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  日の丸半導体よ、お前もか！ 

技術ジャーナリスト・金沢大学講師  志村幸雄 
                       (諮問委員会委員長） 

 
日本の電機産業の不振は、ア

ジア勢と比較した場合の製品開

発力の逆転現象や、研究開発力

の接近現象に端的に表れている。

一昔前には「半導体大国」「民生

機器王国」の名を欲しいままにし

ていたのだから、往時の勢い今

いずこというほかはない。 
そこで思い起こすのは、「半導体は国家なり」という言い

古された言葉である。半導体市場の国際化が進み、製品の汎

用品化が進んだ今日、そんな古めかしい言葉を引き出しても

ナンセンスとの見方があろう。 

だが、真理は永遠なりで、経済的な効果に限っても、

GDPや雇用への寄与、生産性向上への貢献、新産業の
創出など様々な効果が期待される。現に、わが国 GDP
への半導体産業の寄与度は 1％前後にとどまるが、製造
業や通信サービスへの波及効果を含めると 12％にも達する。
当協会理事長の牧本次生氏の著書名を借りれば、まさに「一

国の盛衰は半導体にあり」なのだ。 
このような論理を敷延すると、反論を承知の上だが、こ

の産業のあり方を「国」という枠組みの中で考えていかな

ければならなくなるが、現状は果たしてどうか。折から中

国や韓国との間には領土問題が急浮上して、新聞やテレ

ビでは「国益」といった視点からの論調や議論が盛んで

ある。もちろん、この言葉が常套句になっている政治の世

界と、グローバル化が進むビジネスの世界とでは事情が

異なる。だが、日本の半導体業界の対応は、見たところ過

度に国益無視の風潮が蔓延して、結果としてこの産業の衰

退をいっそう加速していることはないか。そのいい例が、業

界再編によって誕生した大手半導体メーカー、エルピー

ダメモリとルネサスエレクトロニクスの迷走ぶりである。ビ

ジネスモデルの転換や過当競争の反省から、それぞれ

DRAM とロジック中心のメーカーに集約されたことの是

非は、ここでは問わない。問題なのは、両社が事実上

破綻するか、それに近い経営不振に陥つて、外資系

企業に身を委ねたり、資本参加を得なければならなく

なったことだ。 
とりわけエルピーダの場合は、設立以来、日本政策投

資銀行から出資や融資を重ねてきたが、今回の破綻で

日本政策金融公庫に損失補填義務が生じた。これに投じ

た公的資金は 280億円に上るといわれるからバカになら
ない。そればかりか、この負担軽減をいいことにして法的

整理後の後見人を選んだ結果が、米国の同業メーカーと

いうのだから何をか言わんやである。国策によって投入さ

れた国費が、回り回って外国企業の事業活動に利し、しかも

日の丸半導体の凋落を加速するとすれば何とも切なく、割り

切れない気持ちである。産業政策の大胆な見直しを含めて、

関係者には猛省を促したい。 
と同時に懸念されるのは、国産メーカーの身売りや再

編によって生じる技術流出の問題である。日本はかつて

競合相手の米国から「産業政策大国」として非難を受けた。

その当否はともかく、1960年代後半の超LSI国家プロジ
ェクト以来、営々と積み上げてきた資産が、企業内におけ

る資本の移動やグローバル化といった一見正当な行為

の代償として外国企業の手に渡るとすれば、日本の半導

体は身も心も相手に明け渡すことになり、その先にあるの

は壊滅の慟哭である。 
中国の領土をめぐる反日デモを横目に見ながら、一国

の中核産業は「国益」を離れて存在しえないと愚考した次

第である。
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9月21日（金） 茗荷谷全林野会館にて 

司会 市山理事 
・賛助会員側 出席者は 15社（18名）、（五十音順 敬称略） 
アビリーブ、インターテック、SMC、鹿児島県、熊本県、KSK、
人財ソリューション、Semi-J、TCI、東芝グループ、 
凸版印刷、日本ガイシ、日本マイクロニクス、フジキン、 
Mandate Chips & Circuits。 
協会側出席者は理事会、執行会議メンバー14名。 
 
１.理事長挨拶と上期総括 
司会の紹介を受け、牧本理事長が挨拶に立った。 
「天候不順な中、足を運んでいただき、また日頃から SSISに温
かいご支援をいただきありがとうございます。世界は政治的、経

済的に不安定で、又国内においては活力が低下しています。

国内半導体では、エルピーダの破綻、ルネサスの大規模なリス

トラ等の影響で皆様方も大変苦労されていることと推察いたしま

す。SSIS は半導体関連の応援部隊として努力を重ねていく所
存です。」と挨拶された。 
つづいて上期の活動総括報告が行われた。 
サービスの向上、協会活動の活性化の側面からの活動 
・震災復興論説シンポジウムのフォローアップ。国会議員へのコ

ンタクト、宮城県へアプローチして、SSISの主張を伝えた。 
・Y.W.Lee氏を招聘しての特別講演会を開催。 
・研修委員会改め講演企画委員会と改称。会員の研修という領

域から戦略的に講演会の領域で企画を推進。 
・より見やすい、使いやすいホームページにすべくHPのリニュ
ーアルを検討中。 
・個人会員に対しアンケートを実施。設立時から環境、考え方も

変化してきており、協会活動全般について個人会員の要望、

意見を求めた。 
 

 
・新規事業活動として人材支援事業の立ち上げを推進。 
・会員の講演会参加費の無料扱いを今年も継続。 
財務的側面から実施した施策 
・営業機能強化策として営業活動に担当理事を置き、教育講座

の営業支援から活動を開始。 
・賛助会員を中心とした会員の拡大を図るべくプロジェクトを設

置して推進。賛助会員数は 2012年初の 47社から、8月末現
在では 9社増、4社減の 52社。 
・活動経費削減として会報アンコールの完全自主編集化等を実

行。加えて今年は緊急対策として管理費の削減も実施。 
との報告があった。 

 
２.委員会活動報告 
重点活動報告の L-プロ
ジェクト、教育委員会、講

演企画委員会を除いた 8
委員会の活動概要を高橋

理事（執行会議議長）がま

とめて報告。 
各委員会の上期活動のポ

イントは次の通り。 
 
編集委員会 
・今年度の会報Encore発行
状況：73 号（特集号 シンポジウム「大震災を乗り越えるニ
ッポン半導体の挑戦」16p）、74号（1月 28p）、75号（4月
28p）、76号（7月 38p）の４巻を発行。77号（32p）を 10月
発行予定。 
・76 号より印刷業者、印刷紙質を変更し、編集作業もすべて担
当が行い、印刷作業・発送作業のみ外部に委託する方法に変

更。編集委員の負担は増えるが編集費用を約1/5に削減。 
多くの会員の方々にご執筆頂く増ページが出来る様にした。 
・お願い：「読者のひろば」で会員に仕事・趣味等の経験談

の執筆をお願いしています。多数の方の原稿をお待ちして

います。 
 

牧本理事長 

半導体産業人協会 2012年度 

      賛 助 会 員 連 絡 会  
                 記 内海事務局長 

・巻頭言          日の丸半導体よ、お前もか！ 志村幸雄 1頁 

・2012年度 賛助会員連絡会  2頁 

・特  集 φ400mmシリコンウエーハの開発（官民プロジェクト）の  

回顧 とφ450mmへの期待 高田清司 5頁 

・特  集  シリコン 450mmウェーハの開発状況 高石和成 9頁 

・Y.W.Leeさん（サムスン上席アドバイザー）を囲む会（報告） 橋本 浩一 13頁 

・半導体事始 全自動ワイアボンダの開発 坂本雄三郎 17頁 

・寄稿文 海外の目で見た日本の半導体産業 

半導体再生は可能でしょうか？ 圷 昭二 21頁 

・読者のひろば   私の絵画人生 喜田祐三 26頁 

・賛助会員紹介           鹿児島県 田中和彦 30頁 

・賛助会員紹介           佐 賀 県  實松尊徳 31頁 

・協会だより    32頁 
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賛助会員代表各位 
 
文化活動委員会 
1. 個人会員コミュニティ活動：今年に入り、東京中西部合同、神
奈川東地区が各１回の会合を持った。活動内容、地区見直し

などを検討中。 
2. 春の研修旅行：九州地区委員会と共催にて、北九州地区で
工場見学を実施。 

3. 懇親ゴルフ大会(SSIS オープン)：春の大会は九州ゴルフ倶
楽部八幡コースにて開催した。秋は関東地区にて開催する予

定。 
4.秋の研修旅行：ベトナム・ハノイ地域の工場見学会を、11 月

11日（日）から 14日（水）までの日程で募集中。 
 
関西地区委員会 

6月14日大阪国国際会議場にて第12回SSISシンポジウム
を実施。 
医療の進歩に半導体を中心とする IT がどう関わってきた
か、これからの医療関連の半導体市場はどうなるかを議論し

た。基調講演をリガクの浅井氏、パネルを浅井氏、岐阜大学

の小倉氏、オムロンヘルスケアの志賀氏、野村證券の和田

木氏、司会を産総研の井上氏で行った。聴講者の数が例年

をかなり下回ったのが今後の課題。 
 
九州地区委員会 

2012 年度春季工場見学会の開催 （見学会:4/24~25、ゴ
ルフ大会：4/26）。 
北九州市の賛助会員を訪問、スマートコミュニティ創造事業と

ロボット工場見学・ミニセミナーを開催、オープンゴルフ大会を

併催した。同地の製鉄所の発電所、高炉、圧延工程を見学し

た。参加者：見学会17名。ゴルフ 9名。 
 
新事業企画委員会 
1)「人材支援事業」の具体計画を 10月11日の「理事会」に提案
する。 
・賛助会員中の協力会社（人材関連会社6社）と事業委託契約を
結び、SSISが主体となって事業を展開する。事業を下記、2段
階に分けて推進する。 

第 1ステップ（2年程度）：事業の形（システム、ネットワーク、な
ど）は構築。SSIS として専任者は置かず、協力会社の協力の
範囲内で実施する。 
第 2ステップ（3年目以降）：第 1ステップ結果から、SSIS とし
て体制の強化の必要性を判断し、ステップアップを図る。 

2)「会員拡大」：「新賛助会員勧誘プロジェクト」を推進中。 
 
広報委員会 
1)HPリニューアルに関し事務局と検討した。 
問題点： ①ページ内のコンテンツにたどり着けない。 

②古くて，硬いイメージで暗い。 
対策：グループメニューの導入、検索用タグの追加、トップデ

ザインの刷新、予算50万円。 
2)アンケートを事務局と共同で実施した。SSIS は創設以来 15
年を経過し環境も変わった。会員の要望を吸い上げるべく 8
月15日までを回収日としアンケートを実施した。 

 
論説委員会 
1)平成23年度に発表した「日本半導体復興への提言書」を政治
家、行政に説明した。 
2011年12月 衆議院議員 生方幸夫氏（民主党）、2012年2
月  宮城県経済商工観光部、3月 東北経済産業局。 

2)2012 年 7 月サムスン電子の Y.W.Lee 上席アドバイザーと
SSISの提言について意見交換をした。 
以上により上記「提言」については一段落とし、新テーマとし

て「高齢化社会に貢献する半導体のあり方」を選択。今後この

テーマについて議論する予定。 
 
半導体歴史館委員会 
・1 月に歴史館の運営母体として”日本半導体歴史館委員会”を
再設置 。 
・アクセス改善：平均で過去の 2~3倍に増加（日平均30~50）。 
・サイト充実：”About Us”を日本語版、英語版とも追加掲載、デ
ザイン一部変更。 
・Computer History Museum(US)のバナー掲載。 
・ウエブサイトのURLを新規設定。WWW.SHMJ.OR.JP 
・広報用の“パンフレット”作成・配布、HP トップページに印刷用
のボタンを設置。 
・“日本半導体イノベーション50選”：9月末終了予定、関係者に
チェック依頼中。 

 
３.重点活動報告 
L-Project：橋本理事（プロジェクトリーダー）より報告 
本号13頁の橋本理事報告を参照。 

 
教育委員会：高畑委員長より報告 
2012年度8月までの 活動成果 
1) 4月19、20日実施の「入門講座」は参加者 計46名（昨年４
月60名、１昨年4月33名）。理系卒25名+文系卒21名（内
新卒10名）。 

2) 6月、友好団体主催セミナーに講師を派遣。 
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2012年度9月以降 活動計画 
1)10 月 4、5 日 「アドバンスト講座」開催。急成長・注目技術の
「太陽電池」、「LED」、「パワーデバイス」３講座の時間を昨年
同様２時間とし、2日目に集中させた。 

2)SEMI Japanにツアーコンダクターを派遣。 
3)賛助会員様1社と派遣教育調整中。 
賛助会員訪問時教育委員会アンケート結果 
回答受領企業数： 10数社。 
4 月「入門講座」、10 月「アドバンスト講座」不参加理由の確
認、各講座の改善希望点のヒアリングを行った結果を紹介。開

催時期、カリキュラムについていただいた要望は来年の講座に

反映すべく検討中との報告であった。 
 
講演企画委員会：溝上委員長より報告 
・会社内または団体内の研修会というイメージをより広く聴衆を

対象としたイメージを明確にするために研修会を講演会に、研

修委員会を講演企画委員会に変更した。 
・2012年実施した講演のレビューと計画の説明があった。 
・問題点とお願い 
問題点(1)参加者が少ない：会員の参加も外部からの参加も少
ない。講演会開催情報の外部への広報が極めて難しい。 
(2)会員数の増加を意図して会員・賛助会員の講演会聴講料を
昨年より無料にしたが、効果が得られていない。 
・賛助会員ご担当へのお願い 
(1)各社団体様での退職者に対してSSISをお奨め頂きたい 
(2)講演会開催の案内を各社内に広く配信して頂きたい。 
 
４.２０１２年賛助会員企業訪問 結果報告 
内海事務局長より訪問結果概要が報告された。 
ご意見・ご要望のポイントは次の通り。 
講演会について 

・今後とも、注目できるトレンディ―なテーマを希望。 
・カーエレクトロニクス関連について、2~3年前のSSISで実施し
た講演会のアップデートをやってほしい。 
見学会について 

・近くであれば参加させたい。東京近郊での計画は？ 
・参加者がかつての大手企業上層部の方が多く敷居が高い。 
・SSISの人ネットワークならではとの企画と感じている。 
人材支援について 

・ピンポイントでタレント・スキルを探したいときに活用したい。 
・事業展開上、人材を募っているので、大変興味がある。積極的

に活用したい。 
・専門技術、OBのコンサルに関心がある。 
・SSISが企画している新人材支援の機構に加えて欲しい。 

教育講座について（教育委員会からの報告以外） 
・半導体そのものより半導体アプリの話が聞きたい。 
・単なる知識の伝授ではなく、経験豊富なシニアの人生観まで

が若い人に伝わるような機会は作れないか。 
・関西地区での開設は考えないのか。 
・通信講座方式による教育を検討する気はないか。 
その他全般について 

・期待するサービスとして、今後の半導体市場動向情報を得る

場の提供、並びに人脈構築の場の提供だと考えている。その

点で、積極的に活用したい。 
・多くの経験豊富な方々のアドバイスが受けられるという期待。 
・SEAJ、JEITA 等と連携して、半導体産業界に資格制度を導
入してほしい。 

 
以上で、協会からの一通りの報告を終わり、質疑応答に入った。 

SEMIジヤパン中川氏から日頃の SSISの SEMIへの協力
に対する謝辞の後、次のような質問があった。 
「皆さんの悩みは我々の悩みでもある。個人会員への参加の

動議付け、個人と賛助との整合性について、また会員リクルート

についてどのようにしているのか、参考のためにお聞かせいた

だければありがたい。」 
この質問に対し、司会の市山理事より答弁を内海事務局長が

要請され、躊躇いながらも次のように応じた。 
「個人へのアンケートは纏っているわけではありませんが、回

答全体をながめてみると、『社会の中で繋がっている』のがポイ

ントだと感じています。私見ですが、賛助会員については 2 つ
のグループに分かれている。1つは積極的にビジネスへの活用
を期待するグループ、もう一つは自分たちのOBをバックアップ
するボランティア的な係わりです。 
いずれにしても個人、賛助会員ともに有形無形のリターンを

返せることが大事で、このような視点からの活動の仕組み開発

が必要だと思っています。」 
理事長からは「SSIS は他の団体とは異なるユニークさを持っ
ている。半導体デバイスから半導体装置、材料など関連業界ま

で含めた人の集まりで世界では類ない団体です。人脈の豊かさ

をアピールすることで魅力を出せるのではないかと思っていま

す。アメリカの医学団体がリタイアした人が健康である条件の一

つとして『RE-CONNECT』を挙げている。協会が re-connect
の役割を果たし positive feed backができればよいと感じてい
る。」との協会の存在意義について触れられた。 
その後、喜田氏から人材支援事業への協力要請発言があり、

連絡会は定刻に終了した。 
 

半導体産業人協会 委員 
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特集掲載にあたって 
「日本の半導体産業は個別企業体から専門企業体へと

ビジネスモデルの再構築がなされている。時を同じくして、

欧米ではそれぞれシリコン 450mm プロジェクトが本格的

にスタートした。わが国では 300mm 事業の立て直しに加

えて 450mmの最先端技術開発の課題を背負った。シリコ
ン半導体はすべての半導体の基盤技術でもあり、且つあら

ゆる産業の基盤を支える。日本としては総力を挙げて、最

先端 450mm シリコン半導体技術開発を国家プロジェクト

の形態で推進しなければならない。シリコンウエーハの超

大径化は官民プロジェクトが完成して、爾後各企業で開発

が受け継がれている。ここでは、それぞれの進捗を紹介し、

官民プロジェクトの成功と課題を記述いただいた。それが

今後の日本半導体国家プロジェクトに資することを願い掲

載の運びとなった（編集委員会）」。 

 
はじめに  
実は､10年前の 2002年 3月､SSIS の研修会で｢ｽｰﾊﾟ

ｰｼﾘｺﾝ研究所における φ400mm 大口径ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊの開

発｣と題してﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成功を紹介させていただく機会が

あった｡当時はφ300mmの商品化がなされた直後で､市場
は次の世代を考える必然性もなく､結晶の関係者以外に

は､大きなｲﾝﾊﾟｸﾄを与えなかったかもしれない｡ その後､ﾘ
ｰﾏﾝｼｮｯｸを皮切りに経済情勢は混沌とし､とりわけ縮小を

強いられている日本半導体ﾃﾞﾊ ﾞｲｽﾒｰｶｰを尻目に､

INTEL 社は次世代ｳｪｰﾊへの投資額を予算計上するな
ど､φ450mmが現実味を帯びてきている｡  
この機会にｽｰﾊﾟｰｼﾘｺﾝ研究所での φ400mm開発状況

を回顧しつつ､φ450mm ｳｪｰﾊ実現への課題を再確認し､

官民ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの問題点を指摘し､日本の不慣れな共同開

発へ警鐘を鳴らすことも､あながち機を逸しているとは言え

ないかもしれない｡ 尚､ﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰを要した技術的内容、
開発目標達成度､知的所有権などは､応用物理学会誌

(Vol.No.5,2004)等に仔細を報告済みなので､今回は紙面
の都合上割愛させていただいた｡  
1. ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊの口径の変遷  
 今でこそ日本から φ300mm ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊが 60%強のｼｪｱ
で市場に出回っているが､日本製の品質が劣悪で外国製

には全く歯がたたなかった 1960 年代(黎明期) に欧米で
培われてきた製造技術を貪欲に吸収しつつ､1970 年代

(発展期)に至ってやっと欧米ﾒｰｶｰに肩を並べられるように
なり､1980 年代(拡大期)に大型投資と新技術確立に食ら
いついてきた経営陣と技術陣の汗の結晶で頂点への階段

を上り始めた｡1990年代(成熟期)には､COPなる結晶欠陥
の解明を事例として､日本は結晶成長工学への主導的役

割を演じるようになっていった｡ 図１ に示すｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ口
径の変遷の舞台裏でｼﾘｺﾝ材料の国産化にこだわり続け､

日本ｼﾘｺﾝ専業ﾒｰｶｰの躍進の基礎を作った名経営者の

語録を幾つか紹介しておきたい｡  

 
図 1.シリコンウエーハの口径の変遷 

『顧客は王様､お客様の言うことを 100%信じ､お客様を
100%満足させることから始めよ｡つまらぬ自説にこだわっ
て､お客様に勝ったところで得するものは何も無い!』 (元信
越半導体社長 田村喜八氏)。 『 “盲亀の浮木”であらね
ばならない (ｼｯｶﾘと流れを見ておれ!) 』 (元日本ｼﾘｺﾝ社
長 前田一博氏)  (目の不自由な亀が海に流れ漂う浮木
の しかも身をゆだねるただ ひとつの 穴に入れるのは至
難の業である･･･故事 成語林｢北本涅槃経｣より)   
  ところで､代官(ﾃﾞﾊﾞｲｽﾒｰｶｰ)と百姓(ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊﾒｰｶｰ)
の関係にあると揶揄されながら､ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊﾒｰｶｰは口径拡

大の度に桁違いの品質と間断なきｺｽﾄ低減を強いられ､ こ
れに対応できぬﾒｰｶｰは舞台から退場を余儀なくされた歴

史がある｡ 2000 年の直前まで､日本のｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ専業ﾒｰ
ｶｰ数は 7～8 社を数えたが､現在は､僅か 2 社(信越と
SUMCO：住友･三菱･小松の連合)に集約されているもの
の､それでも世界のｼｪｱ 60%強を堅持していることは､日本
の電子材料王国の真価を遺憾なく発揮している左証でも

あろう｡  
2. 官民ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発足の背景  

1990年に入り､ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊが φ200mmへ移行した時点
で､次世代 φ300mm の民間企業での単独開発は可能で

φ400mmシリコンウエーハの開発（官民プロジェクト）の回顧と 

φ450mmへの期待 元信越半導体取締役・白河研究所所長  
元官民プロジェクト・スーパーシリコン研究所所長 

             高田 清司

特集  実現に近づく 450mm開発状況 
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あろうと予測されていた｡しかし、その先の次々世代の

φ400～450mm を考えた時､開発投資へのﾘｽｸは余りにも

大きすぎて､単独での開発は極めて困難と判断された｡ こ
のような環境下の 1994 年､当時の通産省(現経済産業省)
と日本ｼﾘｺﾝ専業ﾒｰｶｰの経営陣は､『基礎研究･応用研究

の段階で多大なﾘｽｸﾏﾈｰが生じようが､超大口径化に伴う

先端技術の開発には､日本の電子産業界のためにも挑戦

しなければならない』との結論に達した｡ 民間企業の活力
を基礎的な研究にも振り向けられる環境を整備する目的で

設立された基盤技術促進ｾﾝﾀｰとｼﾘｺﾝ専業ﾒｰｶｰ(7 社)の
初めての共同出資による ㈱ｽｰﾊﾟｰｼﾘｺﾝ研究所(以下
Super Siliconの頭文字をとって SSiと称す)が 1996年設
立された(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間 5年､投資額 132億円)｡目標値は
4Gigabitの性能を持つφ400mm､経済性を加味して単結
晶の総重量 400kgが設定された｡  
ところで､後日 WACKER 社のﾚﾎﾟｰﾄで知ることになるの

だが ､ SSi が船出をする以前に ､ SEMATECH は

WACKER社に大口径化の調査を依頼していた｡結論から
すると｢φ400mm まで試作した結果では､転位は見られな

かったが､結晶成長時に問題があることがわかった｡従って

経済性効果は全く期待できない｡｣と結んである｡ﾄﾞｲﾂ人らし

い慎重論である｡ 
3. 開発の成果  

ここでは､国内外の主要な学会､大学､研究機関等に広く発信

されてきた報告書の中から、代表的な CZ 結晶装置(図 2)と
φ400mm ｲﾝｺﾞｯﾄ(図3)の掲載にとどめておく｡  
4. 反省と考察  
4-1)共同開発の問題点  
予想通り､幾多の困難な課題に遭遇させられた｡ｼﾘｺﾝ専業ﾒｰ

ｶｰ初の共同開発のせいか､技術面より運営面での拙劣が

目立ち､しかも不可抗力的な課題には苦渋をなめさせられ

た。その最たる課題に､開発期間中､1997～1998 
年の市場不況に伴う国内外の主要な試作設備発注先の

事業撤退､同じく出資会社の事業撤退による研究員の帰

任､最終段階で全く想定外だった基盤技術促進ｾﾝﾀｰの

解散予告など寝耳に水の事態があった｡ それにもかかわ
らず結果的に当該ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが成功した要因を優等生的に

表現すれば次のようになろう｡ 
①企画段階から目標と方向付けが明確になされていた。 
②民間のみの共同研究なら、研究活動に制限が課せられる

ような不況時にも、十分なる研究活動資金、産官学指導、助

言を得て、実験の継続が可能であった。 
③ﾒｰｶｰ同志の利害が絡む中で､やり遂げねば国際競争に

打ち勝つことができないとの信念が､研究者同志の連帯感を

強め､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの機能が有効に働いた｡  
④試作機製作にあたり､装置､計測器､部材各ﾒｰｶｰの献身

的な協力が得られた｡ 

 

Furnace 

Height: 12 m 

Weight: 36 ton 

Hot zone: 40 inch 

Cusp-type super 
conductive magnet 

Crystal 

 Diameter: 400 mm 

 Weight: over 400 kg

 Body length: over 
1m 

 
図 2. 世界最大の CZ 結晶装置 

 

400mm Si single 
crystal, which has a 

straight length of 
110cm and a total 
weight of 411kg, is 
shown in contrast 

with normal 200mm 
crystal. 

    

(このｲﾝｺﾞｯﾄの実物は日
本を背負う若き技術者
の教材とすべく､共同出
資会社の一社に展示さ

れている) 
 

図 3．世界初のφ400mm インゴット 

 
しかしながら､ご経験豊富な読者諸兄には､実情はこん

な生易しくない筈だとご指摘されそうなので､若干の本音を

付記させていただく｡  
① 筆者の乏しい体験の中で｢的確な企画であれば目的は

70%程度達成したに等しい｣の思いがある｡企画の作成
に関わったﾒﾝﾊﾞｰの少なくとも一人でも当該ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに

参画して､進む方向を指南してくれれば､余計な想像を

しなくて済んだかもしれない｡例えば目標値が φ400mm
と φ450mm では､結晶成長装置自体の設計が大きく異
なってくる｡  

② 官民ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでは､民間企業が理解し難い局面に出く

わす｡日進月歩で激変する半導体分野では､新規装置･

素材の誕生に対応する計画･予算の見直しは緊急を要
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する｡開始前に決められた計画･予算に何故固執せねば

ならないのであろうか? 予算使途の制約､単年度予算制
度､研究成果の評価方法など見直されねばならない｡さ

らに､霞が関の若い役人が｢ｼﾘｺﾝは中国から購入した方

が良いのでは?｣と我が耳を疑う発言に日本の戦略の無
さが空しかった｡  

③ 日本企業は共同開発への参画の趣旨を履き違えている

ように思う｡2～3 流の研究員を出向させ､自社の技術は
開示したくないが他社の技術は盗みたいでは､成功は

おぼつかない｡少なくとも出資する会社に温度差を感じ

た｡ｻﾗﾘｰﾏﾝ的な研究員の存在にも唖然とさせられた｡ 
④外国の装置ﾒｰｶｰの撤退には特に泣かされた｡搬入中の

装置の調整･ﾒﾝﾃﾅﾝｽの責務保証が明記されている契

約書も無きに等しく思え､国際弁護士へ SOS の寸前ま
で追いこまれる事態も味わった｡対応如何で時間と費用

の損失は計り知れない｡  
4-2)  研究活動を通して再認識した日欧米の実力度  
開発を推進させるに当り､ 日本の弱点を欧米に依存せ

ざるを得なかった｡ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄは主に欧州 (ﾄﾞｲﾂ､ﾍﾞﾙ
ｷﾞｰ､ｲｷﾞﾘｽ) から調達､計測関連はｱﾒﾘｶに他力本願であっ
た｡ このような経緯から､結構頻繁に接触を持ったｱﾒﾘｶ人
やﾄﾞｲﾂ人の考え方を日本人のそれと比較してみた(図 4 
参照)｡ 図 4 の自己主張の項に関する 2～3 の事例を
示したい｡ 
① SEMATECH から公表されたお馴染みのｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ
のﾓﾃﾞﾙ図がある｡ 何のことはない､口径 1.5倍論を主
張し､ごていねいに 200mm をベースに 1.5 の n 乗
で、n=3 とした時の 675mm 迄示し､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを誇

示している積りであろう｡日本人にはこのようなﾓﾃﾞﾙ図

は作成できない｡もしも筆者が｢φ400mm は成功した

ので､次は φ500mm だ｣などと口を滑らせたら最後､

｢お前は誰の許可で､どのような根拠の下にそんなで

たらめな数値を出した? ｣とお叱りを受けるのは想像
に難くない｡日本人はｱｲﾃﾞｨｱを出そうとする人間を寄

って集って潰してしまう傾向にある｡ｱﾒﾘｶ人の大胆な

提言の仕方に日本人も学ばねばならないと痛感し

た。 
②日本人は､地位で相手を説得することは得意でも、国際

社会では通用しない｡国際会議などでよく見る光景では

あるが､日本人は語学力のﾊﾝﾃﾞｨ も手伝って､米国で教
育を受けたｱｼﾞｱ系(韓国･中国･台湾など)の積極的に発
言する論旨に反論する機会さえ逸してしまっているよう

に思える｡ 一方、反論の末､議論に勝ったところで何の
利も無いことも知るべきである｡ あくまでも説得の目的
は､相手に納得してもらい同意を得ることにある｡ 

(注)筆者の独断と偏見が入り、SSi 研究員の総意ではなかった点、客観

性に欠けているかもしれない。しかし、通産省の担当課長に経過報告時、

この図には相当な関心を示された。 

 

図.4 ソフトの調達・装置の共同開発を通じて 

みる欧米の強さ
 

 
 当該ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで外国企業の撤退に絡み､最悪の事態に
備え､接触を持った 国際弁護士､草野耕一氏の言葉を
借りれば､説得とは､『言葉を用いて､自分が求める行為

を相手が自発的に取るように働きかける営み』に帰着す

る｡ 
③もうひとつ図を紹介しておきたい。海外で SSi の成果を
紹介していると決まって INTEL さんあたりから 
｢Takada-san､ｱﾒﾘｶは 400mm に関心ないよ｡450mm
に目標を切り替えたら・・・｣。 それ御出なすったとばかり 

図5. 日本のシリコンウエーハは着々と進んでおりますヨ！  

 
図 5 を示して｢ご心配なく｡450mm はｽﾀﾝﾊﾞｲしておりま
すが､400mmの成功なしに 450mmは誰が作るの? ﾓﾉ
には順序がありますよね｣と対応したものだ(図 5 参照)｡  

5. φ450mm生産技術のﾎﾟｲﾝﾄ  
2005 年 Munich で開催された ITRS 国際会議に SSi

が招待講演を要請され､｢Technical Issues for the 
future Silicon Wafers｣の表題で講演をさせて頂いた｡ 
その中で､φ450mm 生産技術のﾎﾟｲﾝﾄを一覧表で表示

した(図 6参照)｡  

アメリカ ドイツ 日本

ﾒｰｶｰ同士の提携 日常茶飯事 意欲的 疑心暗鬼

意思決定 即断即決 慎重 稟議書決済

産官学共同開発 積極的 積極的 足の引っ張り合い

契約(覚書） 明快、事務的 基本線厳守 契約意識希薄

コスト環境 欠損即撤退 固執 全分野割高

自己主張 沈黙は失格 沈黙は銅 出るｸｲは打たれる

国際感覚（含語学力) 世界リードの自負 厳格・寛容 未だ発展途上国
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結晶関連:CZ 炉ｼｽﾃﾑの設計は SSi の事例が参考になろ
う(経済性を考慮すると 800kg程度のｲﾝｺﾞｯﾄが必要か)｡多
大な開発設計費が発生するので､ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを多用し､熱

物性の標準化は欠かせない｡ 
加工関連 :口径拡大は､さほど深刻ではない｡延性ﾓｰﾄﾞ
(Ductile-mode)を追求する研削技術は必須､微細化の限
界に達する世代の超洗浄技術は見えてこない｡  
ｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙ関連:低温ｴﾋﾟ成長以外考えられない｡PCT(国
際予備審査機関)より進歩性･新規性･実用性で高く評価さ
れた SSi ｵﾘｼﾞﾅﾙのｴﾋﾟ装置のｺﾝｾﾌﾟﾄを活用されたい｡  
評価関連:20nmｻｲｽﾞﾚﾍﾞﾙの異物検出技術は今後の開発
に委ねられる｡ 

6. 共同開発への提言 
共同開発が不発に終わる例は結構多いようだ｡SSi の如

き小規模の共同開発がその目的を達成できた背景に、筆

者は少なくとも次の 3つの開発要件が効果的だったと見て
いる｡  

A．開発ﾃｰﾏが Pre-competitiveであったこと  
  B．Give & Takeが尊重されたこと  
  C．MOT(Management of Technology)をR&Dにも活

かしたこと  
A．極めて当たり前のことであるが､参画する出資者が一致
して認識を共有しておかねばならない項目である｡SSi
のﾃｰﾏ:φ400mm は直ぐには商品化につながらない基

礎研究の後半から実用研究の前半を占める領域であっ

たから幸いしたとみている(図 7参照)｡  
B．｢Give & Take｣を守らないのは､日本の民間企業人弱
点である｡欧米人に Q を出すと大概ｺﾒﾝﾄが返ってくる
が､その逆は低調であろう｡筆者は｢海外と与するとき 7割
の Give と 3割の Take位で仕事をしないと成功はおぼ
つかない｣との先人の発言を反芻しつつ､共同開発に臨

んだ積りである｡  

C．INTEL 社で実践されている MOT(Management Of 
Technology)の考え方を研究開発の業務にも積極的に
応用することを提案したい｡SSi での活用の事例をひと
つ紹介しておきたい｡  
Time management(時間×仕事の管理)：優先順位の

高い仕事を 20～30%もこなせば､仕事の 80%以上が達成
できたと考えて差し支えない｡当該ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄも優先順位の

高い技術面･運営面の課題を雨､曇り､晴れの表示で進捗

状況を徹底的に追求解決するように努めた｡加えて､当該

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは国内外に広く超先端技術を求めたので､特に

Negotiation の管理能力のある研究員が課題解決に大い
に貢献した｡  

 
終わりに   
日本のｼﾘｺﾝｳｪｰﾊﾒｰｶｰは､

多分SSiで学んだ技術の一部
を活用しながら､φ450mm の

試行を着々と遂行しているも

のと思料される｡日本以外の  
INTEL、三星､TSMC 等の外
国勢にのみ φ450mm ｳｪｰﾊを
供給することで､ 海外ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾒｰｶｰのみが利することだけは

避けねばならない｡  
かって世界の半導体市場を

席巻してきた日本半導体の頭

脳が一堂に会し、ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ

をﾍﾞｰｽにしたﾍﾃﾛ接合な ども
視野に入れながら､φ450mm の活用が期待されるﾃﾞﾊﾞｲｽ

を是非とも打ち出して欲しいと切望する限りである｡日本か

ら電子産業の基盤技術であるｼﾘｺﾝ半導体技術を衰退さ 

せることがあっては断じてならない｡  
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1. 緒 言 

300mmから 450mmに移行するプロセス開発は Fig.1
のように 2006年から開始され、急速に進捗してきている。 

ここ数年の SEMATECH1)-2)及び SEMICONでの各社
の講演状況からその進捗と活性化の様子が伺える。また

ITRSロードマップ 3)上にも 2014年から 450mmの表記が
登場している。更に G450C、IEEM のコンソーシアムは、

その大きなけん引役を果たしている。G450C の公表するロ
ードマップ 2)によれば 1X 世代の技術確立を目標にして
2014年よりパイロットライン想定がなされている(Fig2)。 
一方でこのロードマップに対して各種プロセス装置の準

備も着実に進行している。成膜、エッチング、測定器などの

各種装置メーカーが開発に着手している

ことから、プロセス装置のα版は2012から
2013年の間に出揃ってくるものと想像され

る。但しリソグラフは今後のEUV開発に強
く依存している。本稿では、こうした背景に

対して 450ｍｍウェーハの開発状況につ
いて紹介していく。  
 
2. 450ｍｍウェーハへの要求事項 
ロードマップに合わせたプロセス装置の

開発進捗と同期して、ウェーハ要求レベ

ルが明確になっている。 
SEMI 標準化委員会では、Table 1 に

示すように、ウェーハへの要求事項が決定されている。い

わゆるモニターレベルのウェーハが最初の品質要求であ

る。シリコンウェーハの開発は、モニターウェーハレベルを

開発のマイルストーンとして進捗してきた。そのモニターウ

ェーハは、3 種類が定義されている。パーティクルモニタ
ー、リソモニター、その他のモニター（ここではメカニカルモ

ニターと呼ぶことにする）である。メカニカルモニターウェー

ハ要求は、仕様上大きな制約があるわけではないが、

450mmウェーハとして成り立つ最小限のものである。 
ウェーハメーカーにとっては、実際に 450mm ウェーハの
プロダクションとして可能か否かを問う時代の対象であった

シリコン 450mm ウェーハの開発状況 

株式会社SUMCO  生産技術本部本部長付   高石和成 

特集  実現に近づく 450mmの開発状況

Fig.1  450mm progress from 2006 to 2012 presented by  

SEMATECH 2011  Fig. 2  Typical Wafer generation and 450mm wafer 

generation timing. 
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4)-5)。次に要求されているものは、パーティクルモニターで

ある。これはデバイスプロセス装置の立ち上げ用のウェー

ハとして使用される目的のものと推察できる。メタル、パー

ティクル等の表面清浄度の向上が必要となる。M76 仕様
であるパーティクルカウントとして 45nm、＜250 個
(0.16pcs/cm2)の歩留向上が最初のハードルである。M76
仕様のリソモニターウェーハの要求は、上記に加えパター

ンニング用に平坦度精度の向上を要求していると思われ

る。SFQR＜Max42nm が当面の課題である。最終的なプ
ライムウェーハは、現在標準化委員会でバロット中であり、

今年中にはその仕様明細が決定されてくるものと想定され

ている。450mm ウェーハの開発は、これらの要求事項に

対して一つ一つクリアーしながら進捗してきた。特に今年に

おいて、清浄度は表面異物検査装置の登場によっていよ

いよ本格化してきたところである。ウェーハメーカーでは、

プロセス装置、ウェーハ測定器の立ち上がりにあわせて、

STEP1ではパーティクル、STEP2では平坦度に重点を置
いて開発を行っている。 
 
3. 開発状況 
メカニカルモニター(Other monitor) 

450mm ウェーハ開発の初期は、300mm ウェーハ加工
技術がどこまで 450mm ウェーハ加工に対して有効かを見
極める時期である。切断～面取り～研磨～洗浄で構成され

るウェーハプロセスは、面積が 2.25倍となった 450mm ウ
ェーハ製造に対してどのような対処が必要であるかを検討

する必要がある。その概要は、シリコンウェーハプロセスの

メカニカル加工とケミカル加工の限界を探索することに相当

する。メカニカル加工は、基本的に大きな弊害は無いと考

えていた。しかしながら面積が大きくなったことで、加工中

の摩擦による温度変化に対して配慮する必要がでてきた。

200mmから 300mm移行時も同様の懸念がなされてきた
が、想定の範囲での影響に対応することが可能である判断が

できた。 
また、この現象はケミカル加工を伴うプロセスにおいて

は、より一層の配慮が必要となる。300mmの次世代技術開
発においても同様の問題を抱えていた。Table 2 は、一般
的なウェーハプロセスにおけるメカニカル加工とケミカル加

工の使用割合を定性的に図示したものである。プロセスの

進行と共にケミカル加工＞メカニカル加工へ移行していく。

これらの影響を排除するために、最初の段階では加工速度

を極力低下させることで一定の 
レベルの加工を達成することができた。メカニカルモニ

ター作製に当たっては、ひとまず問題はないものの、

450mm 開発では今後の高品質化と経済性を満足する加

工速度との矛盾を解決していくことが重要な課題であること

が明確となった。 

 
パーティクルモニター(Particle monitor) 
表面清浄度は、レーザー散乱光を用いて検出される表

面の異物もしくは表面凹凸としてカウントされる個数によっ

て評価されている。このレーザー散乱光を用いたいわゆる

450mm 用のパーティクルカウンターの登場によって開発

が促進されている。450mm用パーティクルカウンターが登
場するまでは、300mmウェーハを用いて450mmラインの
検討を行ってきた。特に洗浄技術の改善は、これによって

計測器の無い状況下でも進捗することができた。 
さて、その技術内容であるが、これまでの RCA 洗浄

(1970 年代にシリコンウェーハ等の洗浄に開発された洗浄
技術)に代表されるケミカルエッチング作用を主体としたア
ルカリ系のものから、静電ポテンシャル作用を積極的に取り

入れた酸系ケミカル作用に主体を変える試みがなされてい

る。6)-8)これは次世代に備えてケミカルエッチング作用を低

減する目的も含んでいる。ウェーハ表面の粗さは、ケミカル

エッチング作用によって大きくなることが知られている。微

小粒径を計測するためには、表面粗さを極力抑える必要が

あるからである。したがってケミカルエッチングの作用は、

デザインルールに追従して、弱くする必要がある。またウェ

ーハ径が大きくなったことで、一旦ウェーハ表面から離脱し

たパーティクルは、ウェーハ表面に再吸着しやすくなること

が確認されている。そこで450mmの洗浄技術としては、パ
ーティクルがウェーハ表面から離れた後（今後この現象をリ

フトオフと呼ぶ）の再吸着を抑制する方法を検討してきた。

この再吸着を抑制することは、DLVO 理論（4 人の研究者
Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek によって完成した
もので、疎水コロイド粒子の分散・凝集現象を、粒子間の電

気二重層に由来する浸透圧斥力とファンデルワールス力の

総和である粒子間引力のバランスによって予測できると説

明した理論）から計算される相互作用ポテンシャル障壁を

いかに大きくするかを検討することに相当する。 
 

Table 2 Process dependency from  mechanical   

to chemical effect.  
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Fig 3 は縦軸に相互作用ポテンシャル、横軸にパーティ
クルとウェーハ表面間距離で示した計算結果である。①の

組み合わせがもっとも再吸着時のポテンシャル障壁を大き

くすることが可能であることが解る。それぞれの表面ポテン

シャルは、すべり抵抗電位であるゼータポテンシャル（静電

気反発力）を測定することで定量評価することができる。 
金属イオン、有機物イオンなどは、その種類と濃度で異

物表面のゼータポテンシャルが大きく異なる。また、その時

の相互作用ポテンシャルの評価結果から、異物のウェーハ

表面への吸着挙動はDLVO理論で良く説明できることがわ
かっている。 

 
Fig 4 のように見かけ上、溶液中の添加成分でウェーハ
表面と異物表面を同一符号に帯電させることで、より大きな

ゼータポテンシャルを持たせることができる。 
これによって、相互作用ポテンシャル障壁を大きな状態

で維持することが可能となり、パーティクルのリフトオフ後の

移動距離が長くなっても効果的にパーティクルを除去する

ことが可能になった。添加する成分によるが、添加物イオン

の表面吸着密度がゼータポテンシャルを左右することにな

るので、電荷密度の大きな物質を添加剤として選択すること

が好ましい。以上の基礎的な検討の結果、得られた 45nm
以上で測定された450mmウェーハデータの一部をFig 5
に示した。 

 

 
再吸着を抑制した結果、表面清浄度は大きく改善されて

きている。洗浄技術の場合、基本的な原理原則はそのまま

使用可能であるが、相互作用ポテンシャルを制御しなが

ら、リフトオフされた異物をウェーハ直径外まで移動させる

には、必然的に長い距離を移動させる必要があることが判

る。したがって、このようなケミカル制御に加えてリフトオフ

後のパーティクルの輸送に視点をおいたハードウェアの設

計が重要である。シリコン表面では、より層流に近く、流速

の大きな輸送技術が必要である。ケミカルの再現性は、定

量方法さえ間違わなければ全く問題は無いが、量産時の安

定性の面からは、ハード上の再現性が重要なポイントとなる。大

型装置としての再現性は、これまでにない精度の技術を必要とす

ることになる。 
 
リソモニター(Litho monitor) 
現在もっともハードルが高いと思われるのが平坦度の向

上である。先にも述べたように加工速度を落とすことで当面

の課題はクリアーすることができる。しかしながら量産ベー

ス且つ、より高精度の要求に対して問題は山積している。加

工中の熱発生による均一性の維持が大きな課題である。こ

こではその一例としてシリコン研磨プロセスに対する問題を

取り上げる。 
Fig 6は 300mm研磨加工時の温度分布を計測している
事例である。研磨時のウェーハ表面と研磨パッド間に生じる

摩擦力と環境条件によってウェーハ外周部の温度は、研

磨開始直後から直ちに 10℃ほど上昇する。 
これによって外周部のサイト平坦度が極端に悪化する。口

径が大きくなっても面内では、26mm×8mm サイトで

10nm以下を維持することが可能であるが、外周部の 
 

Fig.3 Interaction energy vs. distance profiles of DLVO 

interaction Before After 
Fig.5  Improvement  of  cleaning process 
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サイトは摩擦と化学反応による温度上昇で研磨レートが大

きくなる現象の結果であると考えられる。研磨レートを極力

抑えて温度管理をしていくことが重要である。先ずは

300mm ウェーハにてこの現象の改善を試みた結果が

Fig7である。図中、上段が改善前、下段が外周温度分布対
策を実施した場合の1例である。またFig 7の上段は、改善
前、下段は改善後のサイト平坦度の結果を示したのもであ

る。改善前は、面内サイト（左側の棒グラフ群）のみが10nm
以下で外周サイト（右側の棒グラフ群）は 14nm前後であっ
たものが、改善後には全サイト平坦度がほぼ 10nm程度に
揃っていることが分かる。 

 
このように 300mm までは旨く制御できるが、450mmで
は上記制御だけでは同じ結果を得ることができていない。

300mm の物性条件をそのまま適用するには限界があるこ
とになる。この傾向は、パッドやスラリーの副資材の開発と

研磨装置を含めた条件のマッチングを行う必要があることを

示唆している。また 300mm 世代では、すでにプロセスが
固定している現状からは困難であるが、面取り形状を変え

ることも平坦度向上の方法の有力な一つと考えられている。

面取り幅が小さいほど外周部分の平坦性はより維持しやす

いことがわかっている。今後のカスタマイズされてくる仕様

に向けて大きな要因となってくると考えられる。 
EUV の開発も加速されつつある現状を踏まえてシリコン
ウェーハの平坦性の改善も加速していく必要がある。冷却

機構をより重装備とした研磨装置が必要である。また表面清

浄度を考えずに平坦性だけを追求した場合は、良好な精

度が得られることがわかっている。平坦性と清浄度を両立し

たいわゆるプライムウェーハの作製には、時間が必要であ

る。現状は、両特性のキーパラメータを把握したところまで

である。今後これらのパラメーターをいかに複合化させてい

くかが開発課題として重要である。 
 

4．まとめ     

450mmシリコンウェーハの開発状況として、SEMI標準化
ウェーハ要求に沿った開発対応事例を述べてきた。その中

で特に重要な平坦度と清浄度に関して実情を説明してき

た。両品質への対応には、緻密なケミカル制御と温度制御

が必要になると想定される。さらに、量産プロセスでの品質

制御を確かなものとするためには、ナノオーダーの制御技

術の導入が不可欠である。これまでと異なる技術の開発が

急がれる。 
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1) SEMICON WEST：450mm Industry Briefing July 

13th, 2011. 
2) SEMICON WEST ： 450mm  Supply  Chain 

Forum July 12th ,2012. 
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4) T.Kanda, T.Fujiwara and K.Takaishi, 

Semiconductor International (Dec. 2008) p47-51 
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Fig. 6  Pad leading edge temperature measurement

           Related  to  friction during polishing. 

Fig. 7  300mm wafer flatness before and after 
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平成23年ハワイの ITPCで理事長が直接Leeさんにお
願いしたご講演が平成 24年 7月 25日茗荷谷全林野会館
他で実現した。その内容を記す。 

プログラム 
第一部 SSIS論説委員会の提案と Leeさんのコメント 
第二部 Leeさんのご講演 

A)ご講演 
1)講師紹介 
2)ご講演 

a)メガトレンド 
b)明日の技術 
c)アジアの成長 
d)事業戦略 

B)Q&A 
C)記念品贈呈 
第三部 懇親会と名刺交換会 
第四部 有志による夕食会 

 
第一部  
参加者：牧本理事長、長谷川副理事長、釜原論説委員長、溝上

委員、川端委員、橋本 

 
SSIS論説委員会の提案は 
外国企業、材料、装置、研究機関も含め半導体特別区を

設置し世界で競争できる半導体製造環境をつくること。 
Leeさんのコメントは 
・税金を使って外国企業を誘致出来るのか？ 
・サムスンが日本に来て何か役に立つことがあるのか？ 
・外国企業が日本に来るのは日本のマーケット狙いである。 
・半導体だけを考えても意味がない。アプリ、ソフト、コンテ

ンツも含めて考えるべき。 
・日本は企業、政府、研究機関が密着しており外国企業が

参入する余地はない。 
・パワー半導体、CMOSセンサーには興味がある。 
・大事なのは標準化とオープン化。日本は何でも抱え込もう

とするからグローバルになれない。 
・韓国企業にはリーダーシップあるが、日本の政府は 
リーダーシップがない。 
・世界を見渡すとアメリカ、ヨーロッパは問題を抱えており、

中国も成長が鈍化している。これから伸びるのは日本

だけだ。 
 
第二部 Y.W.Leeさんのご講演 
A)司会と参加者   
本セッションの総合司会は（株）セミコン 
ダクタポータル谷菜穂子社長により 
行われた。138名が参加した。 

1)講師紹介 
経歴 
講師及び受賞歴の紹介が橋本により行われた。 

1969 ソウル大学電子工学科卒、サムスン入社 
1984 半導体、通信理事 
1987 キフン工場長、常務 
1992 副社長、メモリー事業総括 
1996 代表理事社長、半導体総括 
2005 代表理事副会長、CTO 
2008 代表理事副会長、CEO 
2010 代表理事副会長兼取締役会議長 
2011 上席アドバイザー 
 

ご講演中の Leeさん 

理事  橋本浩一 

Y.W.Leeさん（サムスン上席アドバイザー）を 

囲む会（報告） 
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受賞歴 
大統領表彰、生産性大賞、TPM 最高経営者賞、環境安

全優秀賞、新経営革新大賞、発明の日金塔産業勲章、

2012 IEEE Robert Noice 賞 
２)Leeさんのご講演 
タイトルは”Technologies and Business Strategies of 

IT Industry in the Future”でありa)メガトレンド、b)明日の
技術、c)アジアの成長、d)事業戦略の４部に分かれている。 
a)メガトレンド 
1)100万人以上の都市が 2010年474ヶ所が 2015年521
ヶ所に増加する。特にアジアが顕著。 

2)高齢化が進行し 2020年日本の 30％、OECDの 20%の
人口が 65歳以上となる。 

3)2020 年の GDP はアジアが 49tnUSD、アメリカ
26.3tnUSD、ヨーロッパが 27.3tnUSD でアジアが最大
の経済ブロックとなる。 

4)IT、Bio、Energy、Nano等が革命的に進化し、社会経済
を推進する。 

5)サムスンの 2020 年のビジョンは“世界を元気付け、未来
を創造すること”で、IT、モバイル、AV、半導体、LED 等
のインフォテイメントを医療、Bio、Eco、Energy 等のライ
フケアに拡大することである。 

 

各界から集まった講演聴講者 
 
b)明日の技術 
1)人口は2010年に6.8Bだったのが2020年は7.6Bに拡
大する。インターネットに接続するデバイスは 12.5Bから
50Bに拡大しデータの使用量は1.2zBから35zBに拡大
する。 

2)半導体技術がスピード、パワー、サイズに於いてモバイル
革命のトリガーとなる。 

3)キラーソフトウエア、アプリケーシヨン、クラウドサービスま
た HW、SW の融合によりユーザーエクスぺリアンス、バ

リューチェーンの最適化が起こりエンドユーザー価値が

最大になる。 
4)IT が社会をスマートにし、IT 革命が他の産業『NGN、

Nano、Bio、Health、Energy』に深く拡がっていく。 
5)基本的な ITの将来方向は現在の技術限界に挑戦する。
コンピューター性能向上のためには数千個のプロセッサ

を結合し大容量のデータ処理をリアルタイムで可能にす

るし、光接合が素子間の超高速データ変換を可能にす

る。 
6)先取りしたクラウドとコンテンツ中心のネットワークについ
ては、大量のデータをどんな端末にもスムーズに送るこ

と、また周辺のセンサーや装置からのデータを即時にま

とめることが可能となる。 
7)生物学、遺伝子組み換えのエラスチックセンサーを皮膚
に張ることにより分子レベルですべての病気を10分以内
に判別することが可能となる。 

8)分子レベルのイメージとナノギャップの DNA の連鎖によ
り、癌の診断が正確に行われ、またナノギャップ技術が

DNAチェーンの分析期間を数週間から一時間に短縮可
能とする。 

9)IT 革命によりきれいで、貯蓄可能なエネルギーを十分作
ることが可能となる。 

10)例えば Piesoelectric の如くナノ構造を用いて機械的エ
ネルギーを電気的エネルギーに変えることが出来る。 

11)太陽光を使ってエネルギーを作り出す事ができる。その
進化はクリスタルシリコン、オオガニック Quantum Dot 
Solar Cellであり理論効率は 60％である。 

12)フレキシブルバッテリーは曲げたり、衣服の様に身に着
ける事もで来る。またフレキシブルバッテリーとフレキシブ

ルディスプレイを組み合わせることもできる。 
13)2020 年には電気自動車が市場の 26％を占める。その
ころ 58.6％はガソリン、14.3％はディ―ゼルとなる。未来
の車は一回の充電で 500km の走行が可能となる。例え
ばリチウム空気電池。 

 
＜これまでのまとめ＞ 
1)IT が我々の生活をスマートにする。強力なコンピュータ
ー通信がいつでも、どこでも欲しい情報を取り込み生活を

豊かなものにする。 
2)ITと医学、生命科学の結合により進化が進む。 
例えば分子診断やバイオセンサーで我々の体をシミュレ

ーシヨンすることが可能になる。 
3)ITが発電、再生可能なエネルギーの備蓄を改善し、原子
力や化石燃料による発電を減少させ、きれいな環境を創

出する。 
以上 ITが我々をスマートな世界、より健康な生活、 
きれいな環境に導いてくれる。 

 
c)アジアの成長 
1)パワーシフトが起こり 21世紀はアジアが経済の中心にな
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る。 
2)GDPの成長がアメリカ、EU2％と低迷している中、アジア
全体で 6％、中国 10％、インド 8％とアジア経済は成長し
ている。 

3)中国はPC、車、TVマーケットでNo.1、インドはソフトウエ
アのプログラミングが強く、日本は材料、装置が強い。韓国

はウエーハ製造技術でリードしている。アジアはそれぞれ

の国の強みの相乗効果で成長している。 
4)日本、韓国、北京、上海、香港、台湾、フィリピン、タイ、ベ
トナム、シンガポール、バンガロール、ダッカ、クアラルン

プール等とアジアは IT 産業の中心であり、その中で半導
体がアジアの技術をリードしている。 

 

 

明日の技術について 
d)事業戦略 
アジア地域の事業戦略を考える時、SCM との協力により

リスクを低減し、効率を高める事、各種アライアンスによりリス

クを低減し価値を高める事、標準化による技術協力、自由

市場の形成、また R&D で協力体制を作ることが重要であ
る。 
1)SCMについて 
世界的な社会不安、環境破壊等により SCM の危険は増

加している。これらから SCM を守るためにはそれぞれの

ベースを分散化させる必要がある。例えば HDDの SCM
がうまく運営されないとPCの販売やPCの部品が全くだめ
になってしまう。また SCMの海外投資も必要である。 

*ULVAC社….半導体,太陽電池,次世代液晶の R&Dセン
ターを Pyungtekに持っている。 

*東京エレクトロン...半導体のプロセス開発、生産テストセン
ターをHwasuingに持っている。 

*住友電工 ..次世代タッチセンサーパネルの生産を
Pyungtekにもっている。 

*東レ..カーボンファイバー製造ラインを Gumi に持ってい
る。 

2)アライアンスについて 
アライアンスに関しては KEY リソースと結びつくことが大

切である。アライアンスには共同開発、EQUITY、投資、
JV、M&A等色々あるが、技術では IPとライセンス、市場
では新市場、海外市場、新顧客、生産では高品質、高技

能、資本等と結びつくことが大切である。またアライアンス

のリスクを低減し効率を上げるためには投資リスクの 50/50
分散、場所の A、B、Cの分散が重要で効率を上げる為に
は顧客と海外本社では情報の伝達が遅く JV を作ることが
大切である。 

3)標準化について 
標準化の必要性は大きな標準を作り、貿易障壁を除き、大

きな市場を形成するには標準化推進の地域協力オフィス

を作ったり、重点地域を決めて協力活動を推進したり、IP の
制限や法律を改善することが必要である。 
a)スマートグリッドシステムの標準化 
この標準化と協力は顧客、契約の更新、発送電とすべて

のバリューチェーンで行われる。この市場は爆発的に成

長し 2010年の 134tnUSDから 2030年の 870tnUSD
とCAGRは 9.8%である。 

b)無線通信の交信量が通信能力を超えてしまうので次世
代携帯技術の標準化が必要である。この領域の標準化

で大切なのはGHzレベルのRFデバイスとアンテナ、小
セル技術、MtoMの通信技術である。 

c)次世代メディア技術の標準化の為には 3D コンテンツの
制作、メディアフォーマット、ツール、圧縮、転送、ビデオ

コーデック、ストリーミング 3D メディアプレイバック、

品質評価、API 等の標準化が重要である。 Stereo 
scopicから Automultiscopicを経てHolographic3D と
移っていく。 

4)将来のR&Dについて 
政府、業界、学会が共同調査、開発を実行しリスクをシェ

アし市場を創造し、マーケットをリードしていくことが重要

である。新しい成長のエンジンは ECO/エネルギー、
Bio/医療、Nano/新材料があり、新しい IT として
スマートグリッド、クラウドコンピューテング、NGN
がある。 
＜まとめ＞ 
２１世紀の繁栄はアジアから始まる。新しい技

術で新しい市場のパイオニアになる。このためアジ

ア領域が重要な役割を果たすべきでその

KEYWORD はCOLLABORATIONである。 
 
Ｂ） Q&A 
Q: ザインエレクトロニクス（株）飯塚社長  
この20年日韓で大きな差がついた。原因は日本の六重
苦（為替、法人税,雇用制度等）が大きいと思うが、経営面
の違いについて Lee さんが日本人になったつもりで答え
て欲しい。  
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A: 為替が高いということは日本に力があるという事。世界
はもっとひどい。TV、PC、家電は難しいと思うが、日本
には多くの成長市場がある。日本は経営のリーダーシ

ップを高め、デシジョンのスピードを速める必要があ

る。 
Q:元東芝 島さん 
シリコンの次のウエーハ材料は何か？ 

A:パワー半導体は SiCを使う。それ以外は量的にも、技 
術的にも Siを当分使っていく。 

Q:吉澤G.F.JAPAN顧問 
日本のシステム LSIは何を作るべきか？またハード中心
から如何に脱却すべきか？ 

A:産、学、官の緊密な協力が必要。長期のプランも必要。 
またコンセプトの標準化に取り組み、それをインキュ 
ベーションする取り組みが大切。 

Q:名倉東大准教授 
従来日本の企業とサムスンは競争相手だった。色々な標

準化もインテル、IBM 発が多い。この状況で日韓がどの

ような協力関係を築けるか？ 
A：全体的な方向性としては協力関係を構築せねば
ならないが、具体的にどうするかはよくわからない。 

Q:日本シノプシス藤井社長 
日本のシステムLSIは差別化が難しくなってきた。このビ
ジネス拡大をどうすれば良いか？ 

A:今まで日本の特殊要求に会うシステム LSIを作って 
きたが、日本の市場が縮小したので、世界に目を向けそ

の標準化の流れを早く掴むことが大切。 
Q:中塚さん 元東芝 
先端技術に投資できる半導体メーカーが限られ、材料、

装置メーカーが微細化技術を開発してもペイせず半導体

メーカーと共倒れになる。 
A:インテルがASMLに出資したように今後半導体と装 
置メーカーが協力して微細化技術を推進して行く。ま 
た微細化だけでなく、アプリの面からも RFやセンサーを
集積する方向に発展する。 

 
C)記念品贈呈 
牧本理事長より“The Hero of Electronics”と記されたクリ
スタル製の盾が贈呈された。理事長より Lee さんへの感謝
の言葉とともに”これからの日本は”マインドセット”が大切と
のお話があった。 
 
第三部 懇親会及び名刺交換会 
長谷川副理事長の司会、金原顧問の乾杯、羽田諮問委

員の中締めで行われ、多くの参加者が個別に親しく Lee さ
んとお話しすることができた。 
 

             記念品の贈呈 
 

  懇親会及び名刺交換会 
 
第四部 有志による夕食会 
牧本理事長、長谷川副理事長、金原顧問、羽田諮問委

員、島委員、小池サンディスク社長、馬場サムスンJapan副
社長、橋本が参加し、ゴルフ、世代論、男女役割論 ETC な
ど活発な議論が友好的に行われた。 
 

有志による夕食会 
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（1）AWB の開発（1964～66 年） 

1）それは IBM 社の 1 編の論文（＊1）から 

―始まった。その論文は回転ドラム上のスリットの走査

による位置検出を用いたトランジスタ自動組立に関する

もので、折から工場訪問の橋本副社長から「ヤレ！」の

声が掛かる。こうして日立の特研 906「トランジスタ全自

動組立機=AWB (Automatic Wire Bonder)」の開発

が始まった。シリコン・トランジスタの生産が始まって間

もなく、キャン封止の時代であった。 

 

＜図 1 試作した AWB 要部＞ 

2)当然のことながら（時期尚早）-- 

この試みは失敗に終る。しかし収穫はあった。 

①自動組立のサンプル(約 200 ケ)の試作には成功、実用

化には、ボンディング位置検出の確実度が不足（80%前

後）と、課題が明確化した。 

②チップコーティングと多層配線の基本特許が取得出来

た。 

③自動機設計（特に精度設計）に自信を持つことが出来

た。（例えば、チェンで駆動するインライン式インデックス・

ユニットにおいて、約 1kg のパレット 40 ケのステーション

間相互位置決め精度±2μm<測定限界>を実現したなど）  

---特研のメンバーは、課題を抱えながら再びそれぞれ

の持ち場へと散った。 

 

 

 

  ＜図 2 世界初、自動組立トランジスタ（1965）＞ 

                      

（2）次期特研までの谷間（1966～73 年） 

1)SSI の生産ライン立上 

筆者らは DIL-G(ガラス封止セラミック・パッケージ)や

DIL-P(プラスティック・パッケージ)の、後工程設備・冶工

具全般の開発に没頭した。 

2）ここで晴天の霹靂が 

そんなある日、上司が私に RCA 長期滞在を命じた。結

婚して長女が誕生したばかりであり、6 週間の英語研修の

合宿に入る。そして慌ただしく羽田から飛び立って行っ

た。 

3）RCA 学校 

RCA 社半導体事業の中心はニュージャージ州サマ―

ビルにあり、工場はオハイオ州とペンシルベニア州にあっ

た。適宜それらの拠点を回って、日本からの問い合わせ

の調査を行った。ここは各社の出張・滞在者が多く、米国

流の生活への順応も含めて、RCA 学校と呼ばれていた。

米国滞在中一度も「人種差別」を経験しなかったのが一

種のカルチャーショックか。しかしあるカンファレンスのエ

レベータの中で、「ジャパニーズ・スパイ」との呟きが聞え

た。当時の日本は情報のブラックホール、吸い込むだけ

で出てこないと見られていた。私はその後 3 回プレゼンを

行い、自分なりの借りは返したつもりでいる。 

全自動ワイアボンダの開発（日立） 

坂本技術士事務所所長  工博 坂本 雄三郎 
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4）情報集めのコツ 

①カンファレンスでは、「質問」が大切と悟る。 その後面

談、言葉の不自由さをアピールして膨大なソフトコピーを

入手したこともある。 

②当方のデータを持参すると、討論（訪問）チャンスが拡

がった。IBM 社では SLT(Solid Logic Technology)の

East Fishkill 工場の見学が出来た。ガードが堅かった

TI 社のダラス工場では、PIA(Packaging 

Interconnection Assembly)の担当技術者との討論が許

され、数回にわたり訪問した。Motorola 社でも Spider 

Bonding の担当技術者と討論が出来た。 

③彼らは日本での“More Automation”を予見。 

5）米国長期滞在で得たもの 

①IBM社のSLT自動化ラインは気宇壮大で、ニューヨー

ク州全体の機械技術者を集めて完成させたと豪語、エネ

ルギーを頂いた。 

②「自動組立」の第一人者、Bodyne社のF. J. Riley氏に

面会に行く。その論文（＊2）を社内向けに翻訳、「自動機

設計」の体系化を志向した。 

③私事では、サマ―ビルの教会で生涯の親友を得る。妻

からは「2 日に 1 回、手紙を」と約束させられていたが、各

地で絵葉書を買いまくって達成する。帰国したら、知らな

いおじさん？の出現に長女は泣き、長男とは初対面し

た。 

6）帰国後は--- 

再び IC 後工程の合理化を担当、カム式 IC 用半自動

ボンダを開発する。 

＜図 3 カム式 IC 用半自動ワイアボンダ＞ 

最初のボンディング・パッドをマニプレータで位置合わせ

すれば、あとは自動でボンディングする。チップマウンタ

ーには、θ 補正機構を組み込んだので、殆ど手放しでボ

ンディング出来た。このボンダは 100 台程度内作し、ゼロ

戦並みの効果を発揮する。この時のボンディング・ヘッド

は次の全自動ワイアボンダに活用した。 

（3）2 度目、AWE の開発へ(1973～74 年) 

（AWE＝Automatic Wire Bonder with Industrial 

Eye) 

1）再び晴天の霹靂が--- 

 カム式IC用半自動ボンダが稼働を開始した頃、突然、ト

ランジスタの生産拠点・高崎工場への転勤が命ぜられた。

着任の挨拶に行ったら、阿部工場長が「全自動ワイアボ

ンダを開発せよ！(でないと、ボーナスやらぬ)」との厳命

を下す。 

2）なぜ全自動化なのか？ 

①後工程（半自動でも）は前工程の 3～4 倍の人員を要し、

原価低減のネック。 

②女子習熟作業者の確保が生産のネックで、地方や海

外進出が行われた。 

③組立起因の不良が多く、自動化による品質向上が望ま

れた。 

④女性の顕微鏡作業からの解放が望まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 4 以前の組立職場（半自動）＞ 

3)自動化を可能とする条件 

---前回の失敗 AWB 以降に達成された全自動化のた

めのプラス条件を列挙すると 

①ボンディング方法の進化：最適ボンディング加重を加え

る多段加重機構や、テイルレス・ボンディング機構なども

開発、カム式半自動 IC ボンダに搭載した。 

②トランスファ・モールド化：キャン封止がトランスファ・モ

ールド化され、ハンドリング性、位置決め性などが格段に

向上した。 

③ボンディングの解明：ボンディングの金属学的な挙動が

解明され（＊3）、Bondability の管理も実施されるように

なった。 

④チップコーティング： AWB 開発の際に特許を出願、

AWE開発時に実用化され、基幹技術となった。製品の信
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頼度向上にも貢献した。                 

⑤自動機械設計手法の確立：ほぼ体系化が出来た。特

に精度設計については、工作機械などの加工点（Tool 

Point）の考え方を導入、また機構的な誤差拡大率をゼロ

に近づける「精度鈍感設計」なる概念も導入した。（＊4） 

⑥機械式全自動ワイアボンダの実用化:多層配線によりボ

ンディング領域をアクティブエリア上に拡大した中出力

TRS（チップサイズ 0.6×0.6ｍｍ）では、機械式自動ワイア

ボンダ：AWM(Automatic Wire Bonder Mechanical)を

実用化した。 

⑦前工程の自動化と高精度化：中研の協力を得て

PAS(Pellet Automatic Sorting System)を完成させ、良

品チップを区分してテープ上に貼付けた。このテープを

ハンドリングの媒体とし、自動チップ（ダイ）マウンターへと

つなげる。チップのマウントには、チップの位置決め機構

を開発し、上記 AWM の前工程に用いた。このようにワイ

アボンディングの前工程を一貫自動化し、かつ高精度化

した。 

⑧残された最後の課題: 

全自動ワイアボンディングの実現に残された最大の課

題は、チップ上のボンディング位置を、高精度で確実に

検出する手段の開発であった。必達を目指して、中研と

生研（生産技術研究所）の双方に自主研究を依頼した。 

 

（4）AWE の完成 

１）再度の特研（H3316）： 

①1973 年の春、中研研究発表会の席上、実験装置が展

示された。原理的にも優れたものと確認出来、再度の特

研(H3316)へとつながった。 

②AWB から AWE へと捲土重来を期して集まったのは、

中研主任研究員・江尻正員（特研主任研究者）と、高崎工

場生産技術部主任技師・坂本雄三郎（副主任研究者）ら

のグループであった。当時の半導体事業部技師長故明

山正元博士の指導や設備開発部主任技師・鈴木純氏の

助言なども得た。各分野の錚々たるメンバーによる意思

決定には、それなりの苦心もあった。 

2）開発方針： 

世界中に Model は存在せず、2 度目の失敗は許され

ないので次の方針で臨んだ。 

①不確定要因は排除し、次善の策を取る。 

②実績のあるカム式 IC 用半自動ワイアボンダのボンディ

ング機構を採用した。 

③位置検出とボンディングの 2 ステーション方式とし、位

置検出用顕微鏡の Working Distance 問題を解消、熱

影響も排除した。2 ステーション化による位置決め精度は

「Functional Location=機能的位置決め法」により確保

した。 

3）設計と製作： 

研究・開発的な要素は殆ど事前に解消されたので、当

初から設計に入ることができた。設計は工場側の図面等

をベースとして、中研試作部にて設計・製造された。回折

格子加工用ルーリング・エンジンを完成させた中研試作

部の力で、早期に完成し試運転に入ることが出来た。 

4） 製品の試作・評価と量産適用： 

  1973 年 12 月、中研で完成した AWE は工場に搬入 

し評価を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 6 完成した AWE> 

適用トランジスタの試作・認定を行い、品質保証部から合

格認定を得て、1974 年 9 月から量産適用を開始、同時に

設備台数の増強を行った。 

 

（5）AWE の評価 

1）足掛け 10 年、2 度目の挑戦で AWE を完成させたが、

世界初の全自動ワイアボンダであった。この技術は後 IC、

LSI にも適用され、世界的な標準となった。技術導入から

スタートした日本半導体産業の世界的な貢献の一つと考

図 5 部分パターンと同じパターンのノイズは少ない。

また２個所の検出に９パターン→検出確率を向上 
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えられる。 

＜図 7 AWE で組立てたトランジスタ＞ 

2）AWE を実生産に適用した結果、当初目標とした次の

項目を達成した。 

①組立工数が大幅に低減 

②組立は自動機職場へと変貌、生産の増減も容易に 

③女子作業者を、厳しい顕微鏡作業から解放 

④製品品質が大幅に向上（100→10ppm） 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 8 不良率の推移（自動化の前後）＞ 

3）上記の結果を 1977 年 5 月、ECC（Electronic 

Components Conference）にて報告した。（＊5）「米国

ではパーセントで管理している不良率を、日本では ppm

で管理」との指摘も出、その後米国の品質活動に影響を

与えたと考えている。 

4）チップコーティング技術を実用化したが、その後多層

配線技術へと発展した。 

5）この開発において、自動機械の精度設計原則を確立し

た。同時にボンディング位置検出のため開発されたパタ

ーン認識技術は、その後ロボットの目として広く産業界に

用いられるものとなった。 

6）社外表彰 

日立の受けた関連社外表彰を記す。 

①1975 年；機械振興協会賞（パターン認識技術を用いた

全自動トランジスタ組立装置） 

②1978 年；日本産業技術大賞（内閣総理大臣賞/視覚認

識を用いた LSI 自動組立システム） 

③1983 年；半導体装置の製造方法（チップコーティング）、

関東地方発明奨励賞 

④1984 年；パターンの位置検出方法、関東地方発明奨

励賞 

 

（6）AWE による実生産 

1）3 度目の晴天の霹靂 

AWE が完成して、ボーナス 2 倍は頂けなかったが、製

造部長を拝命する。機械化職場で、自動機械の分る者と

言うのがその理由であった。 

当時、全く現場を知らなかったので、何事も新鮮であっ

た。現場で以下を実施した。 

①メンテ Gr．の育成強化（直接員の 10%超） 

②TPM 導入（日立全社で初めて） 

③多種変量変速生産ラインへのかんばん適用 

④予測型生産管理システム（＊6） 

2）反省 

①AWE 完成の返す刀で、抜本的な見直=DR を進めて

いれば、--更なる特許取得も！ 

②自動機械に関する現場管理者や設計者に対するイン

ストラクションの整理は、これからの課題としたい。 

 

以上 
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1.はじめに 

2012年 7月 4日（水）日本経済新聞の社説に「半導体
の再生は内向き体質の克服から」という記事があり、ルネ

サスの経営再建策で、国内9工場の閉鎖、14,000人強の
人員削減を実施すると記載されていました。さらに、ルネ

サスの業績は前身企業から数えると 7期連続で最終赤字
が続き、一方、国の税金で経営支援を受けたエルピーダ

は経営破綻、会社更生手続き中で米社の傘下に入ると報

道、構造的な問題に立ち向かう必要があると述べている。 
一つは日本の半導体産業全体に共通する内向き体質

の克服、もう一つは生産の自前主義が問題と指摘してい

ます。 
果たして、課題はそれだけで解決でしょうか。先ず、半

導体産業はグローバル産業の代表で、既に、生産も市場

（販売）も特定の地域に限ることはできません。顧客層が

国内の家電メーカー、NTT などに限定されていると指摘
していますが、日本の民生機器メーカーはとうの昔に、生

産も、その資材購入も提携先（現地）に依存しています。

また、その民生機器メーカーを代表する Sony ､
Panasonic が赤字体質から抜け切れない状況を見ても、
解決案にはならないと考えます。 
また、生産の自前主義については、ルネサスが結成さ

れる前、およそ 10 年近く前と記憶していますが、経産省
が、「日の丸ファンドリー」を提案しました。国内の主要半

導体メーカーが、前工程への巨額な投資を共同の会社で

行い効率化を図る、各社は設計、製品企画に注力し、世

界の半導体メーカーに対抗できるようにすると言うも

のでした。 
この構想は、経産省の音頭取りだけで終わりまし

た。日本の半導体メーカーの何人かに、この構想に

ついて話を聞きましたが、否定的な回答で、その背景

には、「最先端の大口径ウェーハ・ファブと最先端微

細加工で､その工場をフル稼働させるために､何を作

るのか？」が回答でした。TSMC のビジネスモデルを
コピーするような提案でしたが、その時、既に、日本

の半導体メーカー各社は、TSMC と同様な生産規模
を維持できる体制になかったと言えましょう。政府の

干渉は、これに留まりません。 
1996 年に設立、半導体先端技術の共同開発を目
的にした「株式会社半導体先端テクノロジーズ

（Selete）」は国内の主要半導体メーカー11 社が参
加、数百億円の年間予算を用意したが、2011年 6月
解散をしている。その他、独立行政法人がプロジェク

トリーダーとなった「半導体 MIRAI プロジェクト」など、数
知れない政府指導の「コンソーシアム」がありますが、明快

な効果は不確かです。 
この点では、日経本紙の言う「各社の自前主義」と言う

指摘は、当を得ていると申せるかも知れません。さて、改

めて、日本の半導体メーカーの再生は可能でしょうか？ 
 
2.1980年代世界をリードした日本の半導体産業に何が？ 

1994年 12月 2日の「日刊工業新聞」戦後 50年の特
集「半導体」の中で、日米貿易摩擦の経過が詳細に語ら

れています。半導体戦争は日米間の貿易摩擦の一環で、

繊維、鉄鋼、そして自動車など一連の摩擦の犠牲になっ

たともいえるもので、USTR が政府間で取り交わされた
｢サイドレター」の中を開示するまで､海外のシェアを 11%
から 5年以内に 20%にする数値の目標値があったことが
産業界に知らされていなかったこと、さらに、販売価格か

らダンピングを判定するために、企業秘密である「コスト関

連資料の提出」まで盛り込まれていたこと、幾つもの常識

を超えた内容となっていることが、関係者から吐露されて

います。そして、「役人のやることは今も昔も変わらない。

その結果、利害を受けるのは産業界であるという点も変わ

っていない」とも。1993年には、世界市場における半導体
全体の日米の立場が逆転、その間に、韓国、台湾が世界

の市場で着々とシェアを伸ばしてきたことも全くの事実で

す。この時すでに、1986 年 80%近くあった日本メーカー
の DRAM シェアも 50%を切る段階まで落ち込んで
いました。 

 

海外の目で見た日本の半導体産業
半導体再生は可能でしょうか？ 

TCI 株式会社  圷 昭二 

図 1 DRAMの国別/地域別シェア推移 
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更に、日米間の貿易摩擦を回避するために、当時の通

産省はあらゆる緩和策を講じました。1980 年代終盤から
1990年代末まで、ほとんどの主要半導体輸入商社は、毎
年何社かが「輸入貢献企業」として通産大臣賞表彰を受

けています。更に、表彰対象を増やすために「INSEC」
や、関東、近畿など地域の「通商局長賞」まで枠を増や

し、驚くべきことに、主要米国メーカーの日本法人、日本

TI、日本モトローラ、日本 AMD まで通産大臣や INSEC
の表彰を受けています。こうした表彰活動は 1998 年（平
成 10年）まで続きましたが、その時、既に韓国メーカーの
世界におけるDRAMシェアは日本を追い越しています。 
勿論、こうした政策だけが日本の半導体産業を困難に

させたとは申せません。半導体産業そのものが、「代表的

な装置産業」と理解しています。さらに、微細加工技術の

ベースにはステッパーがあり、日本には一時世界市場の

70～80%を持つカメラメーカーが存在しました。こうした企
業に日本の半導体産業が支えられ成長して来たと同時

に、ノウ・ハウがいっぱい詰まった装置が海外に流出して

いることは見逃がせない事実と考えますが、如何でしょう

か。ご高承の通り、UCOM は 1999 年 9 月、そして
INSECは 2000年 3月に解散しています。 
種々の意見が新聞、雑誌などで、言われています。代

表的な意見は、大きくは、日本型事業モデルが世界のス

ピードに追い付かない、ビジネスの枠組みを変えるべき事

業の戦略転換点を見逃している。そして、特に半導体産

業に関しては、日本の技術偏重主義の問題、その技術

が、アジアを中心とした競合各国へ流失したこと、ファンド

リーとの協業が一般的の中で、設計、生産の切り離しが出

来ず、自前主義に固執、そして、景気の後退に伴う先端

技術への投資機会を失ったこと等などの意見である。果

たして、その通りでしょうか。 
 

3.半導体産業の黎明期から 
米国のコンピュータ・メーカーからのライセンス契約でシ

ステムの構築をしていた 1960 年代後半から、私は､半導
体産業の黎明期に､この産業に入り､Motorolaで仕事をし
てきました。 
シリコントランジスタから ICへ、TI社のTTLシリーズが
世界標準となり、MSIからLSIへ、そして 8Bitのマイクロ
プロセッサの発展期（1975年）にMotorola社を退社、日
本には無い、作られていない、特殊な海外半導体の輸入

販売会社日本テクセル株式会社をスタートさせました。そ

の後、海外の半導体メーカーとの合弁企業を数社立ち上

げ、中国のアナログファブレス企業、CSMC（香港の証券
市場に上場していたが、China Resource の資本参加を
契機に私企業に戻る）の社外役員、そして現在はLEDの
Driver などの Analog IC のファブレス企業（米国、
NASDAQ上場）の社外役員を務めています。図2はご存
じ「ムーアの法則」ですが、私がこの世界に入ったのが、

1965年、Intel社が設立される数年前です。 

その間、日本と米国のビジネスの違い、テクノロジーの

格差、品質に関する問題とそれに対する取り組み姿勢の

違い、発展期の日本の半導体各社の活躍ぶりなどを見て

きました。 
産業の歴史については、SSIS の歴史館に詳細に書か
れているので、ここでは、その経過を海外の半導体メーカ

ー、海外半導体の輸入販売を通した経験に基づき、特

に、日本の半導体メーカーの抱えた課題は何だったのか

を率直に述べさせていただきます。 
 
4.1960年代の半導体産業と政府の関与 

1960年代は、歴史的に大まかに捉えれば、市場をリー
ドしていたのは米国メーカー、日本の半導体産業は技術

的な足固めの時代だったと申せましょう。SSIS の HP で
も、「日本の半導体メーカーは、米国より技術を導入する

一方、独自で開発、量産を積極的に推進した」と述べてい

ます。電卓や民生機器などに積極的に半導体が使用され

ましたが、その大半は米国製、またはヨーロッパなど海外

製だったと申せましょう。ＴＩ、Motorola、Fairchild など俗
称「御三家」が大幅に市場シェアを獲得していました。 

1960年代後半から 1970年代、そして 1980年代にか
けては、政府が日本のコンピュータ､半導体産業に大きく

関与した時代と申せましょう｡ 
先ず、政府は、輸入半導体に対し、高額な「輸入税」を

かけ、更に、集積度の高い製品には「輸入制限品目」とし

て認可制を取り、国内 IC メーカーを支援しました。さら
に、「電算6社」に対しても、積極的な支援を行い、産業育
成を旗頭に超高性能電子計算機研究組合を設立、コンピ

ュータ・メーカーであると同時に半導体メーカーだった主

要 6 社がこのプログラムに大きく支援されました。当時
「官」だった電電公社もこのプログラムを支援、「DIPS」向
けの開発支援金（補助金）は巨額であり、ハードウエアを

担当した日本電気、日立製作所、富士通には高額な費用

（助成金）が支払われ、関連企業は潤沢な利益を得てい

たと理解しています。電電公社はこの DIPSアーキテクチ
ャを指定することで、海外コンピュータ・メーカーを締め出

し、日米貿易摩擦の重要な争点の一つとなっています。 

図 2 ムーアの法則 
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5.政府･通産省の関与の功罪 

先ず、この政府丸抱えの支援が、日本全体の産業構造

と、その健全な育成を歪めたのではないかと思われます。

当時の政府、通商産業省は、国産製品優先としましたが、

同時に、海外半導体メーカーの日本進出にも注文を付け

ました。TI が、日本での生産（工場設立）を申請した時、
日本企業との「合弁」が条件でした。結果として、半導体メ

ーカーとしては必ずしも優位な企業と言われない(失
礼)Sony と縁組、政略結婚と椰楡されました。 

Motorola とアルプス電気、Fairchild と TDK の合弁
も、全て、長期的な存続企業とはならず、合弁企業を解

散、半導体事業から撤退をしています。通産省の政策は

大成功、一方、各大手電機、半導体メーカーは、大きな借

り（？）を作ったとの考えは誤りでしょうか。 
もちろん、海外のメーカーには、アンフェアな政策と映

ったことは間違いありません。こうした通商産業省方針と

指導が、後に海外メーカー(実際には日米国家間)との「半
導体戦争」に発展した時、国内関係企業に対する必要以

上の締め付けとなり、自由な競争を困難にさせたのでは

ないかと考えられます。政府指導で、非常に短期間に世

界の覇者になったこと、技術の優位性が背景にあると考え

たこと、瞬時も油断が出来ない産業であることに対し、お

そらく、通産省も、そして日本の各半導体メーカー（同時

に最大の外国製半導体ユーザです）は､『多少の譲歩をし

ても、追い越されることはない』と考えたのではないで

しょうか。 
私が Motorola で働いていた時、沢山の日本企業（当
時はコンピュータ・メーカーとしての「顧客」でしたが、訪問

される方は、半導体事業部の方々でした｡）が工場見学を

しました。案内するときに私は、ツアーできる場所、何を見

せるかはその製品部門長の認可が必要で、厳しく管理さ

れていました。それでも、見学者には学ぶものがあったと

話されていることを考えますと｛油断｝は禁物でした。 
 

6.1970年代から 1980年代半ばまでの産業の経過 
大まかに、1970 年代は日本の半導体産業が目覚まし
い発展を遂げた時期であり、政府は 1974 年、IC の自由
化に踏み切りました。政府主導で、日本の主要 IC メーカ
ーを参加させて「超 LSI 技術研究組合」をスタート、これ
に対し米国では SIA（米国半導体工業会）を設立（1977
年)、1980年代半ばの「日米半導体戦争」へと突入する激
動の時代でもありました。日本の半導体各社は、得意の高

品質を売り物に、大きく市場シェアを伸ばし、特に、

DRAM では、米系半導体メーカーを抜き、1986 年には
世界トップ 10社の内 6社までが日系企業で占められるま
でに大発展を遂げました。 
その頃のシリコンバレーは、1957年に設立された

Fairchild社から、National Semiconductor社(1967)
が生まれ､Intel（1968)がスタート、翌年AMD(1969)がス
タートしています｡1970年代以降になってもベンチャー企

業の勢いは落ちず､Synertek(1973)､Zilog(1974)、
VLSI Technology（1979）､LSI Logic(1980)、 
Cypress（1983)、Xilinx(1984)、Cirrus Logic(1985) 
など後世に名を残した会社が次々と産声をあげていま

す。（図 3 Fairchildをルーツとする企業） 
日米の競争の構図は、こうしたスタートアップ企業と、一

方では、半導体のみならずコンピュータなどを同じ事業体

の中に持つ、日本の「総合電機メーカー」との競争でもあ

ったと考えます。半導体と言う特殊な、そして巨額の投下

資本が要求される企業と、コンピュータから家電まで持つ

総合電機メーカーの体力勝負です。後日、日本は、半導

体事業の、本体からの切り離しが遅れたとの批判はありま

す が 、 当 時

は 、 企 業 規

模、投資能力

から考えても、

日本側各社の

方が有利な点

があったことは

否めないでし

ょ う 。 私は 、

1975 年以降、
日本市場を開

拓するというア

プローチで、こ

うしたスタート

アップの殆ど

の企業を訪

問していま

す。 
 
7.日米貿易摩擦に対する対応の問題 

1988年、日本の輸入半導体商社は、DAFS
（Distributor Association of Foreign Semiconductor）
を設立しました。これは、政府関連の要請ではなく、むし

ろ SIA(Semiconductor Industry Association)からの
要請に近いものでしたが、背景には日米間の半導体戦争

がありました。 
確かに、日米半導体戦争は熾烈でした。SIA は日本製
品のダンピング訴訟を起こし、米国商務省は当時の通産

省に対し、海外（実際には米国）製品の市場シェア拡大の

ための具体策を要求、主要各社に、月次の外国製半導体

購入実績報告を要請したと理解しています。瞬時の油断

も許されない半導体産業に対し、政府も、また EIAJ を中
心とした主要電機メーカーも、この対応に終始した時期が

あったこと、本来の企業間の競争が疎かになったのではと

の懸念は拭い去れません。政府の功罪の内の「罪」の部

分とみています。私は、設立当初から DAFS の副会長で
した。EIAJの設立したUCOMの要請で、DAFSは、 
米国California州 Santa Clara市で、比較的社歴の浅

図3 FAIRCHILD をルーツとする企業 
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い地元の半導体スタートアップ企業を対象に、「如何にし

て日本市場に半導体を売り込むか」（How to Market  
Foreign  Semiconductors in Japan）と題したセミナー
を開催しました。同様な講演・セミナーは東京の米国大使

館でも行いました。これは米国大使館 DOC（商務省）の
後援でした。参考までに、当時使用されたセミナー資料

（小冊子）を紹

介します（図

4）。 
また、当時、

如何にして外

国製の半導体

市場シェアを

拡大させるか

の 課 題 に

DAFS は当時
の通産省担当

官と月次の昼

食会合を持っ

ています。政

府として真剣

に課題に取り

組んでいたの

でしょうが、こう

した経過、状

況は、日本の

各社に、通常の競争以上の困難な対応が求められた時

期といえましょう。アジア各地（台湾、韓国）の競合メーカ

ーの台頭は、この頃から始まっています。 
 
8.日本の半導体企業の本質的な問題 
日本の半導体企業全体にいくつかの課題があったと考

えます。先ず、「製品ミックス」です。確かに、日本のメーカ

ー各社の業績は大幅に上がりました。しかし､軒並み､ほと

んどのメーカーが DRAM に集中､各社共通の仕様で供

給する製品として、最先端のデザインルールで、シリコン

そのものを販売する形態に、供給者のうま味はないと考え

られます。1987 年、私は「日経エレクトロニクス」の依頼
で、汎用標準品の外販市場が鈍化すると考え、「基本的

な構造変化に直面する IC産業 (図5)」と題した論文を投
稿しました。そこで想定した市場展開に至るまでに若干時

間がかかりましたが、①利益なき繁栄の時代が来ること、

②脱メモリの事業体制が必要であること、③チップというハ

ードウエアから、そこに搭載したソフトウエアのビジネスに

移行する・・・と述べたことは誤っていなかったと考えてい

ます。おりしも、日本の半導体産業が DRAM で世界のト

ップに躍り出て、世界一を謳歌していた時期（1987 年）で
した。その後の世界の DRAM シェアを見れば、メモリ一

辺倒がどんな課題を秘めていたかは明らかでしょう。10年

後（1998年）には韓国に追い抜かれ､2002年には、アメリ
カ、台湾にも遅れをとり、最下位に転落しました。 
次の課題は「事業の収益性」です。金食い虫の半導体

産業です。嘗て、シリコンサイクルと呼ばれ、オリンピック

の年にのみ利益が取れる事業といわれた産業、個々の事

業の収益が大切なことは申すまでもありません。図 6 は、
2006 年に同志社大学湯之上隆先生が書かれたディスカ
ッション・ペーパー（Discussion Paper）「日本半導体産
業のコスト競争力に関する－考察」のグラフです。この日

本メーカーの低収益体質は、DRAM のコストと信頼性に

ついても明らかです。日本製の DARM のマスクセットの

枚数が外国製のDARM と数枚の差があることは承知で、
生産コストより信頼性を優先させ生産をしたと記憶してい

ます． 
余談ですが、私が知る限り、海外のメーカーは、高い市

場占有率を持っていても、製品のコストには非常に神経

質でした。技術革新が速く、特にコモディテイ（汎用品）は

Penny Saving（1 個当たりの生産コストを１セント下げる
こと）を合言葉に、徹底して、生産コストを管理していたと

思います。ご存じの方も多いでしょう。 
さらに外部から見た問題点として「技術、信頼性に対す

る固執」があります。上記でも述べましたが、日本の製造

技術は、他社に真似ができないもの…との考えが強すぎ

たと思います。嘗て、台湾、韓国が半導体に本腰を入れ

始めた時期に、日経エレクトロニクスがアンケート調査を

行いました。「果たして、彼らは世界の主要プレーヤーに

なれるか」というものです。当時の日本メーカーの殆どが

「日本の技術レベルには到達できない。無理｡」…でした。

その時私は「装置が製品を作っている。可能と思う｡」と答

えました。日経エレクトロニクスは「圷は金を払えばできる

…と言った」と乱暴な表現にしたために、日本メーカーの 
各社から袋たたきに遭いました。その時、すでに、彼ら（台

湾、韓国）は日本の企業の数倍の台数のステッパーを日

本のメーカーから買っていました。私は台湾の半導体第

一人者と合弁企業をやっており、韓国はともかく、当時、 

 図5 日経エレ 1983.3 
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既に、かなりの TSMC、UMC などの情報はありました。
同様に、TTL 全盛の時に、セカンド・ソース製品は、先行
するメーカーの商品とコンパチブルが常識でしたが、平気

で自社独自の仕様にこだわり、製品が市場に出回らない

という話までありました。この業界では論外です。 
 
9.日本の半導体産業の再生は可能でしょうか？ 

（まとめ） 

さて、今後の課題です。ここでいう「再生」とは、嘗ての

様に世界をリードできる産業規模、それを支えるテクノロジ

ーを維持、育成できるかという事です。冒頭にお見せした

「ムーアの法則」、更には Intel 社のプロセッサの性能傾
向を見る限り、シリコンをベースとした半導体の微細加工

が限界に近づいていることは否めません。(図 7) 
今日まで半導体の技術革新、すなわち集積度向上、そ

れによる高機能化、高速化、低価格化、低消費電力化な

ど、すべての利点が微細加工によって進められてきたこと

はご承知の通りです。この状況は、これまで産業の活性化

の基盤となっていた「技術革新」を大きくスローダウンさせ

ると考えられます。また、仮に「シリコン・フォトニクス」など、

代わりとなるテクノロジーが考えられるとしても、現在のシリ

コンをベースとした産業形態が容易に、短期間で構造変

化が出来るとは考えられません。これは、現在の世界の産

業の力関係が、嘗ての様に「抜きつ・抜かれつつ・・・」の

競争関係にはならないと考えるべきでしょう。 
また、日本のマーケットですが、嘗てのSonyのウォーク
マン、今回の Appleの iPhoneなど、市場を全く変える革
新的な商品は、容易には誕生しにくい環境と考えるべき

でしょう。日本の民生機器産業は、既に、生産を海外の競

合企業に委託するなど、「死に体」に近い状況であり、日

本の半導体産業の再生を支える顧客とはなりえないと考

えます。このことは、秋葉原での白物家電の売り上げが、

既に、5 年以上も前から日本製品ではなく、韓国などアジ
ア地区の海外製品になっていた状況を考えても、容易に

推察できたと考えます。 
既に、長期間にわたって半導体市場に君臨した

「Wintel」（Intel＋Microsoft）は、PCがスマートフ
ォンに移行する流れに沿って、「Network 
Processor＋グーグルなどの携帯端末ソフト」に変
化しつつあり、シリコンのハードウエアはスローダウ

ン、代わって、今後はさらにアプリなどソフトウエア・

ビジネスが拡大するものと見込まれます。こうした状

況を見る限り、「日本の半導体産業の失地挽回」の

余地は極めて狭く、困難と考えますが如何でしょう

か。 
以上、率直に産業の経過、現在のマーケット、競

合状況、更には今後の見通しについて述べさせて

いただきました。日本の半導体産業の復活は、全

ての関係者が切望するところであります。しかし、願

望と、現状分析は混同すべきではないと考えます。

もし、世界の産業の動向、マーケット、競合の動き、評

価に誤りがあれば、取り返しのつかない結果を招きま

しょう。現状は、そうした積み重ねの結果と見ること

は誤りでしょうか。 

 
＊＊＊＊＊ 
この寄稿文は、2012年 8月半ばにはシナリオを完了、
印刷待ちとなっていました。しかし、8 月 29 日、ルネサス
に関し衝撃的なニュースが流れました。『米投資ファンド

KKR は、ルネサスの第三者割当増資を 1,000 億円で引
受け、経営権を取得する方針。NEC、日立、三菱電機の
株主3社と主力取引銀行に28日、出資案を提示、発行済
株式の過半を年内にも取得して、経営再建を主導する方

針。』と言うものです。ルネサスは従業員14,000人の削減、
国内 9 工場の売却、閉鎖の改革を進めており、現経営陣
のリストラ実行力が不安視されれば、経営陣刷新を検討

する・・・とも。既に、国内唯一の DRAM メーカー、エルピ
ーダは外資の傘下に入ることが伝えられる中、もし、ルネ

サスが報道通りの経過を踏むとすれば、国内の半導体産

業は壊滅的な状況に陥ると思われます。 
＊＊＊＊＊ 
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私の絵画人生 

[1] 私の仕事歴について 

1995 年 4 月私は社命によりシンガポールに赴任し

た。当時、アジアは半導体の主市場になりつつあった。

アジア地域の顧客ニーズを現地で技術対応するために

シンガポールに設計会社を設立するためであった。私

は関係者の援助の下、1995 年 9 月、日立マイクロシス

テムズ・アジア社を設立して同時に社長に就任した。私

は設立したばかりのシンガポール設計会社を「アジア設

計センター」にして、その下に中国市場を担う「香港支

社」、パソコンのメッカとして急成長を遂げつつあった台

湾市場を担う「台北支社」、そして、東南アジアの市場を

担う「マレーシアペナン支社」を同時に立ち上げた。そ

の後、1997 年にインドのバンガロールに組み込みソフト

を担当する「インド支社」を立ち上げた。 

2002 年 10 月に帰国するまでの 7 年半にわたって、私

はアジアにおける半導体事業の成長とともに日立製作

所半導体事業の担い手として力を尽くした。 

私は 1964 年に早稲田大学理工学部応用物理学科

を卒業して日立製作所中央研究所に入社した。中央研

究所では「制御用コンピュータ」、「高信頼性マルチプロ

セッサシステム」等の研究をした後、1974 年から「マイコ

ンアーキテクチャ」の研究をした。その後、1984 年に日

立製作所半導体事業部に移り、日立のマイコン設計の

先頭に立って仕事をした。当時の日本の半導体メーカ

ーは競争意識が強く、国内の競争他社はもちろんだ

が、海外のメーカーにも誇りと自信を持って立ち向かっ

ていく気概があった。 

私はシンガポールから帰国した 2002 年 10 月に日立

製作所を定年退職した。そして、インドのバンガロール

市にアナログ IC 設計会社（Mandate Chips and 

Circuits Pvt Ltd）をインドの友人と立ち上げて現在に

いたっている。 

[2] 私の家族 

私は 6 人兄弟（男 5 人、女 1 人）の末っ子である。父

は音楽教師であったが、高松を振り出しに、東京、朝鮮

（現、韓国）、愛媛、香川というように学校を転々と移った

ため、家族は父の転勤に伴って何回も大移動を繰り返 

 

 
した。終戦は朝鮮で迎えた。私が 5 歳のときである。父

は現地に残り、母が一人で 13 歳～5 歳の子供達の手を

引いて釜山から山口県仙崎港に引き揚げたのが昭和

20 年 12 月だった。食料はもとより、一枚の毛布もなく、

仙崎の焼けあとで野宿をして生き延びたことが、生々し

い記憶として脳裏に残っている。写真 1 は戦時中（昭和

18 年）両親と撮ったただ 1 枚の写真である。 

私は昭和 21年、愛

媛県八幡浜市で小学

校に入学したが、八

幡浜は瀬戸内海をい

ただく漁港の町で活

気があった。また、伊

予みかんの産地でも

あり、初夏には山の

斜面には「真っ白な

花 を つ け た み か ん

畑」が広がった。私の

人 生 の 原 風 景 で あ

る。父の指導で兄弟

で合唱した「みかんの花咲く丘」「鐘の鳴る丘」「峠の我

が家」などの旋律とハーモニーが家族、兄弟の絆になっ

た。食料も物資もない時代だったが私の周りには沢山の

家族愛と幸福があった。 

両親は子供達を全員大学にやるために昼夜を問わ

ずに働き続けた。私はその後ろ姿を見て育った。 

中学の頃までに私の人生観や人間としての心の基礎は

出来上がったと思っている。 

その後、父は 55 歳で音楽教師を辞めて水墨画の画家

に転身した。本来、父は音楽よりも絵画のほうに大きな

才能があったのかもしれない。母が 72 歳で死に、父は

92 歳の人生を閉じるまで一人で水墨画家として人生の

最終章を生き抜いた。 

私は今年、母が亡くなったと同じ 72 歳になる。父の生

き方を心の鏡に映しながら人生を生きている。 

現在、家族は義母と家内と 2 人の娘夫婦、3 人の孫の

合計 10 名である。いたって健康で幸せなり。 

写真-1  昭和18年両親と一緒に

 

会 員 

喜田祐三 
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[3] 絵との出会い、私の師匠達 

私に絵の才能があったかどうか分からないが、小学生

の時からとにかく、絵が好きだった。 

父の影響もあったが、私は大学生時代から時間があれ

ば美術館や町の画廊に出かけて自分の好きな画家の

絵を眺めるのが好きだった。社会人になって私が油絵

を描きたいという衝動に駆られたのは二人の画家の展

覧会を観たときである。その一人は小出楢重、43 歳で

亡くなった日本洋画界の天才画家である。もう一人はフ

ランスの画家、ピエール・ボナールである。 

近代美術館か西洋美術館だったか記憶があいまいだ

が、この画家の展覧会を観て衝撃を受けた。 

絵の三大要素（構図、色彩、マチエール）に限りない魅

力があり、暫く絵の前から動けないほどの強烈なインパ

クトであった。 

早速、新宿「世界堂」で油絵の道具一式を購入して描き

はじめた。私が 34 歳のときである。 

私に影響を与えた、もう一人の画家がいる。彼の名は

「森田義男」、八王子に在住する天才画家である。私が

知る限り、森田義男に勝る油彩画家は現在いない。ちょ

っとしたきっかけで、私は森田画伯のアトリエに日曜日

ごとに入り浸って彼の制作する姿や筆さばきに見入っ

た。彼の教えの一つが「筆あと（マチエール）は画家の

心」という言葉である。キャンバスに残った筆跡は画家の

心であり能力の証なのだ。小出楢重、Ｐ・ボナール、森

田義男、以外にも私が影響を受けた画家は沢山いるが

森田義男の影響が一番大きい。 

[4] 私の絵画歴 4 つの時代 

私は 34 歳の時に油絵を描き始めて今年で 38 年にな

る。作品のスタイルや色調は時代とともに変遷するが私

は自分の作品を眺めて 4 つの時代に明確に分かれると

思っている。 
その 4 つの時代を作品を見ながら解説したい。 

(1) 第 1 期(1974 年～1983 年) 

私は誰にも絵を習わず、誰にも文句を言われずに自

分の好きなように描き

始めた。強いていえば、

小出、ボナール、森田

が師匠であり、描こう

とする自然や街並みや

静物が私の師匠といえ

る。キャンバスの上に

太い筆で絵の具をグイ

グイと塗り込んでいく。 

デッサンも写生もあっ

たものではない。何の基礎（デッサンや理論）もない素

人が感動しただけで力任せに描くのである。いい絵が

出来るはずがない。し か し 、 魂 か ら 叫 び の よ う な

       
        作品-2 北茨城大津漁港 

エネルギーを感じながら描いていく。作品 1 は 1974 年

に私が描いた最初の作品である。千葉県銚子市に近い

外川漁港、寂れた漁村の寂しさと嵐が来そうな外房総

の風景だ。作品 2 は感動だけで描いた「北茨城大津港」

の風景だ。この時代は荒削りの怖いものなしの時代とい

えよう。色彩的には茶系統の時代である。 

(2) 第 2 期（1984 年~1994 年） 

人間 10 年も絵を描き続けていると、少しは自分でも勉 

強できる。描くよりもよい作品を観ることのほうが大事だと 

森田義男に言

わ れ て 、 よ い

作品をものす

ごく観た。マチ

ス、マルケ、ル

ノ ア ー ル 、 モ 

ネ、マネ、セザ 

ン ヌ 、 デ ュ フ

ィ、ルオー、パ

ス キ ン 、 ゴ ッ

ホ 、 ブ ラ マ ン

ク 、 ヴ ィ ヤ ー

ル、スーチン、

日本では梅原

龍三郎、小糸

源太郎、中川

一政、児島善

三郎、長谷川

利行、田村孝

之介、佐伯祐

三、等など、 
 

作品-1 千葉外川漁港 

 

作品-3 伊豆宇佐美漁港 

 
作品-4  風強まる（芝浦埠頭） 
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私が好きな油彩画家の作品を漁って観るようにした。そ 

の中から私なりに自分の感性や制作に対する考え方を 

確立していった。まず、絵は自分の個性を映し出す鏡で 

ある。すべての絵は画家の個性を反映していなければ 

ならない。ここでは 2 枚の作品を紹介する。作品 3 は「伊 

豆宇佐美漁港」、作品 4 は台風直前の芝浦埠頭「風強 

まる」である。この 10 年はブルーが基本色調の時代で 

ある。 

（3) 第 3 期（1995 年~200２年） 

1995 年にシンガポールに住み始めて、常夏の国、白い

壁と赤い屋根のコントラスト、街中に咲き乱れるブーゲン

ビリアの花、海と空のブルー、砂浜の白、夜になるとオ 

ーチャードロード

に出現する不夜

城。とにかく強烈

な色彩、構図が

街にあふれてい

る。私は仕事の

傍ら油彩画を沢

山制作した。 

そしてシンガポ

ー ル 在 住 中 （ 7

年半）に 3 回の個展を開いた。シンガポールの人々は

国境を越えて私の個展開催に献身的に協力してくれ

た。作品の色彩は太陽と高温多湿を反映して徐々に青

から情熱的な赤

に 移 っ て い っ

た。シンガポー

ル時代は赤の時

代といえる。作品

5 は日立のオフ

ィ ス に 近 い シ ン

ガポール川沿い

のクラーク・キー

付近のスケッチ

である。また、作品 6 は同じクラーク・キーの対岸（昔は

荷揚げのハシケと倉庫街だった）を眺めたリバーサイド

ポイント風景である。 
(4) 第 4 期（200３年~2012 年） 

2002 年 10 月にシンガポールから帰国して日立を定年

退職した。暫くは時間にゆとりがあったので自宅で静物

や果物ばかりを描いていたが、思い立って北海道から 

沖縄まで取材旅行に行った。家内を助手にして沢山の

スケッチを描いた。色彩はシンガポール時代の第 3 期か

ら少しずつ落ち着きを見せ、作品からは歩んできた人生 

の時間を感じるようになった。この時代に心がけたことは

「上手な絵より面白

い 絵 を 描 き た い 」

「人間や物の本質

を描いてみたい」と

いうことだ。作品 7

は「林檎たち」とい

う静物画だが、椅

子を 4 脚配置してリ

ンゴと椅子の会話を意識した。作品 8 は「首里の石畳」と

いう作品だ。 

沖縄独特の赤瓦の屋根と白の漆喰のコンビネーション

を特に意識して描いた作品だ。隣で家内が辛抱強く、

読書しながら待っていた。沖縄の人々の独特なイントネ

ーションを遠くに聴きながら描いた作品だ。今、制作に

あたって思うことは、対象物の本質を描きたいということ

だ。リンゴを描く時には収獲時の農家に人々の姿を思

い、また、その労力に感謝し、またリンゴの表面だけでな

く内部まで描きたいという欲望から種の形や果肉の酸味

等を感じながら制作する。首里の石畳にしてもこの石畳

を歩いた先人達の生活や時代背景を想像しながら描

く。なぜかその気持ちが作品に深い色彩と味わいを与

えることができるように感じる。 

[5] 私の絵画論 

40 年近くも油絵を描き続けていると、高級な理論では

ないが、実践から色々なことを会得することが出来る。ま

ず、絵画は写生であってはならないという事を申し上げ

よう。人によっては対象物を出来るだけ正確に把握する

（描写する）事によって本物と寸分たがわぬ正確な写実

画が最高だと考える人がいるが、絵画は正確無比な写

作品-8 首里の石畳 

作品-5  クラークキーの旧倉庫街 

作品-６ リバーサイドポイント風景 

作品-７ 椅子とリンゴ達 
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実であってはいけないというのが私の持論だ。絵画は対 

象物（モチーフ）の姿を感動とともに眼から取り込み、作

者の個性というフィルターを通してキャンバス上に再表

現するものである。したがって出来上がった作品には作

者の個性や人間性や心のひだに宿る想いが表現され

ていなければならない。空は青色、木の幹は茶色、葉っ

ぱは緑、海の色は青く、砂浜は白、という既成概念をす

べて捨て去って、対象物を何色で描いてもよいのだ。空

を黒で塗りこめ、水を赤で描いても一向に構わない。目

に映るものをどんどん省略してモチーフを整理すること

も大事だ。そして、仕上がった作品には作者の個性が

映し出されており、作者が感動した気持ちが表現され、

観る人に強い印象と心地よさを与えるものでなければな

らない。作品は創作するものであって写生ではないのだ。 

以下に私が 38 年間の実践の中から会得した制作 10

カ条をまとめる。 

(1)よく対象を観察して、計画（プラン）してから筆をとる。

何を描くかの意図を明確にする。 

(2)構成（構図）、色（色彩）、マチエール（筆の跡）が油

彩画の三大要素である。 

(3)構成が悪いといくら追及しても、努力しても、よい絵

は出来上がらない。 

(4)大局を捉えて細部には拘らない（説明になってはい

けない）。 

(5)太い筆に絵の具をたっぷり使って思いきって描く、勢

いよく描く。感動を画布に描き込む。 

(6)描く時間の 10 倍の時間を作品を眺めて考える時間

に割くこと。 

(7)乾いた絵の具を剥離剤とナイフで削り取って捨てる、

また描く、また捨てる。そんな追及が大事。 

(8)エネルギーと感情（悩み、喜び、怒り、苦しみ、他）を

キャンバスに塗りこめる。 

(9)他人の評価を気にしない。うまく描こうなどと考えない。 

(10)技術で描いた上手な絵はつまらない。骨太で面白

い絵、飽きない絵、個性的な絵がよい絵だ。 

[6] 私の生き方 

現役時代を含めて、すでに 38 年の絵画人生を送って

きたが、私の制作パターンは休日にスケッチブックを持

って取材旅行、油絵はアトリエでスケッチをもとにして真

夜中に制作する、というものである。 

この制作パターンは定年退職後の今も変わることなく続

いている。4 号の小さなサイズのスケッチを基にして 100

号の大作を制作する。このことがさまざまな想像を駆り立

てて楽しいのだ。まさに作品に個性を注入する作業である。 

油彩を永年制作し続けることによって私は多くのもの

を得た。ある意味では仕事も絵の制作も同じところが多

い。その共通点を以下に示す。 

(1)何事も工夫と追及が大切である。 

(2)計画力・観察力、考察力（モチーフ、構図、素材）が

あって実行力（描写力）が生きる。 

(3)ターゲット（目標）を定めたら、大局を捉えて実行は大

胆かつ迅速に行う。 

(4)構図（アーキテクチャ）がよくないと、努力してもいい

作品（製品）は出来ない。 

(5)作品（設計・製品）には自分の考え方、個性を十分に

表現することこそ大切だ。 

私の父は音楽教師を永年務め、そのあと、水墨画家

になって 92 歳の生涯を終えた。先日、本棚を片付けて

いると、父が 90 歳の時に作詞・作曲した「墨絵音頭」と

いう曲の楽譜が出て

きた。表紙の水墨画

も楽譜も自筆である。

そこには父の人生の

生き方の一面が垣間

見られる。私はこの

歌詞に私の生き方を

いつも映しながら生

きていきたいと思っ

ている。 
最後に「墨絵音頭」

の表紙（写真 2）と歌

詞（写真 3）を掲載して

本文を終わりにする。 

 

 

 

写真-3  墨絵音頭の歌詞 

 
写真-2 墨絵音頭の表紙 

作詞・作曲 喜田雲泉 

墨絵音頭 
（１） 泣くも笑うもこの世は一度 

墨で絵を描く（チョイト）その暇に 

見たり聞いたり（ソレ）試したり 

心うきうき（ヤレ）踊りましょ（ソレ） 

（２） 踊りゃこの世はまんまる丸で 

下手な墨絵も（チョイト）よく見えて 

見たり聞いたり（ソレ）試したり 

みんな仲良く（ヤレ）踊りましょ（ソレ）

（３） すずめ百まで踊れや踊れ 

墨にとけあう（チョイト）心は一つ 

見たり聞いたり（ソレ）試したり 

音頭おんどで（ヤレ）踊りましょ（ソレ）
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■ 鹿児島県の製造業 
 本県には、江戸時代末期、日本で初めての近代的

な工場群「集成館」において、大砲鋳造や軍艦建造

のみならず、紡績やガラス製造、印刷など様々な産業の育

成を手掛けてきた「ものづくり」の歴史があります。 
 現在では、我が国有数の食料供給基地として豊富

な農林水産物を活かした食品関連企業が数多く立地

しているほか、半導体や自動車関連企業の集積が進

む九州地域の一翼として、京セラ、ソニー、ヤマハ、

アルバック、モレックス、ファナック、日本特殊陶

業、トヨタ車体研究所等の先端技術を有する企業や

その関連企業が数多く立地する等、食品、電子、自

動車関連産業の集積が図られているところです。 
 今回は、その中において、本県の地域資源を利活

用した製品開発等に積極的に取り組む企業、国内外

での高いシェアを占めるなど独自の高い技術力を有

する企業等、本県の主要産業を支え、世界と勝負し

ている地場企業と企業の技術開発や技術力向上を支

援する試験研究機関の取組をご紹介いたします。 
■ “オンリーワンの技術によるキラリと光る企業” 
 自動機の設計製作から電気制御、産業用機械設計

製作・保守、空調工事、システム開発まで、全てを

自社で行える総合エンジニアリング企業の「㈱フジ

ヤマ」は、半導体・電気電子製造ライン設計・製作

のほか農林水産関係まで、自動機のみでもプラント

のみでも対応できない中間的な両分野の技術を必要

とする電気制御・機械設計を得意とします。 
 特に、焼酎製造では、サツマイモの蒸し作業から

発酵、蒸留、瓶詰め作業まで全行程を統括するオー

ル無人化システム（焼酎工場自動化機器）や養鰻管

理システム、牛用飼料配合システムを開発するなど

農林水産産業の振興にも貢献しています。 
 「日本ものづくり大賞」九州経済産業局長賞のほ

か数々の表彰を受賞している「㈱藤田ワークス」は、

他社では真似のできない精密板金加工技術を駆使し

卓越したノウハウにより、品質向上は勿論のことコ

ストダウンを可能にした製品を提供しています。中

でもチタン・ニッケル・鉄の 5層材料の同時スポッ
ト溶接技術は、熱影響を極端に抑え化学プラントの

生産性の向上と消費電力を抑えることに成功してお

り、この分野では世界シェアを誇っています。 
また、最近では YAG(Dish)レーザーを導入し不可

能であった銅やアルマイト剤のハイスピードカット 

 
を可能にし、溶接では YAG(CW溶接)を用いた極厚
板(5 ㍉以上)と極薄板(0.3 ㍉以下)の板厚違い溶接に
も成功するなど新技術開発を精力的に行っています。 
「日本ものづくり大賞」奨励賞ほか数々の表彰を受賞し

ている「㈱エルム」は、ディスク表面に傷が付き使用不能

となった光ディスクを再利用可能にする世界初の全自動修

復装置を独自開発し、世界37か国のビデオレンタル店や中
古ディスク流通業，図書館等で使用され、自動機の世界シ

ェアは 9 割強を占めています。その他、国内中小企業とし
ては唯一、直径 6m までのパラボラアンテナをマウントで
きる高精度衛星追尾装置を製造し大学等に納入するほか、

豚肉のトレーサビリティシステム、オクラのネット包装装

置など、地域の資源を生かした製品や水銀灯を代替する大

型LED灯具、0～100％明るさを変えられるLED灯及び調
光装置などオンリーワン製品を開発し続けています。 
■ 公的試験研究機関の取組 
 県内企業の技術開発・技術力向上を支援する中核

的な施設として、「鹿児島県工業技術センター（公設

試験研究機関）」を設けており、研究開発と技術支援

に取り組んでいます。同センターの研究開発におい

ては、電磁ノイズ計測・対策技術や画像処理技術を

はじめ、CAE 技術や金属加工技術など，「ものづく
り基盤技術高度化」と、発酵食品加工技術や木竹材、

シラス活用技術など「地域資源付加価値創出」に取り組ん

でいます。また、技術支援においては、技術相談や依頼試

験・分析、人材育成などを実施し、県内企業の「技術的拠りど

ころ」として、企業ニーズに的確にお応えしています。 
 特に、電子関連企業に対しては、半導体部品等の

組立工程における静電気対策は重要な問題であるこ

とから、静電気放電発生箇所の検出方法や可視化シ

ステム等の技術を開発しており、装置を利用した計

測から対策に至るまで支援しています。 
■ 最後に 
 アジアの時代を迎えた今日、我が国の本土の最南

端に位置する本県では、韓国・中国・台湾などアジ

ア諸国への定期航路(空・海）が就航しています。ま
たビジネスもさることながら、手つかずの大自然や

伝統的な食文化など、”本物の素材”があふれている
ことも鹿児島県の強みです。 ぜひ一度鹿児島に足を
お運びください。皆様の事業展開を誠実かつ迅速に

御支援します。   
鹿児島県企業立地 HP： 
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/kigyo/ind
ex.html 

 

鹿児島県商工労働水産部 

部長 田中 和彦 
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佐賀県の紹介 
「佐賀県」と聞いて、有田焼、佐賀牛、吉野ヶ里遺跡、

有明海などを思い浮かべられる方は多いと思いますが、

佐賀県が北部九州にあり、福岡県と長崎県の間にある

ということを正確に言えない方も、中にはいらっしゃるの

ではないでしょうか。 
人口の面、そして、面積の面では小さい県ですので

印象に残りにくいかもしれませんが、実は、佐賀県には

全国に誇れるものが沢山あります。そこで、今回この協

会誌をご覧の方だけに、佐賀県の良さ（役立つ情報）を

3つ、ご紹介させていただきます。 
まず、1つ目の佐賀県の良さは、「佐賀県は日本一地

震が少ない県である」ということです。実は、佐賀県には

大きな活断層がないため、気象庁の震度データベース

を見ると、震度 1 以上の有感地震の発生回数が他の
都道府県と比べて極端に少ないことが分かります。そ

のため、地震に慣れていない佐賀県民は震度 3程度
の地震でも大変驚きます。リスク分散のために、どこか

に工場を移転する、あるいは、生産拠点を分散すると

いったことを検討されているのであれば、ぜひ、佐賀

県を候補地の 1つに入れることをお勧めします。 
次に、2 つ目の佐賀県の良さは、「佐賀県には高速道
路のクロスポイントがある」ということです。福岡県から鹿児

島県までを結ぶ九州（縦貫）自動車道と長崎県から大分県

までを結ぶ九州横断道のクロスポイントが佐賀県鳥栖市

にあり、九州における物流の一大拠点となっています。 
佐賀県に立地すれば、九州内の輸送はとても便利です。 
そして、3つ目の良さは、佐賀県には世界に誇れる

優良企業が沢山あるということです。少し例を挙げま

すと、本県にはエレクトロニクス産業の集積が進み、

株式会社 SUMCO をはじめ、日東エレクトロニクス九
州株式会社や佐賀エレクトロニックス株式会社などの

企業が立地しており、佐賀県が立地しやすい環境で

あることを証明しています。 
半導体/エレクトロニクス関連の施策の紹介 
企業誘致の施策としては、佐賀県独自で「企業立地

補助金」というものを設けています。この補助金は、土地の取

得や工場等の建設に係る投資に対して補助を行う「立地促

進奨励金」と、新規地元雇用者数に応じて補助を行う

「雇用促進奨励金」の 2つからなり、最高で 30億円を補
助することにしています。 
また、県内の 7市 1町を対象とした「企業立地促進特 

区」を設定し、いわゆる「5免 5減」として事業税や固定 

 
資産税の 10年間の減免なども実施しており、進出企業
からは高い評価を得ています。 
佐賀県では、重点誘致産業として、今後成長が見込

まれる分野や、豊かな農林水産資源・素材など、佐賀県

に強み・素地がある分野である「環境・エネルギー関連

産業」や「健康・医療関連産業」の誘致に力を入れてお

り、多くの企業からの問い合わせに応えられるよう、現

在、工業団地の整備を行っています。具体的には、「新

産業集積エリア」として、唐津に第 1 期 11.0ha（有効面
積 8.1ha）、武雄に 18.4ha（有効面積 17.6ha）の用地
を整備し、分譲を行っています。また、唐津の第 2 期
18.1ha に加え、鳥栖市と西松浦郡有田町にも新産業
集積エリアを整備する予定であり、企業のニーズにあっ

た様々な工業団地を整備することとしています。  
佐賀県民は真面

目でねばり強く、ま

た、幕末から明治

維新にかけての佐

賀藩がそうであっ

たように、新しいも

のを取り入れ、利

活用しようという精

神も旺盛です。理

工系の教育機関が

多いのも特徴で、

工業系高校生の生

徒率は全国 1 位、
また、産学官が連

携して、産業人材

の育成にも力を入

れています。 
工場等の新規開

設、移転集約等を検

討されておられるの

であれば、ぜひ、候

補地の１つに佐賀県を加えていただければと思います。皆

さんのお越しを心からお待ちしています。 
 〖問い合わせ〗 
企業立地課 Tel:0952(25)7097 
E-mail:kigyouricchi@pref.saga.lg.jp 
〖佐賀県のHP〗 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1160.html 
 

 

写真2 新産業集積エリア 武雄（18.4ha） 

 

写真 1  新産業集積エリア唐津  
（第１期 11.0ha第 2期 18.1ha） 

企業立地課副課長 實松尊徳 

佐賀県農林水産商工本部 
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新入会員（2012.7.1から 2012.9.30) 
個人会員 
  濱田初美、楡 孝、永塚幸夫、神永晉、山盛信彰 
  （ご入会順、敬称略） 
賛助会員 
  ㈱トリニティー、三和工機㈱ 
  （ご入会順、敬称略） 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願い申し上げます。 
 
アンケート回答のお礼 
個人会員を対象としたアンケートを 8 月 15 日納期で実

施いたしました。事務局員等を除いて 304 名の方にお願
いし、124名の方から回答をいただきました。 
ご協力ありがとうございました。 
現在、委員会が分担して分析、課題抽出作業を行って

います(広報委員会、事務局)。 
 
回答まとめの例 

 

 

無記名でお願いしました。アンケートの中で委員会

活動に参加してもよいと回答された方、事務局までご

連絡いただければ幸いです。 

今後の催事予定 

11月度講演会開催（予告） 
11月度講演会を下記の通り計画しております。 
 1．日時：11月 29日(木) 17:00－18:30 
 2．会場：全林野会館プラザ・フォレスト 
   (東京都文京区大塚・茗荷谷) 
 3．プログラム 
  講演『環境やエネルギー課題の解決策に不可欠

     であるパワーデバイスの動向について』

  講師：マジュムダール ゴーラブ 氏 
         三菱電機(株) 半導体・デバイス事業本部
  役員技監 

2013年度社員総会開催（予告） 
下記の通り総会関連行事を予定しております。 

1．日時：2013年 2月 22日(金) 15:00－20:00 
2．会場：全林野会館 プラザ・フォレスト 

  （東京都文京区大塚・茗荷谷） 
3．予定行事：   ・社員総会 

   ・特別講演会 
   ・懇親会 

「アドバンスト講座」成功裡に終了 

10 月 4~5 日実施の掲題集合教育講座が成功裡に終
了できました。参加者数は 1日参加も可で募集した
結果、1日目 25名、2日目 21名（内 2日間共参加
17名）で 1日平均 23名となり、昨年と同数でした。 
賛助会員企業様からのご参加は 8 社、1 日平均 13
名でした。各講座とも質問も多数出て好評でした。

来年も多数のご参加を期待致します。 

委 員 募 集  

当協会は各委員会の活動により運営されており協

会の運営に会員の皆様のお力が必要とされていま

す。委員をやってみたいという方は、いつでも事務

局までご連絡下さい。 

 
      会員状況 (9月 30日現在) 
    個人 307名、賛助  52団体      
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