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－CPS ～Cyber Physical System～  

実現の鍵を握るのは電子デバイス－ 
経済産業省商務情報政策局 デバイス産業戦略室長 宮崎 貴哉 
 

JETRO 職員として駐在し、専ら環境・エネルギー

関連分野の日本の中堅・中小企業の皆様の北米へ

の事業展開支援を担当させていただきました。カリフ

ォルニア州はスマートグリッド、太陽光／太陽熱発電、

風力発電等々、再生可能エネルギー普及に対する

積極的な取組姿勢で知られており、UC サンディエゴ

校内のスマートグリッド実証実験プロジェクトなどの現

場見学などの機会にも恵まれました。 
一方で、振り返ってみると、広大な敷地に設置され

た太陽光パネルや太陽熱発電プラントなどの圧倒的

なスケールには鮮明な記憶があるものの、それらの巨

大なインフラが生み出す電力等のエネルギーマネジ

メント、その中核技術である IT 技術に対しては特に

関心がなく、注目もしていませんでした。 
米国・西海岸には日本のエレクトロニクスメーカー

からも多くの方が駐在されており、エネルギーのみな

らずエレクトロニクス産業のダイナミズムを実感できる

絶好の機会であったにもかかわらず、本当に惜しいこ

とをしました。帰国直前に現職の内示を聞いた時に

は、せめて帰国 1 年前に教えてほしかった、と歯軋り

をしたのは言うまでもありません。IT は行政官にとっ

てももはや必修科目と言えますが、スマートフォンや

タブレット等の各種 IT 機器の性能、使い勝手の向上

はとどまるところを知らず、加えて昨今「情報」を中核

とした経済・社会構造の大きな変革が進みつつある

中で、IT 技術の重要性、とりわけその根幹を担う半導

体、電子部品等の電子デバイスの重要性がますます

高まっていると感じています。 
センサーの小型化・省電力化・低廉化、モバイル

機器の高性能化、クラウドの大規模化・低廉化、分散

処理技術の高度化、通信速度の高速化、通信費用

の低廉化など、IT 技術の急速な革新が進んだ結果、

様々なデータのデジタル化に伴うコストが低下し、実

世界のあらゆるモノがネットワークでつながる IoT
（Internet of Things）が進むとともに、従来デジタ 

 

ル化されることがなく散在し

ていたデータを含め、イン

ターネット上に流通するデ

ータが質・量ともに加速的

に拡大しています。 
さらに、様々な分野において、膨大かつ多種多様な

データの集合体を「ビッグデータ」として解析し、解析

結果を経営資源としてビジネスの質の向上や新ビジネ

スの創出に活用するなど、これまでは実現できなかっ

たデジタルデータの収集、蓄積、解析、解析結果の実

世界へのフィードバックが社会規模で可能となりつつ

あります。このような実世界とサイバー空間との相互連

関（CPS：Cyber Physical System）が現実のものとな

り、新たな情報革命とも言うべき経済・社会の大変革を

もたらそうとしています。 
世界に目を転じれば、ドイツの「インダストリー4.0」、

米国の「インダストリアル・インターネット」など CPS に

類する構想が提唱され、その実現を目指した産官学

連携の取組が加速しています。経済産業省において

もCPS時代に対応した情報政策の再構築の議論を進

めており、産業構造審議会情報経済小委員会におい

てもご審議をいただいています。 
CPS を構成する「キーコンポーネント」は、言うまでも

なく、情報の収集・蓄積・解析・通信を担う半導体、電

子部品等の電子デバイスです。デバイスの小型化、高

速化、低消費電力性能、低廉化に関する更なる技術

革新、高性能デバイスの低廉かつ安定的な供給に対

する社会的な要請はますます高まっており、日本のデ

バイスメーカーの皆様のご貢献とご活躍を心から期待

してやみません。 
私どもにおきましても、人工知能等による情報の処

理・分析技術、セキュリティ技術、センサーやメモリ等

のデバイス技術等の CPS 実現のための基盤技術の

研究開発など、必要な施策を検討・実行していきたい

と考えていますので、是非お力添えを賜れれば幸い

です。 
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 2015年 2月 27日に一般社団法人半導体産業人協
会第 7 期の社員総会（以下総会）を執り行ないまし
た。 
 昨年の総会は大雪に見舞われ、交通機関の運行状

態が危ぶまれる状況でしたが、今年は大きなトラブ

ルもなく、無事に開催ができました。 
 

2015年度社員総会 
日時：2015年 2月 27日 15:00～17:00 
場所：茗荷谷 林野会館 6階ホール 
出席者：51名、委任状：180通 

 
 定刻の 15時にスタートし、橋本理事長から議長に
高橋令幸会員が推挙され、会場の賛同を得て高橋議

長のもとに総会が執り行なわれた。 
 最初に議長より定足数確認があ

り、内海事務局長より、総会の 1
か月前の会員数は個人会員283名、
賛助会員 63団体、定足数はその過
半数の 173 であり総会開始 5 分前
の出席者は 37名、委任状数 180通
の計 217 で定足数を満たしている

との報告を受けて、開会が宣言されて 2015年度総会
を開始した。 
総会議事次第は以下の通り。 

Ⅰ、2014年度活動報告 
（1）活動総括 
（2）各委員会活動実績 
（3）重点活動報告 
（4）収支実績報告 
（5）監査報告 

Ⅱ、2015年度活動計画 
（1）活動の基本方針 
（2）各委員会活動計画 
（3）2015年度予算案 

Ⅲ、役員選出の件  
 
Ⅰ、2014年度活動報告 
最初に橋本理事長から、挨拶と 2014年度の活動の

総括、会員数の増減（表 1参照）が報告された。 
【活動実績指標数値】 
・講演会総動員数： 延参加者数 611名（7回開催） 

・会報発行総部数： 約 4000部（5回発行） 

・見学会参加延人数： 38名 

2015 
年度 

2 0 1 4 年 度 活 動 報 告   2 0 1 5 年 度 活 動 計 画   役 員 の 選 出

・巻頭言       －CPS ～Cyber Physical system～  

               実現の鍵を握るのは電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ－      宮崎貴哉   1 頁 

・総会報告     2015 年度社員総会報告                           事務局   2 頁 

・特別講演   技術開発会社としての生き方－ｸｱﾙｺﾑの苦悩と挑戦-  山田 純    6 頁 

・寄稿文    本当に日本半導体産業の復興は出来るのか？      齋藤昇三  11 頁 

・寄稿文    音響屋から見たﾊﾟﾜｰ FET の現状           髙松重治  15 頁 

・読者のひろば 新世紀美術協会                 田村敏子/斉藤照子  19 頁 

・委員会報告  文化活動委員会 第 3 回「多摩会」報告           高橋令幸  23 頁 

・委員会報告  講演企画委員会                  有門経敏 24 頁 

・委員会報告   論説委員会 日本ファブの活性化（3）       井入正博  25 頁 

・追悼     故片野弘之さんを偲んで                          金原和夫 27 頁 

・協会だより                          事務局   28 頁 
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・コミュニティ参加延人数： 74名（6回開催） 

・人材支援活動：  求職登録数 82人、 

求人登録数 54人 

・教育講座参加延人数： 246人日 

・協会活動規模（総支出）：  1,540万円 

・収支：     ＋136万円 

 

以下、総会次第に沿って進められた。 
委員会活動報告 
重点活動として報告される、教育委員会、半導体

歴史館委員会、STaP委員会を除く 8委員会の活動
実績は伊藤理事（執行会議議長）からまとめて報告

された。 
重点活動報告 
教育委員会活動報告は市山委員長が、半導体歴史

館活動報告は堀内委員長が、STaP委員会活動報告
は吉澤委員長が各々報告された。 
収支実績報告 
内海事務局長が報告。 
寄付金の取崩しを含めた総収入は 16,737,167 円、
総支出は 15,379,729 円、2014 年度収支計は＋
1,357,438 円、年度末正味財産は 11,457,612 円と
なったと報告された。（表 2、表 3参照） 
監査報告 
川西監事から適正に処理されていることが報告

された。付帯意見として予算精度の向上と会員への

さらなるサービス強化が付け加えられた。 
 
高橋議長より賛否の確認が行われ、 
Ⅰ号議案は承認された。 

 
Ⅱ、2015年度活動計画 
活動の基本方針が橋本理事長から紹介された。 
骨子は「会員へのサービスを向上し、個人、賛助会

員の拡大を目指しつつ、 STaP 活動を含め教育、人
材支援、講演会等の事業収入の増強も目指していく」。

重点施策として 
1）会員へのサービス向上 
2）財政基盤の強化 
3）会員拡大 
4）会費以外の収入の拡大 
5）「日本半導体歴史館」のさらなる拡充 
6）広報活動の拡大 
7）半導体産業の側面支援を図るための各種提言 

の 7 点が挙げられ、結びに会員各位への協力要請が
あった。 
各委員会活動計画 

11 委員会の活動計画が各委員長から報告された。 

報告者は以下の通り 
・講演企画委員会 有門委員長 
・編集委員会  周藤委員長 
・関西地区委員会 井上委員長 
・九州地区委員会 荒巻委員長 
・教育委員会  市山委員長 
・人材支援委員会 喜田委員長 
・論説委員会  井入委員長 
・広報委員会  馬場委員長 
・半導体歴史館委員会 堀内委員長 
・STaP委員会  吉澤委員長 
・文化活動委員会 野澤委員長が都合で欠席のた 

   め事務局長が代行報告 

尚、本報告に際して、講演企画委員会から総会資料

にミスプリントがあり修正要請があった。「個人会

員の講演会有料化を会員の講習会有料化に修正」 
2015年度予算案 
事務局長より報告。 
総収入 16,926,000円、総支出 16,888,344円、収
支 100,319円。（表 4参照） 
2015 年度は管理上の費目分類を変更した旨が付け
加えられた。（事業経費は事業の直接経費のみを計

上し、所管する委員会の経費は委員会経費に計上） 
 
Ⅱ号議案につき議長より質疑が促され、会場より 2
点のご意見を頂いた。 
①藤井会員より「講演会有料化について講演会と懇

親会の参加費を分けるべきではないか」との意見に

対して、有門委員長から「決定事項ではあるが、委

員会の中で検討してみます」と回答。 
②喜田会員より「半導体歴史館の前向きな活用、外

部への発信が必要ではないか」との意見が出された。 
伊藤理事が対応し「教育教材として活用してほしい

と考えている、皆さんからの知恵を借りたい」と

回答。 
Ⅱ号議案は承認された。 

 
Ⅲ、役員選出 
橋本理事長から役員候補として 
理事新任：馬場久雄、 理事再任：橋本浩一、 
伊藤 達、吉澤六朗、 監事再任：川西 宏 
が推挙された。 
青木昭明、井上道弘、市山壽雄、野澤滋為、井入正

博は留任、牧本氏、内海氏は本総会をもって任期満

了により退任する旨が報告された。 
議長より会場に賛否確認がなされ、 
Ⅲ号議案は承認された。 



 

4           半導体産業人協会 会報 No.88(‘15 年 04 月) 
 

 
以上により、予定された議案は全て承認され、議長

の閉会宣言があり、定刻に総会は終了した。 
尚、牧本次生氏は理事退任後、特別顧問に就任いた

しましたことを紙面を借りて報告いたします。 
 
総会議案の詳細は既にお配りした社員総会資料を

ご参照ください。 
 
臨時理事会 
社員総会後直ちに理事会が開催され、互選により橋

本浩一氏が代表理事理事長、伊藤 達氏が副理事長

に選任されました。 
続いて理事の役割分担、運営体制が審議され、2015
年度運営体制は次の通りになりました。 

表 1 会員増減表 
 2013 年 

12 月 31 日 
現在 

入会 退会 増減 
2014 年 
12 月 31 日
現在 

個人会員 298 30 37 △7 291 

賛助会員 53 20 10 ＋10 63 

表 2 2014年度 収支報告書 
  2014 実績 2014 予算 対予算増減

会費収入 8,035,000 9,090,000 △ 1,055,000

  個人会費 2,640,000 2,780,000 △ 140,000

  賛助会費 5,395,000 6,310,000 △ 915,000

事業収入 7,775,787 4,742,000 3,033,787

寄付金等 562,535 500,000 62,535

収入計 16,373,322 14,332,000 2,041,322

活動費計 7,979,965 6,974,950 1,005,015

  事業経費 3,908,682 3,114,400 794,282

  諸活動費 2,500,112 2,318,550 181,562

  活動振興費 526,411 460,000 66,411

  通信費 175,210 162,000 13,210

  運営管理費 869,550 920,000 △ 50,450

管理費計 7,399,764 7,471,180 △ 71,416

  事務局費用 7,179,444 7,266,180 △ 86,736

  一般管理費 220,320 205,000 15,320

支出計 15,379,729 14,446,130 933,599

営業外収入 363,845 200,000 163,845

収支計 1,357,438 85,870 1,271,568

表 3 2014年度末貸借対照表 
借  方 貸  方 

科 目 金 額 科 目 金 額 

資産の部 負債の部 

[ 流動資産 ] 12,490,792 [ 流動負債 ] 1,390,324

 現   金 54,278  未払金 69,914

   預り金 67,748

 ゆうちょ銀行 3,917,570  仮受金 62,663

 普通預金 2,323,004  前受金 1,189,999

 定期預金 6,000,000   

   正味財産の部 

 前払費用 195,940 [ 純資産 ］ 11,457,612

  

[ その他の資産 ] 357,144  期首正味財産 10,100,174

 敷  金 357,144  当期損益 1,357,438

    

資産合計 12,847,936 
負債･正味財産 

の合計 
12,847,936

表 4 2015年度 予算案 

  2015 予算 2014 実績 
対前年実績

増減 

会費収入 8,596,000  8,035,000 561,000

  個人会費 2,646,000  2,640,000 6,000

  賛助会費 5,950,000  5,395,000 555,000

事業収入 7,830,000  7,775,787 54,213

寄付金等 500,000  562,535 △ 62,535

収入計 16,926,000  16,373,322 552,678

事業経費 4,925,184  4,017,610 907,574

委員会活動費 2,870,980  2,391,184 479,796

活動諸経費計 1,583,600  1,571,171 12,429

  活動振興費 460,000  526,411 △ 66,411

  通信費 160,000  175,210 △ 15,210

  運営管理費 963,600  869,550 94,050

管理費計 7,508,580  7,399,764 108,816

  事務局費用 7,428,580  7,179,444 249,136

  一般管理費 80,000  220,320 △ 140,320

支出計 16,888,344  15,379,729 1,508,615

経常収支 37,656  993,593   

営業外収入＊ 62,663  363,845   

収支計 100,319  1,357,438   

＊ 歴史館寄付金取崩し他 

理事 橋本浩一 理事長（代表理事） 

 
伊藤 達 

副理事長 
執行会議議長 
 半導体歴史館委員会委員長

青木昭明 知財担当 
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特別講演会 
クアルコムジャパン株式会社 特別顧問の山田 

純 氏をお迎えし、『技術開発会社としての生き方 

－クアルコムの苦悩と挑戦－』と題して講演をいた

だきました。普段で聞けないクアルコムの苦労とあ

くなき挑戦のお話は大変興味をそそられました。 
 
懇親会 
理事を退任され、特別顧問にご就任いただいた牧

本次生氏のご挨拶と乾杯の音頭で懇親会をスタート。

皆様、活発な意見交換をされていた様子でした。 

 
   

名誉顧問 川西 剛 

特別顧問 牧本次生 歴史館館長 

顧問 金原和夫 

梅田治彦 

大山昌伸 

河崎達夫 

小宮啓義 

平林庄司 

牧野 力 

牛尾眞太郎 

大見忠弘 

志村幸雄 

諮問委員 内田雅人 

内山雅博 

佐々木 元 

竹下晋平 諮問委員長 

羽田祐一 副諮問委員長 

堀内豊太郎 歴史館副館長 

吉田庄一郎 

高橋令幸 

長谷川義榮 

理事  

（続き） 
市山壽雄 

教育委員会委員長 
STaP 委員会副委員長 

井上道弘 関西地区委員会委員長 

野澤滋為 文化活動委員会委員長 

馬場久雄 広報委員会委員長 

吉澤六朗 STaP 委員会委員長 

監事 井入正博 論説委員会委員長 

川西 宏 

   

事務局長 内海 忠 財務法務担当 

委員会 
委員長 

有門経敏 講演企画委員会 

周藤仁吉 編集委員会 

  野澤滋為 文化活動委員会 

  井上道弘 関西地区委員会 

  荒巻和之 九州地区委員会 

  市山壽雄 教育委員会 

  喜田祐三 人材支援委員会 

  井入正博 論説委員会 

  馬場久雄 広報委員会 

  伊藤 達 半導体歴史館委員会 

  吉澤六朗 STaP 委員会 

講演されている山田氏 質問に答弁される山田氏 

山田講師の話を熱心に聞き入る参加者たち 

懇親会談笑中、皆さん食欲も旺盛 

懇親会で記念？撮影 

左から 馬場新理事、吉澤理事、牧本特別顧問
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１、クアルコム  1985 年 7 月設立 

MIT から UCSD《カリフォルニア大学サンディエゴ

校》に転任してきた Dr. Irwin Jacobs を中心にした大

学の先生 7 人が 1985 年にクアルコムを創業した。当初

はこれといったプロダクトを想定としていたわけではなく、

既に手掛けていた軍用の受託開発に加えて何か新し

いことをやりたいということであった。 

 
その会社が CDMA という新しい携帯電話の通信

方式を発案するに至り、約 10 年の歳月を経てその

通信方式が米国の業界団体 TIA に認められた。1985
年設立から 1995 年までの 10 年間はもっぱら研究・

技術開発の期間であった。その間は衛星を介して、

全米を動き回るトラックに通信機器をつけて、事業

主とトラックの間の通信サービスを提供するという

特定業務用途のサービスを行っていた。では、今日

のクアルコム社はどのようであるか。 

 
2014 年 9 月期の決算では、売上高 ＄26.49B (約

3 兆 2 千億円)、営業利益＄7.55B(約 9 千億円)、営

業キャッシュフロー＄8.89B (約 1 兆円)となってい

る。 

 
 
事業分野別では、売上の 2/3 が QCT(チップセッ

ト部門・半導体事業)、1/3 が QTL(知財ライセンス

事業)である。これが営業利益になると、QCT は 1/3、
QTL が 2/3 となる。パテント等の IP ライセンスビ

ジネスがクアルコムの肝であることが浮き彫りにな

ってくる。 
 
営業キャッシュフローを地域別に見ると、その

1/2 は中国である。つまり、我々のチップセットや

技術を買って、最終商品を造っているお客様の半分

が中国の会社になったということである。華為技術 
(Huawei)、聯想 (Lenovo)、中興通訊 (ZTE)など中

国の携帯電話メーカーはほとんど我々のお客様であ

る。我々の収入の約 70％はアジアから得られている

ことになる。 
 
２、昨日の友は明日の敵 
しかし、この構造がこれからも続くのかというこ

とが大きなポイントである。 
 
例えば、我々の売上げの半分を占める中国企業の

中でも重要なお客様である華為技術 (Huawei)。約

2 年前まではすべてのスマートフォンにクアルコム

の半導体を使っていた。同社は今伸び盛りでアップ

ル、三星(Samsung)に次ぐ地位に登りつめようと急

成長している携帯電話業界の雄である。今日まで

我々と手を携えてきたのだが、最近明確に戦略を転

換した。 
 
「クアルコムさん、今までありがとう。我社も十

分力をつけたので、必要最低限のロイヤリティは払

います。しかし、スマートフォンの心臓部であるチ

ップ・半導体については、無線通信の部分であろう

とアプリケーションのプロセッサーの部分であろう

と、すべて自社製品に置換えます」と宣言して、一

部の機種にはすでに自社製のチップを使用し始めて

『技術開発会社としての生き方  

-クアルコムの苦悩と挑戦-』 
クアルコムジャパン株式会社 

特別顧問  山田 純 
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いる。 
韓国の三星も同じことを始めている。彼らも、ス

マートフォンの中の半導体をクアルコムの半導体か

ら自社製に徐々に置換えつつある。 
 
台湾にはたくさんのODM(受託を請けてブランド

オーナーに対して端末を造って提供する会社)があ

る。それらの会社にスマートフォン用のチップを提

供し始めている会社が、メディアテック(MediaTek)
である。非常に速い速度で台湾の ODM や中国の新

興会社にチップを提供し始めている。  
Huawei 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samsung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MediaTek 

 
 
 
 
 
 
 
まとめると、スマートフォンの世界で今起こって

いることは、我々が 10 数年の歳月をかけて築きあ

げてきた技術が成熟化して、それを実装しているチ

ップもコモディティ化しつつあるということに尽き

る。 
 
同じようなことは、スマートフォンの前にもたく

さん起こっており、日本のほとんどの電機メーカー

が経験している。例えばメモリーの DRAM、かつて

日本の企業は非常に高い市場占有率を持っていたが、

それがコモディティ－化した後には、ほんの 10 年

くらいの内に 10％を切る占有率になってしまった。

液晶パネル・DVD プレーヤー・カーナビ、皆同じ

ようなカーブをとることは証明されているわけであ

る。 

 
歴史は繰り返すという言葉の通りであるとすれ

ば、クアルコム製半導体のスマートフォン市場にお

ける占有率は数年で大幅に下がるはずである。我々

は今そのような状態にあると危機感を募らせている。 
 
３、現在のビジネスモデル:イネーブラー(Enabler) 
 クアルコムは 2000 年にビジネスモデルを転換し

た。基地局や携帯電話の端末事業を売却して、自ら

はワイヤレス通信やモバイル端末に特化した研究開

発会社になり、その研究開発の成果を、ライセンス

と半導体の形で業界に幅広く提供する会社になっ

た。そして、自社では最終製品の提供はしない、と

いう方針を貫いている。最終製品は造らないので、

最終製品に関わる IP のクロスライセンスやパテン

トの紛争に巻き込まれることのないポジションをと

っている。 
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 我々のポジションを一言で述べると「スマートフ

ォン時代のプラットフォームを提供している」とい

うことができる。3G(第 3 世代)・4G(第 4 世代)、新

しい通信技術を含め、世界中のネットワークと必ず

つながる半導体、および世界中のネットワークに必

ず使われている IP を我々が提供する。特に半導体

では、アンドロイドでも IOS でもウインドウズで

もブラックベリーOS でも、これから出てくると言

われるファイヤーフォックス、タイゼンなどなんで

も動かせるパッケージを提供している。 
 

 
 モバイル OS は悩ましい問題を我々に突き付け

ている。すべてのコンテンツやアプリケーション・

サービスは、モバイル OS の上で成り立つ。アップ

ル・グーグル・アマゾン・フェイスブック・・・世

界の主たる IT 業界のプレーヤーは、モバイル OS
を牛耳っているか、その OS の上でサービスや収入

を隆々と拡大させている。 
 
 我々の今の戦略は、クアルコムのチップであれば

どの OS も乗りますという形を誰よりも早く実現

させることである。それによって OS 間での戦争を

促すという戦略である。今、OS はアンドロイドと

IOS の 2 人勝の状態にある。我々からすると、マ

イクロソフトの Windows はもっと頑張ってほしい。

あるいは別の OS にももっと頑張ってもらいたい。

本当はその中にクアルコム製の OS を入れたかっ

たのであるが、今となってはもう遅い。 
 
 スマートフォン市場はまだまだ伸びるので、スマ

ートフォン用半導体の競争は日に日に激しくなっ

ている。クアルコムは名実ともに世界の半導体にお

けるトッププレーヤーになったが、我々の本質は一

般的な半導体企業ではない。先ほど申し上げたよう

に、売り上げの 3 分の 2 は半導体であるが、利益の

3 分の 2 は IP である。その IP もモバイルの分野の

みと言ってよい。インテル、TI や三星の半導体部

門のように、半導体企業として隆々とやってきた会

社と比べると我々の位置付けは異なる。もしかした

ら、そこが我々の生き延びるポイントかもしれない。 
 
４、二の舞を踏まない対応策は 
 先ほど、今クアルコムはメディアテックなどのア

ジアの新興プレーヤーに追いかけられて、かつて日

本の電機メーカーで起こったことの二の舞を踏み

そうであることを話した。我々はそれに対してどの

ような対応策をとっているのかというと、対応策は

大きく 2 つある。 
 
 ひとつは、途上国向けの市場開拓において「半完

成品キット」を提供するというアプローチである。 
 

これはクアルコムの専売特許ではなくて、メディ

アテックが、第 2 世代の GSM で中国で大成功を収

めたやり方である。彼らはプリント基板にどう半導

体や部品を載せたらよいか、どういうソフトを載せ

たらよいかという情報を丸ごと提供する。場合によ

ってはプリント基板に全部部品を載せてボードと

してメーカーに出荷する。出荷先はメーカーではな

く販売店であることもあった。それら販売店はプラ

スチックケースだけ造って、メディアテックから提

供されたボードを箱詰めにして、GSM 携帯電話を

中国で売りまくった。これによって欧米の半導体企

業は GSM 携帯電話の市場からはじき飛ばされた。

メディアテックはまだ LTE(4G)に力が十分に及ん

でいない。しかし、彼らも準備は万端整って来てお

り、直に戦列に加わる。 
 
 では我々はどうするかというと、攻撃は最大の防

御であると考え、我々自身も半完成品キットの提供

を行うことにした。そして、このパッケージを

HUAWEI、ZTE、lenovo などの大手企業だけでは

なく、名前も聞いたことがないような新興のスマー

トフォンメーカーに提供して、「このパッケージを

このまま使ってスマートフォンを造って下さい」と

いうビジネスを始めている。 
 
 わが社の競争相手は、我々よりも若干技術開発が

遅れているので、我々のパッケージソリューション

はそれなりに支持を得ている。しかし、同じことを
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メディアテックや他の新興企業がやってきた時に、

我々が勝てる要素はどこにあるのか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 勝てる要素は、世界中のどの通信ネットワークに

もつながることである。さらに、どの OS も載る使

い勝手の良さである。ところがそれもメディアテッ

クができないかと言えばそんなことはない。我々の

先行優位性があと何年あるかは楽観できない。 
 
５、クアルコムの成長戦略 
 以下、対応策の二つ目については説明する。クア

ルコムが行っている事業は、通信方式や端末のアー

キテクチャーを『発案』して、それを『標準化』し、

チップという『製品化』すること。すなわち『先行

開発』と『プラットフォーム化』である。最終商品

を造る『商用化』は我々のパートナーであるお客様

が行っている。 
 

『製品化』と『標準化』の部分は、技術の進歩が

止まるとどんどん浸蝕されてくる。技術の進歩が止

まれば、新しい標準化は不要となり、半導体を作る

ことは時間の問題で誰にでもできることだからで

ある。 
 

従って、われわれが成長し続けるためには、皆さ

んに使ってもらえるような価値あるアイデアを出

して、それを標準化まで持っていく、そして、その

部分をブラックボックス化することを継続できる

かにかかっている。すなわち、先行開発をきちんと

行い、アイデアを出し、それを誰もが使えるように

標準化することである。 
  

そのために、研究開発投資は右肩上がりである。

売上げが 30％伸びれば研究開発投資も 30％伸ばす

ので、売上げに占める研究開発投資比率は約 20％ 
 

 
 
をキープし続けている。こんなにお金を使っても本

当に『発案』『標準化』部分を取り続けることがで

きるのか、ギャンブルである。かつて BREW をや

ったけれども頓挫したとか、他にもプラットフォー

ムを取るべくトライをしたが断念したプロジェク

トは多い。しかし、我々は、やり続けるしかないと

覚悟を決めている。 
 
 
     ゆるぎない研究開発投資 

 
 幸いにも、モバイルはまだまだ未開の大地である。

スマートフォンやタブレットは、コモディティ化・

成熟化してきているが、スマートフォンやタブレッ

トが広く普及すればするほど、超大容量の通信需要

に応えなければならないというネットワーク側の

負担はどんどん大きくなっていく。世界中にスマー
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トフォンとタブレットは年間数十億台のオーダー

でばらまかれる。そんなに大量の端末がばらまかれ

てしまったら、使いものになるのかという問題が早

晩発生してくる。クアルコムはそこに目をつけてい

て、その時代がきても端末をサクサクと動くように

する方策に注目している。 
 

 
 具体的な取組みとして、超小型基地局（スモール

セル）がある。これは 10 円玉を何枚か並べた程度

の超小型の基地局を開発にし、これをそこかしこに

ばらまくというモデルである。 
 

皆さんのスマートフォンの使い勝手を上げよう

と思えば、物理的な法則で、どうしても基地局が目

前になければならなくなる。極端に言えば、スマー

トフォン 1 台の目前に専用の基地局があれば、ほと

んど有線でつながっているのと同じ使い勝手を提

供することができる。皆さんが座っている机に 1
台の小型基地局があり、光ファイバーでネットワー

クに繋がっているような状況である。 
 
 それを実現させるにはどうしたらよいか？当然、

机ひとつひとつに基地局を載せてしまうと、その基

地局同士が干渉したり妨害を与えあったりして、思

っている性能が出なくなる。今までは、基地局は通

信事業者が、どこに配置して、どれだけのカバレッ

ジを取るかなど、事前にコーディネートして配置し

ている。基地局を勝手にばらまいてインフラになれ

と言っても、それは無理と考えられている。しかし

それは今のアーキテクチャーであるから無理なの

であって、それを覆し可能にする方法はないか、ク

アルコムは今一所懸命トライしている。 
  

超小型基地局が自動的に周囲にある超小型基地

局の状況を察知して、しかも大型の基地局の様子・

状況も観ながら、必要最小限の送信出力で最大限の

通信能力をユーザーに提供するアルゴリズムは可

能かという課題である。  
 

 
これがうまくいけば、我々のビジネスの新たな軸

足として、超小型基地局のビジネスを追加すること

が可能になるかもしれない。なぜならば、この部屋

（研修室）だけでも超小型基地局 10 台くらいの需

要が見込めるかもしれないからである。今後、この

ビルの屋上にある 1 台の携帯電話基地局では、皆さ

ん全員の通信需要を賄うことはできないはずであ

り、超小型基地局は１部屋に 1 台になり、そして 1
机に 1 台になってくる。果たして、その様な世界を

クアルコムがリードできるかどうかという話であ

る。 
 

超小型基地局にしても、他の新しいアイデアにし

ても当たるかどうかはわからない。3 年後にクアル

コムがどのような姿でいるのか、私自身も楽しみに

している。 
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日本の半導体産業やエレクトロニクス産業の衰退

を憂う人は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今のままで、本当に日本の半導体産業は底を脱して、

再興出来るのでしょうか？ 半導体産業に従事して

いる(した)者にとって、この疑問と期待はいつも頭か

ら離れないと思います。現実の問題として、全世界

の半導体産業における日本企業の売上高シェアは

1988 年には世界の 50％を超えていましたが、2000
年頃には 30％を割るところまで激減してしまいま

した。そして、その後も低下を食い止めることも出

来ず、昨年は 15％以下まで低下してしまいました。

このまま低下し続けて消滅してしまうのか、それと

もどこかで底を打ち、反転するのか。一方で、世界

の半導体売上高は数％とはいえ伸張を続けています。

(第 1 図) 

第 1 図 世界と日本の半導体売上高と 
日本企業のシェア推移 
 

この様に低下してしまった原因としては日米半導

体協定、市場とビジネスモデルの変化、経営の問題、

電力料金、税制等のインフラコストの高騰、高い人

件費、円高、厳しい規制、低い補助金など国際競争

力の低下等色々言われておりますが、ここでは失敗

した原因を今さら議論するつもりはありません。む

しろ、今後我々は何をすべきか、何をしたら再興で

きるのかという前向きな議論をすべきではないでし

ょうか。私は日本の半導体業界に対して、アプリケ

ーション・ドリブンな新しいビジネスモデルへの転

換とオープン・イノベーションによる開発の推進を

提案したいと思います。 

 

１．アプリケーション・ドリブンな  
ビジネスモデルへの転換 

 

パソコン、携帯電話などの電子機器は、利便性を

向上させただけでなく、人々のライフスタイルや社

会のシステム・仕組みまでも変えてきました。それ

を支えているのは半導体であり、半導体無くして今

日の生活はあり得ないと言っても過言ではないでし

ょう。半導体はこれまで「微細化」による性能の追

求と「大量生産」による低コスト化/普及を前提とし

た技術開発が行われてきました。 

 

「便利さ」、「豊かさ」が幸福のイメージであり、

さらに、場所の制約から解放される個人が自由にな

る「パーソナル化」、「インターネット化」と進展し

てきました。しかし、都市化の進展により環境問題、

資源・エネルギー問題、交通・輸送システムの問題、

大規模自然災害などに対する安心安全や医療、食糧

の問題などの「社会的な課題」が問題となっており、

2008 年のリーマンショックや東日本大震災以降、地

球環境やグローバルな経済環境の悪化により、これ

ら社会問題はより深刻さを増してきました。 
 
この様な状況の中、これまでの「豊かさ」の追求

から「社会的課題の解決」へと「社会の価値観」が

変わってきました。これに伴い、半導体に対しても

高速化や低消費電力化などの「性能」の追求から、「社

会的課題の解決」や「人と環境との調和」へ向けた

「機能」の追求が求められるようになりました。大

量生産品から個々の顧客に合った商品・サービスへ

と変わってきており、「産業のコメ」から、社会全体

に不可欠な「社会のコメ」となることが求められて

います。機器が人の感覚/行動／体調をサポートし、

高度な状況を判断する人の心に沿う半導体を目指す

べきでしょう。そこにはもの(こと)と情報の高度な融

合されたサイバーフィジカルシステム (CPS)/IoT 
(Internet of Things)の世界の実現があると思いま

す。 
今こそ、この CPS/IoT 社会実現に向けたアプリケーシ

ョン・ドリブンなビジネスモデルに舵をきる時だと思います。

ここには、まだ我々がシェアを回復できる道は残っている

はずです。(第 2 図) 
 

半導体による社会課題の解決・改善で、まず挙げ

られるのは安全・安心の実現です。スマート社会で

は社会インフラが進化し、医療・教育などが更に便

本当に日本半導体産業の復興は出来るのか？ 
一般社団法人日本電子デバイス産業協会  代表理事・会長  齋藤 昇三 
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利で快適なものになっていきますが、一方で個人情

報の管理やネットワーク・セキュリティが問題にな

ってきます。また、自然災害や食の安全性に対する

不安の高まりなど、安全・安心な社会の実現に対す

る期待はますます大きくなっています。こうした諸

課題の解決・改善のためには、情報通信技術を中心

とする様々な技術が必要になっていますが、こうし

た技術の多くは半導体が関与しており、半導体技術

の一層の進歩が期待されています。 

次に、高齢化社会の到来への対応があります。今

後、高齢者や障害者に対し、優しい医療や介護を最

先端の機器やサービスを通して提供していくことが

可能になります。また、今後はサービス産業の生産

性向上、資源の効率的確保、災害予知・防止・救助

といった面でも社会課題の解決・改善が期待されて

います。 

第 2 図 半導体が社会を変える 
 
２．ＣＰＳ/ＩｏＴ社会の実現 

 
サイバーフィジカルシステム(CPS)とは実世界(フ

ィジカル空間)にある多様なデータをセンサー・ネッ

トワーク等で収集し、仮想空間(サイバー空間)で大規

模データ処理技術等を駆使して分析/知識化を行い、

そこで創出した情報/価値によって、産業の活性化や

社会問題の解決を図っていくことで、産業と暮らし

を元気にする世界のことです。この CPS 世界では従

来から言われていたビックデータと M2M(machine 
to machine)に、最近は IoT(Internet of Things)とい

う概念が加わっています。(第 3 図) 
 
IoT とは今まで単体として動作していた機器に通

信を付与し ネットワークに接続することで インテ

リジェントな機器、「モノ」に進化させて価値を生む

「コト」とすることです(M2M)。さらに、データを

インターネットを介してクラウドにあげ、蓄積する

とともに分析・解析してデータを価値あるものにす

ることである。 
つまり、IoT= Devices + Connectivity + Data + 

Analytics といえます。市場規模としては 2020 年に

は 500 億台の機器がつながると予測され、1 兆個の

センサーが使われ、売上高としては世界で約 365 兆

円にも及ぶと言われています。 

第 3 図 産業と暮らしを元気にする 
    サイバーフィジカルシステム(CPS) 
 
IoT 実現のためには三つのステップがあります。

まず、IoT1.0 の時代は Edge(端末)からデータを取得

し、情報をデータネットワークにのせることです。

今はこの時代の状態だと思います。次に、IoT2.0 時

代には Edge(端末)の多機能化・双方向化され、さら

にはクラウドでの解析が行われます(オフライン)。さ
らに、IoT3.0 時代にはウエブを介した実空間での

Things 間協業が行われます。 
 
リアルタイムでプロセス改善を実施することにな

ると思います。最近、ドイツで言い出され始めたイ

ンダストリー4.0(第四次産業革命)や米国で提唱され

ているインダストリアル・インターネットに代表さ

れる新たなビジネスサイクルを構築することです。 
IoT を実現するために必要なキー・チャレンジと

は、1.標準化：Application/API level, Common Data 
Format など、2.ブラットフォーム化：ハードウェア

(デバイス＋システム)とソフトウェア、3.低消費電力

化：モバイル化、無給電力化、4.セキュリティ：す

べてが接続されること前提、個人データの取り扱い、

暗号化技術など、5.インフラストラクチャ整備：通

信ネットワーク、データセンターなど、6.垣根を越

えた異業種間連携としてのオープン・イノベーショ

ン、そして、7.新しいビジネスモデルの構築があげ

られます。 
IoT に含まれるものとしては、民生用 IoT と工業

用 IoT があります。現在、日本が最も必要としてい

るのは工業用 IoT でしょう。特に、製造業の生産効

率改善、一人あたりの労働生産性改善が求められて

います。少子高齢化による労働人口減少に対応する

にはこの技術が必須だと思います。また、スマート・

シティに代表される資源・エネルギーの安定供給と

効率化もあります。 
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IoT に必要な半導体は、センサー、アナログ、マ

イコン、送受信回路、パワーマネージメントなどが

あります。もはや微細化先行型の半導体は必要がな

くなりました。ただし、ネットワークによっては、

セキュリティが必須になります。ハッカーなどの侵

入者からセンサデータを守る方法としてはソフトウ

エア(ID とパスワード)とハードウエア(暗号化)が必

要になりますが、セキュアなシステムには両方の技

術が必要となるでしょう。 
 
さらに、IoT からの膨大なデータはビッグデータ

としてさまざまな解析に役立たせることができます。

例えば、部品が壊れやすくなる原因は、時期や気温、

風、気圧などの気象条件に加え、機械的な振動のパ

ターンや強さなどとも関係するようなパラメータを

見つけ出す技術も必要になります。ビッグデータを

解析するために計算を並列化するプログラムや、解

法などが提案されています。さらには、各端末をイ

ンテリジェント化することによるリアルタイム性が

要求される様になると思います。 
 
３．半導体産業の市場展開と必要な革新 

 
CPS/IoT 社会の到来を機に、半導体は技術とビジ

ネスの革新を進める必要性に言及しましたが、これ

からの日本の半導体が目指す市場展開とはなにかに

ついて議論しましょう。技術革新を重視すると同一

市場の高度化に力を注ぐことになります。一方、ビ

ジネス革新だけでは、高度な課題解決に向ける市場

展開は望めません。日本の半導体が目指すべき市場

は、技術とビジネス革新の両輪により推進される革

新的な市場展開でしょう。 
つまり、スマート社会として求められる環境対策、

効率性、利便性、快適性と、持続性、復元性、安心

安全の全ての課題解決を目指し、新たな産業が生ま

れる社会形成へのアプローチです。そして、革新的

市場展開に伴う阻害要因の排除、推進力の増強に不

可欠な政策支援を、政策革新と呼び提案したいと思

います。 
例えば、新たな市場進出に伴う規制緩和や、税制

優遇による新しい取り組みへの後押し、そして、ア

プリ連携による価値ある技術作りの支援や、異業種

間の連携による新しいビジネスモデルを実行する為

に、複数の専門分野にまたがり整合と統合を推進で

きる複眼的視野を持つ人材の育成推進など、政策に

よる推進力は、民間の努力で限界がある変革に対し

て必須だと思います。(第 4 図) 
 
 
 
 
 

第 4 図 半導体の市場展開と必要な革新 

 
４．新しいビジネスモデルの考え方 
   

CPS/IoT 社会の市場形成をリードしようとすると、

技術で勝ち、ビジネスで負けるという日本企業特有

のパターンの課題が必ず指摘されます。日本の半導

体を大きく世界に躍進させるためには、技術開発の

議論に必ずビジネスの議論を付随させるべきです。

現状のビジネスの弱点を克服し、更にビジネスのや

り方に新しい方法を導入するビジネス革新を並行し

て整える必要があります。 
半導体の変革の視点では、2 つの悪い点を指摘せ

ざるを得ません。一つ目は、依存性からくる市場開

拓活動力の欠落です。日本の半導体産業は求められ

る価値がムーアの法則に従った製品開発である限り

は、新たな付加価値の開拓を目指す必要がありませ

んでした。高性能でコストメリットの出る半導体を

作り出すことに重点を置き、真に求められる開発に

必要な、企画、調査、戦略に係るマーケティングの

スキル育成や、体制整備を相対的に軽視していまし

た。そして、新しい市場を開拓、創造していくこと

ができない企業群になってしまいました。この弱点

を克服し、新市場を自ら開拓、創造することで、新

しい事業を起こすことが必要なビジネス革新と言え

ます。 
更に、二つ目の弱点として、エレクトロニクス産

業と強く連動するというリスクが挙げられます。つ

まり、電気機器市場が飽和すると連動して半導体産

業の成長が止まります。リーマンショック以降の日

本の半導体はまさにこの状態でした。この状況を打

破する為には、日本の半導体企業は新しい業種市場

との取引を選択肢とする戦略オプションも持つべき

ではないでしょうか。スマート社会関連装置との取

引で、2020 年度半導体は 2 兆円の市場に成長するこ

とが見込めます。 
 
一方、GDP 推計からスマート社会関連のサービス
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市場の伸びは大きく、半導体を部品とする IT 機器を

使い多くのサービスが成立していることに注目する

と、半導体がサービス業界との連動事業を行う可能

性を全く否定はできません。むしろ、技術の方向性

を共有する新しい価値づくりで連携し、サービス市

場が持つ資金力の循環の一部を半導体産業へも還流

することが出来れば、半導体産業の弱点克服につな

がる可能性があります。例えば、サービス機能を実

現する為に必要な処理アルゴリズムを半導体 IP に

込めて、サービス企業から電子機器企業へ要求とし

て半導体の付加価値販売を進めるプル型マーケティ

ングを実行できないでしょうか。或いは、処理アル

ゴリズムをライブラリにして、直接サービス・アプ

リケーションを動かすサービス企業へ販売できない

でしょうか。 
半導体業界では、実際に多くの業種とアプリ連携

の可否を議論し、サービス企業とも連携の可能性が

あります。この新しいビジネスモデルの考えも一つ

のビジネス革新になり得ると考えています。 
(第 5 図) 

第 5 図 半導体業界の新しいビジネスモデルの考え方 
 
５．オープン・イノベーション推進 

 
業界全体で一致協力してこの新しいビジネスモデ

ルを推進するためには、かつての日本の産業が苦手

としたオープン・イノベーションが必要だと思いま

す。今まで研究開発した成果を実用化するためのプ

ロジェクトやアプリと連携して、各種基準や標準化

を構築したり、異業種と連携するプロジェクトを実

施する組織として、「新研究開発組織」を提案します。

この「新研究開発組織」は、研究開発の成果の実用

化をスピード感持って取り組み、アプリ連携に 繋げ

ていくという役割も持つと共に、実用化という観点

から産官学によるCPS社会を実現する為の組織とも

連携していく必要があります。CPS 社会を実現する

為には国際協調、制度緩和、社会実装、人材開発、

研究開発提案/調整、標準化などが必要だと考えてい

ます。 
さらに、この「新研究開発組織」は異業種とのア

プリドリブンの縦型連携プロジェクトを指向した研

究開発体制の下、継続的かつ自立的な研究開発の母 
体となり、専任の研究企画部門とマーケティング部

門を持ち、多種多様な研究開発を同時並行的に進め

る仕組みを持つ、国際的に開かれた研究組織としま

す。さらに、この組織は自ら研究開発を行う事はも

ちろんのこと、研究開発のコーディネート機能も持

ち、研究開発成果の事業化への支援も行います。開

発成果の出口は、参加会社での事業化とベンチャー

のスピンアウトを考えています。この組織で実施す

るプロジェクトには、プロセス・ デバイス関係の研 
究開発プログラムとアプリ連携関係の開発プログラ

ムがあります。プロセス関係の研究開発プログラム

としてはプロセス・プラットフォーム構築を目指し 
たナノディフェクト・マネージメントを考えていま

す。デバイス関係の研究開発プログラムとしてはデバイ

ス/システム・プラットフォームの構築を目指したセンサー

などの IoT デバイス・システムとメモリデバイス・ストレー

ジ・システムなどを考えています。アプリ連携プログラム

では、医療・安心安全・エネルギー・自動車などの各分

野での基準や標準(安全基準、テスト/評価方法など)の
構築や将来重要となる基盤コア技術などの開発を予定

しています。いずれにしても、産官学による、あるいは異

業種間によるオープン・イノベーションが必要であり、こ

れを実行に移す組織の設立を目指していきます。 
(第 6 図) 

第 6 図 異業種間によるオープン・イノベーションを 
     実行に移す組織の設立 
 

６．まとめ 
 
以上、日本の半導体産業を本当に再興させる為には、

アプリケーション・ドリブンな新しいビジネスモデルへの

転換とオープン・イノベーションによる開発の推進を提案

し、これを実行する体制として新研究開発組織の設立を

提案しました。志をともにして頂ける方の絶大なるご支援

とご協力を御願い致します。 
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筆者はオーディオに約 50 年に渡って関わってきた。

近の半導体事情から将来の心配事について、投稿の

機会を頂いたので、改めて過去の事例を交えて述べる。 
 

オーディオの幕開けと半導体 
どうしても昔の事例から書かざるを得ない。ステレオが

嫁入り道具の「三種の神器」であった 1970 年代、オーデ

ィオ業界は鰻登りに成長して行った。使用素子も真空管

からソリッドステートと呼ばれる半導体化がどんどん進ん

で行った。その頃筆者はトリオ株式会社(現 JVC-ケンウ

ッド社)に在籍していた。当時、日本ではゲルマニウムトラ

ンジスタが主だったが、米国では RCA 社のシリコンパワ

ートランジスタ「2N3055」が全盛だった。その時のトリオ

副社長のアメリカ土産は出来立てホヤホヤのモトローラ

製の J-FET(型名は失念した)。500 個程ビニール袋へ

無造作に入っていたものを手渡され、「これを使って FM
チューナーを作ってみろ」と指示された。当時トリオは

FM チューナーで名を馳せており、やることなすこと新鮮

で、回路特許も随分と取得したものであった。まさに半導

体オーディオの幕開けである。 
さて、セットメーカーにとって、従来使用していた部品

が消滅することは、この世から食糧がなくなることと同義

である。 
1980 年代には自動組立が盛んになって、手差し部品

が無くなり、リード無し部品 SMD (Surface-Mounted 
Device)へと変わっていった。高級オーディオの生産は

弊社の場合 100 台単位のため、自動組立ラインであると

組立機のセットアップに時間を費やし、とても採算が合わ

ず、しばらくは手付け作業が続いた(その後、自動組立

の 100 台生産も可能になった)。回転式スイッチもそうだ。

スイッチを大量に消費するテレビなどが押しボタン式スイ

ッチへ移行し、大量生産されていた民生用回転式スイッ

チは製造されなくなった。そして価格が 10 倍もする測定

器用(大量生産ではない)へ移行せざるを得なくなった。 
  このように代替パーツがある場合は、何とか切り抜け

てきたが、大規模な一連の装置産業で製造する半導体

は、我々の力ではどうにもならなくなってきた。 
 

半導体メーカーとオーディオメーカーの協力体制 
半導体黎明期のトリオと東芝とは蜜月で、試作半導体

の評価を幾度ともなくやらせていただいた。また、当時の

東芝半導体応用技術部は高価な測定器を駆使して応

用回路事例を多数紹介していたので、これらに従って増

幅器の回路を設計していった。また内外半導体メーカー

のアプリケーションノートでも随分と勉強させて頂いた。

今でも蔵書として保管しているほど価値のあるものであ

る。 
オーディオ回路では半導体

は運の良いことに(悪いことか

も知れぬが)、P型とN型が存在するため、相補回路(*1)
が成立し、回路図を描くと綺麗な上下対称の増幅器が

出来上がった。真空管では成し得ぬことである。正と負

の電圧をかけるとグラウンドに対してゼロが基準となる回

路が簡単に設計でき、これが現在でも引き継がれている。

ところが、半導体内部の電子と正孔は同じ移動度(*2)で
はないため、無理をして gm(*3)を合わせ込んでいる。同

一 gm とするには、P 型は N 型の 3 倍のチップ面積が必

要で、半導体製造コストに大きく影響すると聞く。入力容

量増加も必然である(一方、雑音特性ではナトリウムイオ

ンの影響のない PNP が有利だが、NPN では後にパッ

シベーション等の改良で解決している)。 
オーディオメーカーはこの P 型にこだわっているが、

半導体メーカーは作りづらい P 型を集約したい思惑があ

る。また、スイッチング回路では移動度の速い N 型

MOS-FET のみを使用するため、必然的に P 型

MOS-FET は開発されないのが現状である。然るに半

導体メーカーからオーディオ用に特化した素子が消滅し

始めている。 
本記事の結論をここに記すことになる。オーディオメー

カーはもはや前述した従来型のアンプの相補回路は維

持できない。これらの解消方法として半導体メーカーに

古い半導体の生産を維持再生産してもらうか、オーディ

オメーカーは古い回路に固執するのではなく、新しい素

子を用いて新しい回路開発に力を注ぐべきかも知れな

い(しかしオーディオ機器は感性の商品でもあるため難し

い)。そのためには半導体メーカーのオーディオ用に対

する協力がぜひとも必要になる。 
 

パワーアンプの必要条件 
オーディオ用にはどの程度の素子が必要なのか、筆

者の所属するアキュフェーズを例に、増幅器の周波数帯

域と出力電力を述べる。 
まず、周波数帯域は、40 年間の筆者の経験則から

「1Hz～150kHz」としている。下限周波数は、パワーア

ンプの短絡時に出力される電流制限の動作時間を 1 秒

としたため。上限周波数は高いに越したことは無いが、

出力素子の高周波出力時の無効電力損失が大きくなら

ない上限と、長波放送波、ロラン電波(現在では停波)、
モバイル機器などからの通信電波の混入、EN 規格

(*5)のイミュニティ等を考慮したものがおおよそ 150kHz
である。一般に可聴帯域と定義されている周波数帯域は

20Hz～20kHz である。 近のハイレゾ(*6)と言われる

音響屋から見たパワーＦＥＴの現状 
アキュフェーズ株式会社  顧問  髙松 重治 
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サンプリング周波数が高い音源の出現以前は、弊社の

「SA-CD」(2.8224MHz/1bit DSD)プレーヤー出力で

は、50kHz(-3dB)の制限をしていた。ハイレゾ音源の周

波数は、やたらに高い傾向にある。11.2896MHz/1bit 
DSD や 384kHz/24bit などの対応を考えると、増幅器

はこれらの信号の混入を考慮せねばなるまい。 
弊社では、増幅器の周波数帯域は安定した増幅を維

持する点から 0.1Hz～数 MHz としており、増幅器のル

ープ外で前述の 1Hz～150kHz の帯域を制限している。

弊社のパワーアンプの仕様は、 大パワーでは定格連

続平均出力として 20Hz(+0dB)～20kHz(-0.2dB)、1W
出力時 0.5Hz(+0dB)～160kHz(-3dB)の帯域での出力

電力を規定している(表 1 の出力電力参照)。 
次にどのような電力出力が要求されるのか。この出力

電力は、業務用ではないため壁のコンセントの制限から、

アンプの消費電力として 1.5kW 以内、効率面から 大

1kW 程度である。 
 

パワーアンプ形式と使用するトランジスタの種類 
現存する素子はコレクタ損失またはドレイン損失が

100～120W といったところである。安全動作領域、使用

温度などを考慮すると、これらの大型素子を 10～20 個

を並列接続している(この数量差は動作条件が A または

AB 級によって異なる)。弊社の MOS-FET 使用のパワ

ーアンプの比較表を示す(表 1)。 
 
表 1：MOS-FET 使用パワーアンプ  (2015/01/09 現在)  

Item(アンプ名) A-36 A-47 A-70 A-200* E-600 

Rated Power 

at 8Ωload 

30W 

x2 

45W 

x2 

60W 

x2 
100W 

30W 

x2 

Max. Power 

at 1Ωload 

150W 

x2 

360W 

x2 

480W 

x2 
1,000W

150W 

x2 

Drain Voltage 34V 43V 49V 55V 34V 

Drain V Max. 96V 122V 139V 155V 96V 

2SJ618 6psc 10pcs 20pcs 20pcs 6pcs 

2SK3497 6psc 10pcs 20pcs 20pcs 6psc 

 *Monophonic Amplifier 
 
これら MOS-FET 使用のパワーアンプは A 級動作で

ある。この他にバイポーラトランジスタを使用した AB 級

のパワーアンプを 6 機種ほど製造・販売している。

MOS-FET に印加されているソース・ドレイン電圧は、例

えば「A-200」の場合 55V だが、音楽の交流信号はプラ

スからマイナスまで揺れるので 2 倍の電圧が必要になる。

更に商用電源使用の安全性から公の機関での安全試

験は+10%まで上昇される。この分も維持しなければなら

ない。そこで 大に印加される電圧は155Vになる。これ

が 180V 耐圧を用いる所以である。 
次に回路方式の考察。今まで述べた回路は所謂

「アナログアンプ」である。現在の主流は「スイッチング

アンプ」である。後者は効率 90%以上を実現し、車、

パソコン、テレビなどあらゆるところで使用されている。

また、プロフェッショナル・オーディオでは使用負荷(ス
ピーカー)が限定され、可搬型(軽量)が重要視される

ため、殆どが電源回路まで含めたスイッチング方式で、

出力電力も数 kW に及ぶものがある。(趣味性の高い

ハインエンド・オーディオでは、まだまだアナログ方式

が多い)。 
この他にも弊社には交流安定化電源があり、

MOS-FET を使用している(表 2)。この安定化電源は

制御する半導体に交流出力電圧(壁コンセントと同電

圧)の Peak to Peak 電圧である 280V を掛けるので

はなく、誤差制御範囲内の±30Vで動作するよう工夫

されている。従って、半導体の広い安全動作領域内

での安定した動作は確保されている。 
 

表 2：MOS-FET 使用安定化電源 (2015/01/09 現在) 
Item(機種名) PS-520 PS-1220 

Power (Max.) 510VA 1200VA 

2SJ618 10pcs 20pcs 

2SK3497 10pcs 20pcs 

 
使用するトランジスタの特徴 

弊社では創業(1972 年)当時から、AB 級動作だけ

でなく、A 級動作のパワーアンプを発売していた。当

時から AB 級にはバイポーラトランジスタを、A 級には

パワーMOS-FET という棲み分けをしていた。図 1(a)
バイポーラトランジスタ、および図 1(b)に MOS-FET
のチップ表面の動作時温度分布を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)バイポーラトランジスタ   (b)MOS-FET 

図 1 チップの表面温度の分布写真(*6) 
 
バイポーラトランジスタにはチップの中心付近に温度

が集中しているホットスポットがある。しかし MOS-FET
の熱分布は均一である。周知のように、バイポーラトラン

ジスタは温度特性が正特性であり、温度上昇は周囲より

その部分の抵抗値は低下し益々電流が流れ、電流集中

が助長される。所謂熱暴走であるが、これを防止する回

路工夫が必要で、また広範な温度補正に完璧なものは

難しい。それに対して MOS-FET には Q 点(キュリーポイ

ント)を超えると負特性を示し、熱暴走はせず機器に致命

的な状況は起こりにくい。オーディオ機器はユーザーが

負荷(スピーカー)を任意に接続し、如何なる出力で(任
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意の音量で)動作させるので、高い回路安定度が要求さ

れる。弊社が MOS-FET にこだわる理由がここにある。

そしてハイエンド・ユーザーが好む、発熱の多い A 級ア

ンプには 適な素子になり得る。参考までに MOS-FET
「2SJ618」と「2SK3497」の規格を載せる。なお、執筆時

点で既に廃止品種となった「2SJ618」はネット等で閲覧

できないため、東芝データシートのコピーを掲載した。 
 
2SJ618 規格(*7)(廃止品種) 
  ・低周波電力増幅用 

 高耐圧です ： VDSS＝－180V 
 2SK3497 とコンプリメンタリになります。 

 
2SK3497 規格(*8) 
 ・低周波電力増幅用 

 高耐圧です ： VDSS＝180V 
 2SJ618 とコンプリメンタリになります。 

 
この様に東芝でもコンプリメンタリになると謳っていて、

帰還容量、出力容量を除き相補関係は殆ど揃っている

(容量が大きいのはチップ面積が影響されていることが

窺える)。 

参考までに、小信号用素子とて例外ではない。

30cmLP レコードは、CD の出現によってその姿を消し

たと思われていた。しかし、ユーザーが保有している莫

大な LP の数は、リバイバルすることとなった。この LP 再

生にはアンプの増幅度は周波数によって異なるものの、

レコード・ピックアップ用・カートリッジからスピーカーの出

口まで凡そ 100dB ほどの利得である。ここでトップに用

いられる半導体の雑音レベルがシステム全体のSN比に

大きく左右される。36 年前のプリアンプには低ベース抵

抗(rbb’)を求めて「TO-66」という金属ケースを用いた小

型パワートランジスタを初段に使用したこともあった。 
こ の 部 分 を 支 え て い た 半 導 体 に 三 菱 電 機

「2SA1114/2SC2602」、日本電気「2SA991/2SC1844」

など各社に優秀な素子が存在した。なかでも東芝

「2SA1316/2SC332」という超低雑音は、現在の汎用小

信号を 30 本並列にしてもその値を凌駕することはできな

い。それらの殆どは現在入手不可能である。それでも弊

社の設計担当者が各社の全ての規格表を洗い出し、低

rbb’と周波数特性から抽出し「2SC6000」(東芝)を探し

当てた。メーカー分類では高速スイッチング・DC-DC コ

ンバータ用である。しかし、「2SC3329」を凌駕する特性

を有している。どう見ても電力用スイッチングトランジスタ

で、超低雑音、小信号増幅用ではない。なお、これに相

当する PNP 型はない。 
 
2SC6000 規格(*9) 
・高速スイッチング用 
・DC-DC コンバータ用 
 直流電流増幅率が高い：hFE =250～400(IC=2.5A) 
 コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い：VCE(sat)=0.18V 
 スイッチングスピードが遅い：tf=13ns(標準) 

一般の小信号のトランジスタには必ず雑音特性が

付記されるが、「2SC6000」にはない。この様に偶然

見つけたことは幸運であり、スイッチング・パワー

用トランジスタの中から低雑音のものを見つけるこ
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とは困難を極める。 
 
スイッチング回路用トランジスタの特徴 
スイッチング回路用と言えば、前述のとおり移動

度の速い N 型 MOS-FET である。最近ではジャンク

ション構造をトレンチ型とし、0.1Ω程度の低オン抵

抗や、低ゲート抵抗(例：1.5Ω)、低帰還容量等(例：

入力容量 Ciss=1680pF)を実現している。但し、ゲー

ト電圧閾値は 4V 程度へ増加している。東芝のアプリ

ケーションノートによれば、安全動作領域(SOA：

Safety Operation Area)が熱抵抗で制限される等電力

線とはならず、二次降伏類似の現象が見られるため注意

必要と記載されている。また、スイッチング回路用途のた

めチップ面積は小さく、熱容量が小さくなると聞く。参考ま

で に ス ー パ ー ジ ャ ン ク シ ョ ン 構 造 DT MOS-FET
「TK20J60W」の規格を載せる。 
 
TK20J60W 規格(*10) 

・スイッチングレギュレータ用 
スーパージャンクション構造 DTMOS の採用により 
オン抵抗が低い：RDS(ON)=0.13Ω(標準) 
ゲートスイッチングスピードの 適化 
取り扱いが簡単なエンハンスメントタイプです。 

 
絶対最大定格  (特に指定のない限り, Ta = 25℃) 

 
電気的特性 （特に指定のない限り, Ta = 25℃） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、今後は炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）を
用いたN型FETの製品化も始まっている。これらは熱に強
く、内部抵抗も低いため車載に代表されるような、大電力
のスイッチング回路用途を目的としている。しかし、オー
ディオ用としては考慮されていない。 
 

オーディオメーカーと半導体メーカーの今後の関係 
これまで述べてきたように、オーディオメーカーはアナ

ログの A 級アンプを N 型と P 型の相補型 MOS-FET を利

用し製品化したい。ところが、半導体メーカーは需要の多

いスイッチング回路へ利用される N 型 MOS-FET の製品

化へ特化している。両者の間には隔たりがある。しかも装

置産業の 粋たる 半導体メ ーカ ーへ 、 過去の P 型

MOS-FET 等を維持・再生産してもらうことは至難の業で

あろう。そのため、オーディオメーカーは過去からの回路

に固執するのではなく、スーパージャンクション構造や

SiC 等の N 型 MOS-FET を用い、アナログであれスイッチ

ングであれ新しい回路の開発に力を注ぐべきかも知れな

い。それには、該当半導体の基本特性を把握することが

も重要である(基本知識を習得した若い技術者に期待

したいところである)。 
 

食糧がなくなるのと同じ 
技術的な論点以外に半導体の価格問題がある。巨大

な装置産業である半導体は、常に技術革新のもとで開発

が行われてきた。同時に市場での不良防止、製造過程で

の歩留まりアップなども大きな技術革新の一つである。筆

者の 50 年の歴史の中で、他の部品の値上げ交渉はかな

りあった。しかし、半導体だけは値下げが続いており、こ

れが技術革新の証であると感じていた。ところが、その生

産が限界になると供給者側は価格アップではなく、一方

的に生産中止の方向に振る舞う(海外生産移転の思惑も

ある？)。需要者側には代替品が全く無くなり、その産業

は技術革新の名のもとに消えてゆくのが正解だろうか。 
 
●注および解説 
*1  相補回路(Complimentary Circuit)：上下対称回路とも 

呼ばれる。 
*2  移動度(Mobility Constant)：本来は電子移動度で 

あるが、半導体の場合正孔(Hole)の移動度も指す。正

孔のそれは電子より遅い。 
*3  gm ：相互コンダクタンス(mho) 
*4  EN 規格：DIN 規格と BS 規格が統合され、EN 規格（欧

州統一規格）となり現在に至る。この中で外部からの妨

害電波の暴露試験で、排除能力を定めた Immunity が

ある。 
*5  ハイレゾ (High-Resolution Audio) ：CD (44.1kHz/16 

bit )システムを超えるサンプリングレートと bit 数 (例え

ば 96kHz / 24 bit など)のシステムを指す。 
*6  大高他、「パワーMOS FET とその電動機制御への応

用」、『日立評論』、VOL.65 No.4、（1983 年 4 月号）、 
ｐｐ.35-40。 

*7  「2SJ618」: 株式会社東芝、『半導体ハンドブック』  
*8  「2SK3497」: 株式会社東芝、『半導体ハンドブック』 
*9  「2SC6000」: 株式会社東芝、『半導体ハンドブック』 
*10 「TK20J60W」: 株式会社東芝、『半導体ハンドブック』 
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新世紀美術協会委員 

審査員  田村 敏子 
 
＜ＳＳＩＳとのつながり＞ 

会員の内山雅博さん（諮問委

員、文化活動委員）とは、山口県

立防府高校の同期生であり、そ

の関東地区在住の 10 人程度の

同期の方達とは、定期的に旅行や食事会を楽しむお仲

間です。今年も新年早々鎌倉八幡宮へ初詣し、その後

お食事会をしたばかりです。 

写真 1） 1 月 30 日 鎌倉八幡宮参拝後、新年会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
私の所属する新世紀展は、毎年 5 月初旬に上野都美

術館で開催される公募展ですが、一昨年内山さんから

「SSIS」では地域のつながりの一環として新世紀の絵画

鑑賞と、その後の懇親会等で会員の親睦を計りたいの

で協力して欲しいとのお話をいただきました。昨年の懇

親会の折にお顔なじみの方もいらっしゃり、少々調子に

のって斉藤さんと入会させていただくことになりました。 
 
＜現在の活動と今後の目標＞ 
私共が所属しております美術団体新世紀は、毎年 4 月

に搬入後、その応募作品約 800 余点の中から審査の上、

500 余点を入選展示し、その後、巡回作品

70 余点を選び全国 5 ヶ所に巡回いたします。

絵を描きはじめて 30 余年になりますが、初期

の作品は、静物をあるがままに描く写実でし

たが、2000 年の回顧展あたりから斬新でか

つ未知の予感めいた世界をと人物に興味を

持ちはじめ、具象と抽象の中間を望む今日こ

の頃です。 
 
＜今年の新世紀展＞ 
 本年は新世紀 60 回記念展です。明日への

創造を目指し、各自それに向かい頑張って

おります。新緑の上野での絵画鑑賞を皆様

お揃いでお越し下さいます様お待ち申し上

げております。 
場所：東京都美術館・上野公園 

        会期：5 月 2 日（土） ～ 10 日（日） 
 
 
 
写真 2）  
昨年 5 月東京都美術

館（上野）で絵画展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新世紀美術協会 
  田村 敏子/斉藤 照子 
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写真 3） 人形たち（初期の作品） 
1980 年の作品 30 号 

 
 
 
 
 
 

写真 4） RIKA 1990 年の作品 100 号 
 
 
 
 

写真 5） 女の風景（YOKOHAMA） 
      2013 年の作品 100 号 黒田賞受賞 
 
 
 

写真 6） 女のいる部屋 2013 年の作品 
        屏風一曲二双 
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新世紀美術協会会員 
    斉藤 照子   

 

＜趣味を通じての出逢い＞ 

理化学系には縁遠い毎日を

過ごしてきた私は、突然「SSIS」

の会を知ることになりました。 

 
20 歳そこそこで、家庭を持っ

た私は、30 代半ばに生涯を通じての趣味を持とうと思い、

絵画と陶芸を迷ったあげく、選んだのが絵の道でした。

後に、陶芸も2年間ほど北鎌倉の先生宅に通ったもので

す。有り難いことに、私には絵の恩師が 3 人おり、3 人目

の先生が現在お世話になっている田村敏子先生です。

私の所属する美術団体は、今年 60 周年を向かえる「新

世紀美術協会」 「日本美術連盟」 「港の作家美術協会」 

「夾風美術協会」いずれも会員をさせていただいており

ます。一団体で年二回出展し、また他のグループでも銀

座、東京等に出展しております。従って時間があけば、

常にキャンバスに向かっている状態です。 
 
昨年2月に桜木町のぴおギャラリーにて、新世紀美術

協会の東京支部展が開催されました。その会場に田村

先生の同級生である内山雅博様が会員の皆様をお連

れして下さいました。その帰りに会員の皆様はお食事会

をなさるとの事でした。たまたま、その会場に居合わせた

私は、田村先生よりお誘いを受け、お食事をお付き合い

をさせて戴いたというのが、「SSIS」の会を知る事になっ

た次第です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様の会に対する熱いディスカッション。日本は元より、

世界にまで及ぶ豊かな会話、そしてユーモアも行き交う、

楽しく、有意義なひと時でした。その後も上野都美術館、

八重洲ギャラリーといらして戴き、心よりお礼申し上げま

す。 

 

今この地球に心の痛む信じられない様な出来事が起

きておりますが、そんな中、家族の理解と協力のもと、絵

を続けて行ける幸せを身にしみて感じております。今私

は、ノスタルジアをテーマとして心象画に取り組み始めま

した。絵を見て下さった方の一人でも感動して戴けたら

私の嬉びです。絵を通じて、何かしらお役に立てたらい

いなーと。 

 

長い時間絵に取り組んで来た意味もあろうかと、思え

るのです。趣味を通しての恩人、知人、友人に出逢いま

した事は、私の宝物です。また明日に向かって穏やかに

歩んでいきたいと思っております。 

 

会員の皆様のご指導の程、よろしくお願い申し上げま

す。私のつたない作品を紹介いたします。ご意見を頂け

れば幸いです。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 7） 2000 年の作品 20 号 
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写真 8） 2000 年の作品 10 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 10） 2012 年の作品 100 号 

             第 57 回新世紀展 生きる（Ⅰ） 
 

写真 9） 2013 年の作品 100 号 
     第 58 回新世紀展（2013）nostalgia（Ⅱ） 
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 昨年 9 月の第 2 回に続いて、今回も講演会と懇親会の

2 部構成で以下のように実施しました。 
 
１．日時：2015 年 3 月 4 日(水) 15：00～19：30 
 
２．場所：八王子スクエアビル内（八王子駅前） 
（１）講演会‐八王子学園都市センター 

〒192-0083 八王子市旭町 9 番 1 号 Tel: 042-646-5611 

(2)懇親会‐スカイラウンジ・クレア 
〒192-0083 八王子市旭町 9 番 1 号 Tel: 042-643-2333 

 
３．講演会（15:00～17:00）： 
（１）テーマ‐「放射線被ばくと突然変異、発がん（DNA

損傷の修復と細胞周期）」 
（２）講師‐松本信二氏 

松本氏は東京大学大学院において原子核の研究

で博士号を取得、その後放射線医学研究所で放

射線生物学や基礎医学の研究で成果を上げられ、

カナダ原研生物医学部などで招聘教授などを務め

られた世界的な研究者として知られています。 
 
４．講演会状況： 

松本信二氏のご厚意により貴重なお話を拝聴する機

会を持つことができました。講演内容は、以下の 8 項目に

ついて順序立てたお話でした。 

１）Si 半導体検出器中の陽子線による損傷と α粒子による

生成荷電のトラップ 
２）Si 半導体検出器をターゲットとした光核反応 
３）放射線の単位 
４）危険度推定 
５）人体への影響 
６）DNA 修復 
７）細胞周期進行停止による効率的修復と発がんの防止 

８）重粒子線によるがん治療 
始めの 2 項目はやや堅苦しく感じた方も多かったようで

すが、3 項目以降は放射線の人体、就中 DNA に与える 
影響など、生命維持のメカニズムや健康問題にかかわる

身につまされるお話で、活発な質疑応答が行われました。

放射線障害リスクの評価として、基本的には DNA の傷が

治されればよく、自然放射能の年間 1mSb 程度ならば損

傷は修復されるが、医療被曝は国民全体の平均がその 2
倍の 2ｍSb で且つ瞬間的であることで影響が出やすく、

要注意とのことでありました。 
 
５．懇親会（17:30～19:30）状況： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

懇親会では講師の松本様にもご参加頂き、牧本前理事

長の音頭によるビールで乾杯。その後各自それぞれ酒、

焼酎、ワインなど好きなものを飲みながら、自己紹介や近

況報告、健康問題等いろいろな話題で盛り上がりました。

会費は 4,500 円（懇親会参加者、飲食代）でした。 
 
６．参加者 

従来は多摩会内部にのみ参加を呼び掛けてきましたが、

今回は関東全域の会員にも参加を呼び掛けました。会場

の都合で当初予定の期日を変更せざるを得ず、多摩会か

らの参加者は前回より少なくなりましたが、松本信二氏の

興味深い講演内容も相俟って他の地域から牧本前理事

長など 9 名の参加があり盛会でした。 
出席者は（順不同、敬称略）、周藤仁吉、日下浩次、 
村田 純、金原和夫、栗原岩雄、田中喜男、高橋令幸、

田辺 功、溝上裕夫、川那部隆夫、川本佳史、 
高畑幸一郎、牧本次生、内田康臣、野澤滋為、 
森脇 健、鈴木孝徳、内山雅博、島 亨、日高義朝、 
中尾誠男の計 21 名でした（講演会のみの参加者はア

ンダーライン）。 
 
次回は 8 月下旬から 9 月にかけて行う予定です。幹事

は、当分高橋が継承して指名によるサブ幹事を毎年（or
毎回）おくことになっており、川本佳史さんに副幹事を引き

受けていただきました。次回も大勢の参加を期して興味深

い会合とするべく、多摩会幹事、文化活動委員会等で企

画を練っていきます。                    以上

SSIS 第 3 回「多摩会」（講演会・懇親会）報告 
文化活動委員会 多摩会幹事 高橋令幸 ☆ 委員会報告 ☆ 
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１．はじめに 

 

講演会は昔、“研修会”といったそうである。会員間で最

先端の情報と知識を共有し、切磋琢磨することを目的とし

た。今もこの目的に変わりはないが、残念なことに参加者

は微減、収支は慢性的な赤字状態である。長く続けるた

めには何らかの対策が必要だ。 

 
講演企画委員会では昨夏から議論を重ね、練り上げた

対策案を今年4月の通常講演会にて試行する。本稿では

会員の皆様に対策案の概略を紹介したい。 

 
２．講演の 2本立て 

 
従来、講演は 1 件であった。「たった 1件の講演を聞く

ために・・・」と考えると足が重くなる。そこで、講演を2本立

てにする。内容も工夫した。例えばデバイスとシステムの

ように、供給側と使う側の論理を交えることによって、全体

を俯瞰するための情報を提供する。 

 
4 月の講演会では、神永晉氏（住友精密工業（株）前代
表取締役社長、現社友）にトリリオンセンサー、伴秀行氏

（日立製作所）にビッグデータのライフ・ヘルスケアへの応

用についてご講演をいただく。センサーが各種の情報を

発信し、一方で集めたデータを有益に活用するという構成

だ。迫り来るウェアラブル・コンピューティングの時代、微

細化に埋没してきた半導体技術者にとって応用を考える

きっかけになれば幸いである。 

 
3.開催場所の変更 

 
 これまで開催してきた林野会館は地下鉄茗荷谷駅から

徒歩約 8 分。シニアにとってこの距離は、いささか中途半

端である。雨天や降雪時は、“いわんや”である。 

 

そこで 4 月の講演会場として品川区立総合区民会館

“きゅりあん”を予約した。JR大井町駅に隣接し、徒歩1分。

半年前の抽選会で籤を引く手続きが必要だが、講演企画

委員会が担当する。 

 

 

 

4.通常講演会の有料化 

 
参加者増加へ向けた対策は先に述べたとおりだが、 

“きゅりあん”は区立施設のため賃料が大幅に安く、交通

の改善のみならず支出の低減にも貢献する。 

 
支出低減策と並行して収入増加策として、講演会の有

料化を図る。価格は現時点で未確定だが、特別講演会と

同程度の金額が妥当と考えている。“長く続ける”ために、

会員皆様のご理解をいただければ幸いである。 

 
5.終わりに 

 
 講演会の改善案を概説した。収入増と支出減を意図す

る対策をご理解いただけたものと思う。会場講演企画委員

一同、会員の皆様と共に長く続くように、盛り立てていきた

いと考えている。 

 
講演企画委員会 ： 有門経敏（委員長）、溝上裕夫、 

内山邦男、遠藤伸裕、増原利明、 

増田弘生、 

前口健二（アドバイザー）、 

中村修（アドバイザー） 

 

☆ 委員会報告 ☆ 講演企画委員会 
委員長  有門 経敏 
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 前々号の記事「日本のファブの活性化(1)」に対して、
会員からいくつかご意見をいただいた。今号ではそのう

ちの一つを紹介し、ご指摘のポイントである日本のファ

ブにとってのファンドリービジネスの成功について、当

委員会の見解（応援メッセージ）を紹介する。なおスペ

ースの都合上、ご意見の一部を割愛・要約させていた

だいた。 
 

ご意見 3 

論説委員会の「日本のファブの活性化」拝読しました。

色々考えてみましたが活性化は難しいですね。以下羅

列ですが思いつくまま書いてみます。 
ファブのビジネスはすでに勝負がついており日本の

中小のフアブが TSMCを筆頭とする大型ファブには到
底勝てない。以前日本ファウンドリーの構想があったが

ご承知のように頓挫。それでは日本のファブは何で勝

負するのか、どういう技術で海外の半導体メーカーと戦

うのか？ 
ファブの活性化は日本の顧客（半導体メーカー）の活

性化なくしてはあり得ないと思う。今の規模、技術で海

外を顧客にできるかは甚だ疑問。従って日本のファブ

が生き残るにはニッチの日本市場を狙うしかないので

は。もともと日本の半導体が得意であったアナログ＋デ

ジタルのプロセスに特化しローパワー、高速、超短納期

の技を磨いて高収益のプロセスを目指す。委員会の提

案にあるようにパワーIC（高耐圧）、FET 用に顧客開拓
をする。この分野で力をつければ車載用を中心に海外

顧客への展開も視野に入る。 
今回の提案にファブの活性化だけではなく、顧客の

ファブレスの活性化も併せて議論していただければ幸

いです。言い古されたことですが高額な EDA等のツー
ルがファブレスの競争力を阻害しています。 
 

 

［当委員会の見解］ 

ファンドリービジネスの現状 

IDM は半導体製品の仕様決め、設計、製造を一貫

して自社で行い、自社ブランドで製品を販売するのに

対して、ファンドリーは顧客が仕様を作り設計したものを、

前工程の製造を請け負う。既存の大手ファンドリーは成

長を継続し、また中堅ファンドリーは凄まじい勢いで

M&Aを行ない自社の強みを構築しようとしている。 

顧客がファンドリー会社を選ぶ要素は、少ない労力

で短期間に簡単にベストのパフォーマンスかつ低コスト

で製品化できること、および試作時のシャトルの使い勝

手（頻度、価格、柔軟性など）が良いこと、さらに戦略と

しての長期的なコミットメントが示されることが重要であ

る。 
具体的には、第一に技術開発の継続性と投資資金

力が求められる。微細化が進むにつれ、設計・製造は

技術的にも金額的にも、そのハードルが指数関数的に

上がってきており、プロセスの共同開発やファブの共通

化を図る動きもみられている。 
第二に、顧客がファンドリーのプロセスベースで設計

する際の技術サポート力が求められる。ファンドリーは、

IP ベンダー、EDA ベンダー、マスク製造会社等、ファ
ンドリービジネスを行ううえで不可欠の「パートナー」と緊

密な連携をおこなう形態をとっているケースが多い。大

手ファンドリーが IDMより最先端プロセス開発で先行し
ている現在、EDAベンダーは大手ファンドリーとの連携
を強め、IP ベンダーも大手ファンドリーの最先端プロセ
スに合わせた IPを開発し検証を行っている。 
第三に、顧客とファンドリー会社間の信頼関係の形

成にはトップセールスが欠かせない。ある既存大手ファ

ンドリーの場合には、経営トップが顧客トップとの個人的

に親密な信頼関係を構築したうえで、工場長が営業活

動を行っているとのことである。 
ファンドリー会社の選定は、ビジネスの性格から、長

期的視点での戦略的判断がなされる。したがって一旦

どこかのファンドリーが決まるとすぐに別のファンドリー

に代えるということは通常起きにくいと言える。 
日本のファブには優れた差別的技術を保有している

ケースが多くみられるが、外部のファブレス顧客を受け

入れるツール（設計インターフェース、スパイスモデル

の提供等）のペーパーが十分準備されておらず、既存

の大手ファンドリーを利用した日系 IDM の設計技術者
からも、「社内のファブを利用するより、ファンドリーが提

供するサービスを用いて設計した方が楽であり、開発期

間が短く、量産歩留もスムーズに改善する」との意見が

多くあるのが現実のようである。 
 

 

 

日本のファブの成功要因候補（1） 

「日本のファブの活性化(1)」で述べたように、ファブレ
ス&ファンドリーのシェアは今後も IDM より高い成長率

論説委員会   日本のファブの活性化(3) 
  井入 正博  ☆ 委員会報告 ☆ 
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で伸びていくと予想されている。また IDM各社もファブ
ライトを指向しているので、ファブを活性化する観点から

は、ファブはファンドリーを選択するのが妥当であろうと

考える。 
その中でも、日本の現行ファブにおいては、先端

CMOS プロセスでは既存の大手ファンドリーに太刀打
ちできないが、Matured Process、Niche Process を
中心にしたファンドリービジネスで成功することは可能

であると考えられる。具体的には、日本の 200mm ライ

ンを親会社から切り離してひとつの会社として集結させ、

市場で通用するMaturedでNicheなプロセスと物作り
の強みを生かしファンドリー市場に参入するというシナリ

オである。 
この背景としては、200mmでMaturedプロセスを使
った製品の需要は今後も年率 5％程度の拡大をするこ
とが期待されること、自動車・医療・ロボット等の開発・生

産拠点に近い地の利を生かすこと、長期安定供給をコ

ミットする企業風土に対する信頼を得ること等により、今

から市場に参入してもチャンスは十分あると考えられる

ことがある。 
200mm ファブを統合するアイデアは以前からあるが、
プロセス技術を統合する道筋を明確に描かないと成功

は難しい。統合したファブは世界の市場ニーズに合い

かつ競争力のあるプロセスを選択する必要がある。競

争力の無いプロセスは捨てるしかない。200mm技術は
各社によってプロセス技術に 300mm世代よりむしろ大
きな差があり、共通化のためには相当のコストが必要に

なると思われる。もし統合ファブの経営陣が出身会社の

技術を主張し続けるならばタイムリーな経営判断はでき

ないであろう。いかに市場で勝ち抜けるための技術を

保存継続し、ファンドリーとしてニーズに合わない技術

を捨てるかの選択と集中の戦略が重要である。 
成功の鍵としては、新会社を親会社から切り離した独

立組織とし、本体に共通技術とマーケティング・セール

ス部門を設置する、正確な事業戦略を立案しマーケテ

ィング力を強化する、各工場の技術を再検証し各工場

で強みのあるプロセスを選択し集中させ強みのある技

術については他の工場にも展開させる、親会社が所有

するNone-Core IPを譲り受けファブレス顧客へ提供す
る、等が挙げられる。 
新会社設立の資金としては、上場を目指して民間の

投資を募ることがベストであろうと考える。トップはスピー

ド感と決断力のあるグローバル人材（日本人でなくても

よい）が、また社長、役員、管理職、技術・製造部門す

べてがセールスマンになるような体質の会社が必要で

あろう。 
 
 
 
 

日本のファブの成功要因候補（2） 

多くのファブレスにとっての大きな問題は、マスクコス

トであると言われる。開発の成否が不明な時点で、マス

クに多大な初期コストをかけるリスクをおかす必要に迫

られる（結果としてデザインのイノベーションや新規参入

が阻害される）場合がある。この解決策として電子ビー

ム直接描画技術(直描)を独占的に有し顧客に提供する
ことができれば、ファンドリービジネスの競争力の源泉と

なるものと考えられる。 
直描の開発にはユーザー（ファブ）の強いリーダーシ

ップが必須である。まず直描で得られるメリットと開発目

標を明確化する必要がある。デバイス開発試作のコスト

と開発期間の短縮、特に現在行われているシャトル方

式（一枚のマスクに異なるデザインのマスクを搭載する）

に対する優位勢の検証が求められる。 
またどのようなデザインルールを狙うのか、および先

端リソグラフィとしての役割についても明確化する必要

がある。直描は先端リソグラフィの候補として過去何度か

話題になったが、光リソグラフィの進展に伴い出番がな

かった経緯がある。現状はEUVも光の多重露光も行き
詰ってきているような状況と思われチャンスがあるのかも

知れない。 
さらに直描が実用化されれば、マスクコストが大きい

ことが一因で伸びてきた FPGA（Field-Programmable 
Gate Array）と ASIC との関係にも影響を及ぼすことが
考えられ、この点についても検討する必要がある。 
装置開発の主眼はスループットの向上にある。その

ためにはマルチビーム・マルチカラムの技術が必須で

あろうし、その点で装置信頼性の確保が最重要課題に

なる。この分野の技術リソースは世界の中で日本に集

中しているが各社に分散しているため、その集結が必

要である。 
技術的な課題は大変大きく、その解決のシナリオは

実際に検討を開始しないと出てこないと思える。電子ビ

ーム露光技術はマスク描画で実用されていてその経験

が大いに役立つであろうが、また一方で直描にはマスク

直描とは異なる要素（困難さ、容易さ）もあるであろう。 
 
 
今後更にご意見を求めて検討していく予定であるので 

本テーマに関するご意見を論説委員会 

ronsetsu@ssis.or.jpまでお寄せください 

論説委員：井入正博（委員長）、市山壽雄、 
川西 宏、川端章夫、伏木 薫、渡壁弥一郎 
馬場久雄（アドバイザー）、吉澤六朗（アドバイザー） 
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桜の蕾が大きくなり、もう

すぐ開花しようとする頃、片

野さんは忽然と逝ってしまわ

れました。 
 
今年の年賀状では、「三年

前に胃ガンで一時体調をおと

しましたが、その後折り合い

をつけながら、日々平穏です」とのことで、まずは

よかったなと感じていたところでした。  
突然の訃報に接し、一瞬言葉も出ないほどでした。 

 
 
片野さんは、1961年(昭和 36年)慶応大学(機械工
学科)を卒業し、(株)日立製作所に入社されました。 
重電関係の水戸工場で 20 数年間、生産技術部門を
担当され、生産技術部長をされた後、1989 年(平成
元年)半導体関係の武蔵工場の工務部長に転任され
ました。 

 
私との出会いは、この時でした。 生産管理を担
当され、工場の生産の立場と、顧客の納期の立場の

調整を、何となく大事にならずに処理されていたこ

とが思い出されます。 オープンで公平な心を持って
おられたと感じました。 2年後半導体事業部次長に
昇進され、更に 1993年(平成 5年)ドイツにある半導
体工場の副社長を経験された後、日立を退任されま

した。 
 
2004年初めに、川西剛会長から、私に「SSISの
事務局長の後任に適した人を推薦してほしい。東芝

の OBには適した人の心当たりがいないので、是非
日立 OBからたのむ」と話がありました。事務局長
の仕事は、SSIS のすべてのことを処理しなければ
ならず、一般会社と違って命令で済ますこともでき

ず、いろいろな意見が出てくるがこれを適当に対処

する必要があります。 これらを考慮して片野さんな
らやれると見たがどうだと話しました。 
ちょっと考えた末「了解。やりましょう」と承諾

してくれました。 
 
 
 
 
 

片野さんは、2004年 7月から 2011年 9月まで約
7年間事務局長をやり、SSIS運営の基盤を作ってい
ただきました。2004年就任時から、直ちに任意団体
としての組織管理体制を整備され、この時作成され

た規程類が現協会の規程類の原型となっているとの 
ことです。 

 
 
2008年に SSISは 10周年を迎えましたが、この
記念行事の取りまとめをされました。 また 2009年
引き続き一般社団法人化を推進し、法人格を取得。  

 
 
2011 年に半導体シニア協会から半導体産業人協
会に名称変更。 第 1 期日本半導体歴史館や、教育
講座の立ち上げに尽力されるなど、誠実で辛抱強い

仕事ぶりで、貴重な働きをしていただきました。 
 
 
責任感が強く、粘り強い性格の持ち主であり、大

変な事務作業を、周りは無理だからというのに、「死

んでもやります」といってやり遂げたなどのエピソ

ードが、伝えられています。 
誠実な仕事ぶりで、SSIS のためにご尽力をいた
だき、誠にありがとうございました。 真面目で、飾
らないお人柄にも、もう接することもできないと思

うと、淋しさが胸に迫ってきます。  
 
 
 
 
 
片野さん、さようなら。 心から、ご冥福をお祈
りします。 

 
 

2015年 4月 8日 

故片野弘之さんを偲んで 
  （株）日立製作所 名誉顧問  金原 和夫 

☆ 追悼 ☆ 
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新入会員(2015.1.1から 2015.3.31) 

個人会員（敬称略） 
Michael Burghart 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 
 

1～3月実施行事 

1月： 13日 監査役会 
15日 執行会議 
22日 決算理事会 

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

3月：  4日 コミュニティ多摩会開催 
19日 執行会議 

 

2月 27日に社員総会が無事終了 

社員総会は出席者：51名、委任状：180通を得て、
2月 27日林野会館にて執り行われ、すべての議案が
承認されました。 
（当該号社員総会報告並びに総会資料参照） 
 

牧本次生氏 特別顧問就任 

前理事長であり 6年間理事を務めていただきまし
た牧本次生氏が前述社員総会をもって任期満了によ

り理事を退任されました。今後は当協会の特別顧問

としてご指導いただくことになりましたので皆様に

お知らせいたします。 
 

事務局員交替 

7 年間、当協会の経理と庶務を担当してきた山本
清子さんが 4月末をもって退職いたします。高橋智
子さんが後任として業務を引き継ぎます。 
 

今後の行事予定 

4月：  8日 SSISフォーラム 
9日 理事会 
16日 執行会議 

21日、22日 春季工場見学会（鹿児島） 
5月：  14日、15日 春季半導体入門講座 

21日 執行会議 
27日、28日 PC教室 

6月：    1日 関東地区オープンゴルフ 
18日 執行会議 

 

7月開催の SSISフォーラム（講演会） 

7 月 13 日開催のフォーラムは産総研の安田哲二
氏「超低消費電力データセンター実現に向けた産総

研の取り組み～INPLUSE」、JST の河村誠一郎氏
「100年、1000年メモリ技術」を予定しています。 
 

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 

2014年 10月(86号)掲載以降、2015年 3月 31日
までに下記の 66 名の方からご寄付を頂きました。
紙面をお借りして御礼申し上げます。 
青木昭明、荒巻和之、池永和夫、石川静香、石川元、

市山壽雄、伊藤達、伊東秀昭、内田雅人、内山雅博、

内海忠、梅田治彦、大成基、大西新二、片野弘之、

神永晉、神山治貴、川名喜之、川端章夫、川本佳史、

木原利昌、金原和夫、小崎勝浩、小林伸至、 
坂本典之、崎谷文雄、佐々木元、島亨、清水秀紀、

志村幸雄、鈴木司郎、鈴木孝徳、周藤仁吉、 
鷹取正豪、高橋令幸、高畑幸一郎、棚橋祐治、 
田辺功、趙成洙、中川洋一、中澤修治、中田靖夫、

永塚幸夫、中根久、中村修、中村信雄、野澤滋為、

萩原良昭、橋本浩一、畑捨三、馬場久雄、林一夫、

星野清、堀内豊太郎、牧本次生、増田尚也、 
眞鍋亮子、萬田和彦、溝上裕夫、宮川宣明、 
向井久和、森野明彦、山崎俊行、山根正煕、 
八幡惠介、吉澤六朗 
 

会員状況（3月 31日現在） 

個人会員 269名  賛助会員 58団体 
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