業価値を創造していただきたいと思ってい

る。そして、熊本県を選んでよかったと思っていただける

ように、皆さんの夢の実現に向けて、誠心誠意、真心を

込めて全力で我が熊本県はサポートさせていただく。 

講演Ⅳ 
演題 選ばれる熊本 創造的企

業誘致を目指して 
講師 熊本県知事 蒲島 郁夫 
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Prologue 
スイスの哲学者カールヒルティは地上の幸福として次

の 4 つをあげている 
1）確固たる人生観を持つこと、2）よき家庭を持つこと、

3）健康である事、4）よき仕事を持つ事。 
クリスチャンホームに育った私であるが信仰は薄く確

固たる人生観については忸怩たるものがあるが、ゲー

テの言う様に、「未来に憧れたり、過去に媚を売ったり

せず現在を尊び生かせ」を信念にしている。 家庭と健

康については、色々問題はあっても現状に満足し感謝

している。 そして仕事は、世紀の産業「半導体」にその

揺籃期から今日に至る迄携わることが出来たのは光栄

であり、感謝であり、将に私のライフワークである。 
 
半導体揺籃期（1957-1964） 

私は東京工業大学電気工学科を卒業して、1952 年

に東芝に入社した。 大学では、無線工学で著名な森

田清教授についてアンテナ工学を専攻したので、東芝

に入ればきっと無線、通信関係の仕事を与えられるもの

と思ったが、意外や意外、配属された先は堀川町工場

で、受信管の現場であった。 研究所か技術部を夢見

ていた私には大きなショックであったが、この事が後々

数々の幸運を齎すことになるとはその時は思いもつか

なかった。 
幸運の第 1 は：学校を出たばかりの生意気な青年

が、理屈ぬきに組長や工員と一緒に汗を流し、“もの作

り”の大切さ、尊さを身をもって体験できたこと。 
幸運の第 2 は：この製造現場での数年間に優れた先

輩に恵まれ、ある方からは「現場、現実主義の大切さ

を」別の方からは「失敗を恐れず前へ前へと進む勇気

を」仕事を通して教えられたこと。 
幸運の第 3 は： 1956 年に東芝がトランジスタの生産

を開始すると略同時に、第一陣として受信管から抜擢さ

れ半導体の技術者となり、以降東芝で 40 年、東芝を出

てからは世界各国で今日に至るまで 18 年、半導体とい

うチャレンジングな仕事に人生を捧げることが出来たこ

と。 
その頃は土曜日が出勤の時でありながら月間 150 時

間を超える残業をし、アロイング炉（当時は GeTR）は自

分で作り製造も自ら行った。これらの事は自動化が進ん

だ時も、物の本質を理解するのに大変役に立った。 亦

朝早く来て仲間と一冊しかない英語の半導体の本を読

みあった。 将に身体を張った毎日だった。 
1960 年、初めて夢の国である米国に半導体の勉強

に行った。 契約に基いたものであったが当時の米国

は寛大で敗戦国の若き技術者を大切に遇してくれた。

その後幾星霜を経て日米半導体問題が起こった時も、

私は日本側の当事者であったが「半導体は米国より教

わったのだ」という思いを忘れる事は出来なかった。 
 
半導体の成長期と共に（1965-1981） 
1） 1000 人の課員の課長として 

私が課長をしたトランジスタ工場（当時）はシリコ

ントランジスタの量産工場で全くの労働集約的職

場であった。 最盛期には二交代、三交代会わせ

て 1000 人の課員が居た。 課単位で 1000 人と言

うのは後にも先にもこれが最初で最後であろう。 
 

 
 
 

課の運営の最大課題は、目標に向かって如何

に多勢の人々を結集させ、効率を最大ならしめる

かであった。この時代 TV はトランジスタ化が進み

東芝の TV 用パワートランジスタは一世を風靡し

た。 

私の半導体人生 

TEK コンサル

ティング代表 

川西  剛   

若い技術者と 
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2） 大分工場長として 

私はこの時初めて家庭を離れ、地方工場で 3 年

弱の独身生活をした。 赴任した当初はオイルショ

ック直後で大変厳しい時期であったが、その後景

気も回復し近代化の投資も大々的に行われ大変

充実した時であった。 クリーンルーム、オートボン

ダー、テスター等自動化が大いに進み世界各国か

らの見学者も多く東芝のドル箱工場になった。  

大分時代は将に 天：半導体需要急増、地：大

分という自然と文化の調和した環境、人：工場従業

員、地元、揃った素晴らしい 3 年間であった。 
3） CMOS のスタート 

CMOS LSI の立ち上げは 1970 年頃からである

が、NMOS で遅れを取った東芝が CMOS に賭け

たのは当時として大英断であった。 その時のトッ

プ、技術部門関係の方々に深く敬意を表するが

我々製造現場の苦労も大変だった。併しこの

CMOS 技術を軸に東芝 LSI が他社の優位に立ち

やがて 1MDRAM の大成功を見るのである。 
 
半導体事業責任者として(1981-1994 含副社長時代） 
1） W 作戦と 1MDRAM の大成功 

事の起こりは 1981 年年末の日経の一面トップ

記事「三強の一角崩れる。 東芝 64kDRAM 量産

断念」である。丁度前任者の急死を受け半導体責

任者になった直後のショック記事である。 事実は

必ずしも正しくなかったがそういわれても仕方の無

い東芝の状況であった。佐波社長にお詫びに行

ったが社長は何も叱正されず「どうしたら挽回でき

るか考えろ」といわれただけだった。 これには責

任者として感動した。 
それから全社を挙げての半導体強化作戦（W

作戦：World Wide で Win）が始まった。1983-85
年に過去の3倍に当たる投資と2倍の技術者投入

が行われた。 その成果が出たのは 1987 年頃か

らである。 
目標を 1MDRAM に置きプロセスは得意の

CMOS を採用、Capacitor 構造は量産がすぐでき

る Planer を選んだ。これで他社を半年リードし

1988 年には全社の利益の 70％をかせぎ亦東芝

半導体を世界のトップに押し上げた。 

パワートランジスタ量産工場 

中国 江沢民氏 来大分工場（1985 年） 

艶やかな成人式 

Siemens に 1MDRAM 技術供与（1985 年） 
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2） 半導体の国際問題 
そもそも半導体は顧客を見ても、Vender を見て

も、製造も、技術関係も将に Global である。半導

体の責任者の時は勿論、副社長になって全社の

海外担当になった時も国際問題は私のライフワー

クの一つであった。 
国際摩擦には三つの次元がある。 論理の次

元：数字で示されるもの（貿易不均衡、ローカルコ

ンテント等）、利害の次元（損得の現実問題）、感

情の次元。 この三つの次元を満足させないと国

際問題の解決にはならない。 
そのためには①国際的に通用するコアースキル

を持つ、②各地域の優位性を活用する、③よきパ

ートナーと組むことであった。 
うまくいった例としては：シーメンスとの提携、モト

ローラとの提携、LLC との提携、アジアでの組み

立て工場等    
失敗例としては：アメリカでの FAB、ザイログ社と

の提携等であった。 

 
 
 
異文化に学ぶ（1994-現在に至る シンガポールは

1990 より） 
東芝役員退任後海外から色々の声がかかり現在も続

いている。 その主なものを紹介する。 

1） ア メ リ カ Applied Materials 社  社 外 役 員

（1994-2000） 
アメリカの半導体設備メーカートップの超一流会

社。 ここで 70 歳定年で退任するまでの 6 年間は

会社統治についての私の眼を覚ましてくれた。 

BOD メンバーは社外の有識者が 10 人中 8 人で

Board Meeting では広い視野、透明性ある情報

開 示 、 活 発 な 意 見 交 換 が 行 わ れ 、 CEO の

Morgan の優れた経営手腕もあるが常に好業績で

ストックオプシヨンの恩恵にも浴した。 

 

 
 

2） シンガポール IME 会長、CSM-BOD、NSTB 
Adviser 等（1990-2001） 

小国の利点もあるが、シンガポールはスマートで

効率が良く、スピーディ、亦外国人を良く使う。 
私が IME（マイクロエレクトロニクス研究所）の会

長の時、創国者：リーカンユーに、ある日本人が

「研究所に外国人を雇うと海外に技術が流出しま

せんか」と尋ねた所、平然と「流出します、ただしそ

れ以上に入ってきます」と応えた。 
 

 

 

シンガポール大統領より叙勲(1999 年) 

Applied Materials 社役員会後の Dinner(1994 年) 

256M DRAM 共同開発（東芝、IBM、Siemens､1992 年） 

1MDRAM 20 周年記念パーティー（2005 年）
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3） 台湾 WSMC 会長他（1999-2001） 
事を決めるのは早いが、会長、社長不在の時に

役員会で決議して WSMC を TSMC に売ってしま

ったのには驚いた。超現実的な社会。 
4） 中国 SMIC 社 社外役員（2001-現在） 

技術的には先進国に比べ2年遅れ、でもマーケ

ットの 70％は通常技術で賄える。 
巨大な国内市場を持つ、これは日本にとっても

大きな魅力。 
官僚的、個人主義的な側面を持つ。 会社運営

には良い面と悪い面とあり。 
日本はもっと海外の空気を吸って、海外の良い

ところを吸収し亦日本が他国からどの様に見られ

ているか知る必要がある。 
日本の半導体業界も多くの問題点、欠点を持つ

が、他国も必ずしも万全ではない。 やたらに日本

を卑下するのでなく、日本の良い所を再確認し（先

進性、勤勉、組織活動、多様性等）更に発展を期

せねばならない。 
 
グランドシニアーの一言 
1） 歴史を振り返って 

考えてみれば私の現役時代（1970 年代～1990
年代）はよき時代であった。 若さがあり、目標があ

り、厳しさと緊張感があった。 今は、半導体は世

界に拡散し、技術革新と多様性は更に広がり発展

し、競争は熾烈になった。 さらには円高、高い法

人税、大震災、頼りない政府、でもこの多重苦の中

で現役は良くやっていると思っている。 
＊ 「半導体の失われた 20 年というのは正しい表

現か」 半導体世界シェアーが 50％→20％

になったのは致し方のない事であろう。 課題

は如何に特色を出すか、製品が駄目なら部

品材料、設備、ソフトで勝負する。 
＊ 「ガラパゴス化する日本の製造業」は悪い事だ

ったのか。 携帯電話のカメラやインターネット

機能が過剰品質と批判されたが、いまやスマ

ートフォンがそれを追いかけている。 先行

性、差別化こそ日本の力にすべきでないか。 
＊ 「同業種が多すぎる、合従連衡を」と言う声が

大きいが、米国では合従連衡は強者が弱所

を飲み込むことで、話し合って仲良くというこ

とが技術革新の激しい半導体で本当に出来

るのか。 同業種の切磋琢磨が差別化を生む

のでは。 
＊ 「日本の合議制が経営のスピードを阻害する」 

その通りだが優れたリーダーシップがあれば

それを克服し組織力が生きる。 

2） これからの日本を支える産業は、そして努力すべ

き事は 
狭い、資源の無い、日本の立国は技術立国、輸

出立国である。 その中で将来の Vision を描くと

すれば以下の点があげられる。 
① 先端技術分野：微細化だけでなく特色ある製

品を生み出す 
② エネルギー分野：創エネ（原子力を魔女扱い

するな）、省エネ（LED 照明先行）、貯エネ（2
次電池） 

③ 環境、健康分野：日本は世界一の長寿大国、

優れた医療制度、医療技術、優れた環境産

業 
④ 新興国をどう取り込む：人口が大きく富化速度

の速い中国、インド、ベトナム等への輸出、進

出 
⑤ ポスト PC のスマートフォン、タブレット PC 等

に乗り遅れるな 
3） グランドシニアーの生き方 

80 歳を既に超えた私自身に常に言い聞かせる

言葉は、「シニアーになって自分の為だけに気儘

な毎日を送るのが目標であっては、その人の人生

は空しい。 他人の為に働ける事こそ光栄であり、

生きている証拠である」という曽野綾子の言葉であ

る。 
 
 

 
著書「わが半導体経営哲学」(1996 年)
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はじめに 

11 月 1 日から 3 日にかけての今回の SSIS の韓国訪

問には、関東から 14 名、関西から 1 名、九州から 5 名の

合計 20 名での参加となった。幹事の高橋さんによると最

近にない盛況ぶりでおそらく“サムスン訪問”という大ごち

そうのせいではないかと想像される。 

まずここであまり馴染みのない読者のために韓国初心

者である私の偏見による韓国紹介を簡単にしておこう。 

ソウルにきて驚いたことが 3 つある。一つは電柱がな

いこと、二つには片側 4 車線はあたりまえ、三つ目は外

国にはたくさん行っているつもりだがこれほど日本車を

見かけない国はないということ。ちなみに韓国における

車のシェアは、現代�起亜グループが圧倒的首位、次ぎ

がグンと少なくてルノーサムスングループだそうな。(日本

車は Lexus がちらほら、Infinity をちらと見かけるのみ。

逆に最近の日本経済新聞の報道によると現代グループ

は日本での車販売から撤退した一方、技術センターは

日本に残したとのこと。)  

以下は現地ガイドさんからの情報のおすそ分けである。

人口は韓国で 5000 万人、そのうちソウル市は 1000 万

人、北朝鮮は 2200 万人(ガイドさんの説明による。ただ

し、ウィキペデイアによると多数の餓死者がでたため現

在は 2000 万人を切っているらしいとのことだが正確なこ

とはわからない)。韓国における財閥のランキングは次の

とおり。第一位 サムスングループ(サムスン電子、生命、

物産など)、第二位 現代グループ(現代自動車、起亜自

動車など)、第三位 SK グループ(SK テレコムなど)、第

四位 LG グループ、第五位 ロッテグループ。これらの

財閥への人材供給源となっている超有名大学は頭文字

をとって SKY とよばれている(韓国の受験戦争は有名で

これら頂点の 3 大学に入ることが受験生の夢)。S とは

Seoul  National  Univ.( ソ ウ ル 国 立 大 学 ) 、 K は

Korea Univ.(高麗大学、私立)、Y は Yonsei Univ.(延

世大学、私立)。 

また、ガイドさんの説明に日本では聞きなれない言葉

があったり(たとえば、1950 年の韓国戦争と言うが朝鮮

戦争とは言わない、韓半島と言うが朝鮮半島とは言わな

いなど)、日本との関連の歴史の説明(1592 年の秀吉の

出兵、1910 年の日韓併合など)を聞いて日本人として複

雑な思いをする場面もあった。 

 

起亜自動車訪問 

とんでもなく朝早く成田空港に集結し(ほかには関西

空港、福岡空港から)、満席というよりすしずめ感覚の大

韓航空に飛び乗った我々は昼ごろ仁川空港に到着、昼

食後、起亜自動車を訪問。工場は仁川から南の光門市

ソハリという場所にある。KIA Motors Sohari Plant 

という。1944 年創業で自転車、オートバイ、三輪、セダン

と進化し(この間 1962 年にマツダのオート三輪、1974 年

にマツダファミリアの生産を行っている)、1998 年現代グ

ループの傘下に入った。起亜(KIA)というブランドはその

まま。以下は起亜に関する説明。韓国内では 4 工場、韓

国外では4工場(中国、アメリカ、チェコなど)、デザインセ

ンターはヨーロッパとアメリカにある。この工場は年に 35

万台の生産能力があり、起亜全体で 2010 年には 213

万台が生産された。この直近 10 年の生産の伸びは世界

一とのこと。 

 
起亜自動車にて 

 

このソハリ工場は、Pride(韓国での車名、ヨーロッパで

は Rio という名称)というセダンの主力工場。ここでは、ほ

2011年秋季工場見学会報告 

- 韓国訪問 -  （株）ワイ・デー・ケー 日比野 雅夫 
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ぼすべての Shop を見学できた。Press Shop からはじ

まり、Body Shop、Parts Shop、Assembly Shop、

Test/Deliver Shop まで日本製の製造装置がどれくら

いあるかということに興味を持って見学したが Press の機

械が少し日本製であったほかはあまり確認できなかった。

特に組立用ロボットについては一昔前までは日本製のロ

ボットが使われていたが今は韓国の WIA 製(現代グル

ープ)のものが使われているという。この広い工場で人の

数は非常に少なく無人化が進んでいることを実感した。

ただし、さすがに Assembly Shop だけは人がたくさん

群がっていた。(しかし、Audi のドイツ自動車工場を見た

こ と の あ る 同 行 の マ ク ニ カ の 神 山 さ ん か ら 、 こ の

Assembly 工程でさえドイツでは無人化が進んでいたと

の話を聞いた。) 

 

サムスンデライト訪問(SAMSUNG D’LIGHT) 

2 日目の午前中にソウル市内の中心部にあるサムスン

電子(Samsung Electronics)の本社のショウルームを

訪問。 

 
サムスンデライト 電子黒板の前で 

 

近くにはサムスン生命(Samsung Life Insurance)、

サムスン物産(Samsung C&T)のビルもありまさにサム

スンタウン。サムスンデライトは 3 つのフロアからなり、2F

は Global Gallery と称し得意の LCD や半導体の自社

の歴史などを展示。近未来のコンセプトとして進化した

電子黒板を学校の授業に活かそうという展示がこのフロ

アでは特に興味深かった。技術的には日本ならすぐに

でもできそうであり、被災地に教育特区でも作り広めれ

ば面白いと思ったが文科省をはじめとする日本の教育

事情の中では？ 1F は Mobile Plaza と称し 3DTV、

ゲームなどモバイル技術を駆使したエンターテインメント

性の強いフロア。B1 はショップで、Galaxy をはじめとす

るスマートフォンとタブレット、ノート PC などのオンパレー

ド。15-20 年前の日本の電機業界も同じようなショウルー

ムやショップをこぞって作っていたなあと感慨深い。 

 

サムスン水原工場訪問 

2 日目の午後には水原(スオン)にあるサムスン電子の

工場を視察。国内では研究開発が中心で、いわゆるモノ

を作る工場は中国など外国が中心であり、この水原にあ

る施設は工場というより広い大学のキャンパスを思い起こ

させる。Samsung Digital City と呼び、3 万人がここ

に集結して研究開発を行っている。総計 19 万人の社員

のうち国内は 9.5 万人、国外が 9.5 万人、そのうち研究

開発者は国内外合わせて 5 万人。2010 年の売上は

1350 億ドル、利益は 150 億ドルとのこと。 

 
サムスン水原工場のウエルカム画面 

 

ここでの見学は、工場内を見学するというより展示室

の案内が中心で、その中でもサムスンの発展の歴史が

私には興味深いものがあった。サムスン電子そのものは

1969 年の設立である(設立当時は三星電子といった)が、

元をたどると 1938 年設立の三星物産(株)にまでさかの

ぼる。初代李会長(1910-1987 年、早大中退)の時代は、

日本のサンヨーや NEC の製品をつくるなど日本の技術

に頼った経営をしていたがそのあとを引き継いだ二代目

李会長(初代会長の三男、早大卒)の時代から目覚まし

い発展を遂げていく。特に 1993 年 June 7 に世界中か

ら 1800 人にもおよぶ幹部連中をドイツのフランクフルト

に呼び、3 日間にもおよぶ研修をおこなった。これは、世

界に通用しないブランド力のなさを痛感し、また、特に日
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本製品との比較においてその品質の悪さを自覚した李

会長の危機感を幹部に訴えたのである。これは“新経営”

と称され、これまでの考え方、見方、やり方、生き方まで

すべてを変えようとするすさまじい改革であった(“妻と子

供以外はすべて変えろ”と言われたとの逸話が残されて

いる)。この後は日本の後追いをすることなく、独自の技

術とやり方を駆使して快進撃を続けている。 

その他水原の工場での展示では、Infotainment ＆ 

Lifecare ということで電子技術をもとに様々な分野へ進

出しようとの野心があらわれているようだが、何でもやっ

ていこうというのは昔の日本勢がとってきた道だなあと考

え込んでしまった。 

 

水原観光 

サムスン見学のあと世界文化遺産である水原華城を

見学。李氏朝鮮王朝(1392-1910 年)後期に建造された。

日本の植民地時代や韓国戦争で大きな被害にあったが

1970 年代に復元されたとのこと。 

その後ソウルへ戻り夕食後、最長老の金原さん(その

スタミナに感動)を先頭にカラオケなどへ繰り出したが詳

細は割愛。 

 

景福宮観光 

3 日目は数人を除いて殆どのものがオプショナルツア

ーに参加した。まず朝鮮王朝を代表する宮殿である景

福宮を見学。 

 
景福宮にて 

 

ハングル文字を発明した世宗の時代(15 世紀)に殆ど

が完成したが秀吉の文禄・慶長の役(韓国では倭乱とい

う)で全焼した。19 世紀の高宗の時代に再建されたが日

韓併合によりまた壊され、ここに日本の朝鮮総督府庁舎

が建てられた。現在はもとの姿をとりもどすため復元の最

中とのこと。この宮殿の敷地の一部に大統領官邸(青瓦

台)が置かれている。 

 

宗廟観光 

朝鮮王朝の歴代の王と王妃を祀った祠廟。これも世

界文化遺産である。李王朝最後の皇太子に嫁いだ日本

の皇族であった梨本宮の方子(まさこ)さん(1901-1989

年)も祀られている。李王朝の物語は韓国ドラマでもたび

たび取り上げられており、女優の菅野美穂さんがこの方

子さん役を演じたと宗廟のガイドが説明。1 時間毎に日

本語ガイドによるツアーがあるほどで、これほど日本人観

光客がいるとは予想外であった。日本の韓流熱を実感さ

せられた。 

 
宗廟にて 映ってるのは殆ど日本人 

 

このようにあちこち歩き回った最後に漢江のクルーズ

で悠然とした流の中で落ち着いてソウルの街を船中から

ながめられたことは大変良かった。 

 

おわりに 

この見学会を計画、立案され、また、個性あふれる

面々の勝手な行動を厳しく律せられた(まるで引率の学

校の先生のような) 高橋さん、内山さんなど文化活動委

員会の皆さんに御礼申し上げます。私個人としては道中

いろんな方とお話しでき非常に有意義でかつ楽しい旅

であったことを申し添えます。
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                   委員長 高畑幸一郎  

 
1． 昨年 10 月実施の集合教育「半導体アドバンスト講座」

実施報告 

1) カリキュラム 

2) 結果 

・参加人数： 今年は初の試みとして、1 日のみの参加も可

とした結果、2 日間参加 8 名、1 日目のみ参加 18 名、2
日目のみ参加 11 名となり、2 日間換算 22.5 名と昨年の

23 名と略同等にできました(4 月の「入門講座」参加者数

66 名比ではかなり少でしたが)。 
特に多人数参加企業紹介に今回もご努力・実現された、

牧本次生理事長・野澤滋為会員には深く感謝致します。 
・参加者内訳：理系卒25 名、文系卒12 名。 

卒年：86 年から今年新卒まで幅広い年代。 
・賛助会員企業 5 社計13 名、一般企業10 社計24 名 

(1 日参加、2 日間参加含めて) 
・参加企業 

賛助会員企業： ㈱日本マイクロニクス、 リンテック㈱ 
 ㈱シバソク、㈱ルネサスイーストン、㈱エイエスエイピイ 
一般企業 (業種別参加社数) 
 半導体商社 3 社13 名、 製造装置メーカー 2 社3 名 

材料メーカー 4 社6 名、 設計企業 1 社2 名 
・昨年春/秋+今年春講座比、初参加企業が 8 社と多数あっ

た事も今後の参加に繋がる良い結果と喜んでおります。 
・終了後の受講者のアンケート結果 

講義単位と講座全体 (5 段階評価、5 がベスト) 
講座全体の満足度 4.0、理解度 3.7 と好評でした。 

・アンケート感想記入欄の一部紹介： 「全ては理解できな

かったが、テキストがしっかりしているので復習したい」、

「全体的に参加者の意識が高く、講師も素晴らしかった」、 

「この業界で働いていながら、半導体にあまり興味がなか

ったが、この講座を通して興味が持てる様になった(販
社・文系・今年新卒者)」 等の記載あり、喜んでいます。 

・講義中/終了後の質問が、全講師に数人ずつあり、熱心か

つ注目して聴講頂けたと嬉しく判断しております。 
・講義中のトラブルも無く、総合として「成功だった」と判断し、

来年も実施すべく、10 月 4、5 日で会場・講師とも予約済

みです。 多数のご参加を期待しております。 
・事務局には多大のご支援を頂きました。改めて深くお礼

申し上げます。 

              (講座受講状況)  
 
2． 4 月予定の集合教育「半導体入門講座」ご案内 

既にご案内済みですが、以下の通り実施予定です。 
日程： 2012 年4 月19 日(木)、20 日(金) 

カリキュラム 
 
賛助会員企業様からの多数の参加と、個人会員様の勤

務関連企業・知合い企業へのご紹介を是非宜しくお願い致

します。参加企業が出ましたら、謝礼に 1000 円相当のクオ

カードを贈呈致します。               (以上) 

☆ 委員会報告 ☆ 教育委員会 

       　　テーマ 講師

1
10：00～
　11:30

半導体産業の歴史と
　　将来展望

加藤俊夫
（教育委員）

2
12:20～
　16：00

半導体物性・ﾃﾞﾊﾞｲｽと
CMOS前工程プロセス

鈴木俊治
（教育委員）

3
16：10～
　18：10

PKG新技術と
各種デバイス適用例

村上　元
（会員）

10月7日（金）

4
10：00～
　12：00

ＬＥＤ
　石谷彰康
（サクセス社）

5
13：00～
　15：00

太陽電池
　坂田　功
（産業総合研）

6
15：10～
　17：10

パワーデバイス
川地明幸
（会員）

半導体アドバンスト講座カリキュラム

10月6日(木）

   　   テーマ 講師

1
10：00～

　11：00
半導体とは

堀内豊太郎

（理事）

2
11：10～

　12：40

半導体産業の

歴史と展望

牧本次生

（理事長）

3
13：30～

　14：30

半導体の性質と

デバイス動作説明

鈴木俊治

（教育委員）

4
14：40～

　18：00
前工程プロセス説明

沢田憲一

（会員）

5
10：00～

　12：00

パッケージング

技術説明

池永和夫

（会員）

6
13：00～

　14：30
回路技術

北村嘉成

（教育委員）

7
14：40～

　16：10
品質・環境管理説明

相原　孝

（教育委員）

8
16：20～

　18：00

最近の注目デバイスと

グリーンテクノロジー

加藤俊夫

（教育委員）

半導体入門講座カリキュラム(全林野会館）

４月19日(木）

４月20日(金）
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新入会員 (2011.10.1～2011.12.31) 

個人会員              (ご入会順、敬称略) 

田端 和男   渡壁 弥一郎  青木 昭明 

日比野 一敬  倉員 桂一   山崎 俊行 

池永 和夫 

賛助会員              (ご入会順、敬称略) 

サイノス株式会社 

理研計器株式会社  

 株式会社メディカルアソシア 

 日本シノプシス合同会社 

 

* 新たにご入会の皆様、宜しくお願い申し上げます。 

 
故高橋昌宏諮問委員を偲ぶ（元ソニー） 

高橋さんは無類のゴルフ好

きで、私も仕事の後に練習場

で手ほどきを受けた一人です。

奥様にも感染して、ご一緒にコ

ンペに参加されたり、お二人で

楽しんだりしておられました。た

だスコアの方は「好きこそ」のよ

うなわけにはいかず、奥様によ

りますと、「バンカーショットは私の方が、」とのことです。

数多くあるソニーの OB 会やゴルフ同好会でも 10 月 20

日のご逝去を悼んで思い出が語られ、電子メールが行

き交っています。 

 ソニーには昭和 31 年に入社され、当時主力商品であ

ったトランジスタラジオの設計を担当されました。電気通

信学会誌の依頼により、共著で「放送波帯用トランジス

タ・AM 受信機の設計」を寄稿されています。その後厚

木の半導体部門に招聘され、設計応用面から指導力を

発揮され、同部門の最高責任者を務められました。そ

の仕事人生は、トランジスタの応用で新たな時代を拓く

ことと、その波に乗ったソニーの成長とともにありました。

その後専務に昇進、本社の研究開発の総元締めとして、

半導体を含む技術の面から全社の方向付けに腐心さ

れ、最後のお務めとしてソニーケミカルの総指揮をとら 

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【３月度研修会のお知らせ】 

期日：3 月 8 日（木）17：00～18：30 

会場：全林野会館プラザフォレスト(東京・茗荷谷) 

講演：『オンサイト地震防災システムの 

   構築とその有効性』 

講師：高松 謙一氏 

      沖エンジニアリング株式会社 取締役 
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私もこの間長期にわたり格別のご指導を受けた後輩

の一人ですが、多種多様な考えや意見の行き交う大き

な組織の中で、明日に備えつつも今日という日を走り抜

ける現実的な行き方に、多くの事を教えられ、またカバ

ーしていただいたことが、今となればよく理解でき、感謝

の気持ちもひとしおです。 
1983 年打ち出されたソニーの半導体外販に、それこ

そ身を挺して陣頭指揮を取られ成功されたことは、CD
をはじめデジタル家電興隆への寄与も含め、半導体産

業及び産業史の上でも意義ある貢献でした。美食家で

多くの方々と好きなお酒を楽しまれるお人柄も、こうした

成功に力があったものでしょう。半導体産業人協会でも

諮問委員を務められ、私たちもお世話になりました。大

変革の進む世界で、半導体の応用面から社会と産業を

牽引していくことが、残された私たちの使命と思います。 
 軍歌がお好きで、十八番の「戦友」のように「真っ先か

けて」仕事にまい進、数々の戦績を残された「勇士はここ

に眠」られましたが、高橋さん、後に続く私たちは、ゴル

フも楽しみつつも、今一度半導体産業に勢いをつける

べく取り組みますので、草葉の陰から見守ってください。

長い間のご指導とご厚誼本当にありがとうございました。

                   渡辺 誠一会員 記 




