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史上最悪の半導体不況に思 う

200 1年の半導体市場は対前年比でマイナス30% を超

える縮小 とな りそ うである。 これは過去最悪のマイナ

ス成長である。 もともと半導体市場は浮き沈みが激 し

く、これがシ リコンサイクル と呼ばれた りした。 しか

し平均的に見れば過去30年間にわた り年率14～15% 程

度の成長を持続 してきてお り、今後 もこれが継続する

ものと期待 したい。興味深いのは、過去にこの平均成

長率に近い成長をした年は極 くわずかで、ほとん どの

年は大幅なプラス成長か、逆にマイナス成長 となつて

いる。従って過去にもマイナス成長は何回も経験 して

きているので、マイナス成長そのものには驚かない免

疫が出来ているが、今回の落ち込みはその免疫 を打ち

砕くほどの大幅なものである。  
‐

その背景には、世界的且つ全産業的なIT不況が存在

している。パ ソコンの伸びは大幅に鈍化 し、今後も以

前のような高い成長率には戻 らないだろ う。また、昨

年まで破竹の勢いで伸張 してきた携帯電話は急激に停

滞 している。かつてのシリコンサイクルでは、パ ソコ

ンの伸びは堅調に続いている

のに、半導体産業側の過剰投

資 と、その反動の投資抑制が

繰 り返 されて変動が起 こつて

いた。従 って、在庫調整が終

われば、またブームが再来す

るのがサイクル と呼ばれ る所

以であつた。 しか し今 回は、

半導体ユーザーである電子機

器 の需要その ものが停滞 して

いる。これがいつ回復するのかが問題である。

90年代の米国の景気はIT化の波に乗つて、過去最長

の持続的成長を遂げてきた。ニューエコノミー論が飛

び出 し、この成長は永遠に続 くのであり、これは米国

のIT化推進 と市場経済の促進のlll物であると礼賛 した。

しか し、やは リバブルだつた。 とにか くIT 関連投資を

行 えば生産性が向上 し業績は飛躍す ると皆が信 じて、

どんどん投資をした。それがIT 関連機器の不足を促 し、

更に投資が行われ るとい うポジティブ循環が起 こり、

バブルが膨 らんで行つた。 しか し気が付いて見ると、

必要以上のインフラ投資がなされて しまつた。確かに

SC M (Supply C hain M anagcm cnt) に代表 されるような

ソフ トの導入により、流通や管理分野の生産性は大い

に向上 した。 しか し、企業が投資 したコンピュータや

通信会社が投資 したネ ットワークの能力は、社会全体

として見るとそれ らの応用 ソフ トにはあ りあまる能力

とキャパシティを持つている。
一方、携帯電話は爆発的な需要の拡大を続けてきた

が、その背景には、どこでもいつでも使えるとい う利
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便性が消費者に受け入れ られたことがある。また、携

帯電話の持つパーソナル性が若者に受けて需要が更に

拡大した面もある。この勢いに乗つて欧州の通信会社

は、次世代の携帯電話の電波周波数割当て確保に莫大

な金を支払つた。 ところが、ここに来て需要が伸び悩

んでいる。これは、携帯電話が利便性 とパーソナル性

以外には、新たな魅力を消費者に提供できていないこ

とに起困している。大部分の消費者 (特に欧米の消費

者) にとつて、携帯電話であつてもやはり 「もしもし」

という通話が電話を使 う目的である。第3世代の携帯電

話で提供される画像などのデータサービスを広めるに

は、lll便性やパーソナル性 とは21jの電話の新たな使用

方法の需要開拓が必要である。 日本だけで盛 り上がっ

ているiモー ドのようなサービスが世界中に広まるには

まだ何か足 りないものが有るように思われる。

いずれにせよ、既に投資されたITインフラを使い切

り、新たな投資を呼び込むような応用の開拓がなくて

は、今回の不況脱出は難 しいだろう。その応用によつ

て真に生産性が向上 し、消費者に真のベネフィットを

もたらすようなものでないと、一時のバブルで終わ り

かねない。そのように考えると、個々の人間としても、

その総体としての人間社会にとつても何が真に価値あ

ることなのかを考えさせ られる今 日此の頃である。

会員現況 位1月10日現在)
個人246名、賛助42団体

SSISでは会員を募集中です。協会は求人 ・求職サポ
ー トや研修会等、活動内容の充実を図つています。

おかげさまで個人会員240名を突破 しました。各会員

の方は沢山のお仲間に協会をご紹介下さい。連絡先等

を事務局までご一報いただければ資料をお送 りします。



本記事は前号に掲載されましたが、事務局の不手際により旧原稿が掲載されました。内田氏の意を尽くさぬ部

分が多々ありましたので、ここに正しい原稿を掲載いたします。関連各位に深くお詫び申し上げます。(事務局)

商社マン、SEM IC O N  W orldへの転身

内田停之助 会員

(SE M Iジャパン 代表)

住友商事 に入社、エ レク トロ

ニクス との出会い

内田 :私は、昭和33年住友商事に

入 り、電機部電機第2課に配属

になりました。その課は日本電

気 (以後、N E C ) 製品の販売、

主 として輸出入 を担当す る課

で、それが電気、エレク トロニ

クスとの出会いでした。

昭和36年1月に、ラングーン

(ビルマ、今のミャンマーのヤ

ンゴン) に赴任 しました。

トランジスタラジオ生産工場が■lE C の技術指導の下に造

られたのです。私はその生産工場のアシス トをするとい う

名 目でビザを取つたのです。

ビルマは駐在員としては2人、3人の時代で、チーク材の

輸出、ロンジーの染料輸入、ブル ドーザーの輸入 とか何も

かもやらなくてはいけない。 しかし、主業務は トランジス

ターラジオエ場 と通信機器の輸入で、イラワジ川沿いに裸

線搬送回線、ラングーン ・マングレー間にテ レプリンター

短波回線等を建設 しました。また住商が輸入 していた日野

自動車のバスは文字通 リラングーン市民の足となっていま

した。

ビザの切 り替えが難 しくて1年半ぐらいで帰国し、その

あとは、東南アジア向けの通信機器の輸出をやつていまし

た。出張もタイとかイン ドとか、パキスタンなんかも7、8

回行き、長い時は3カ月ぐらいおりました。

司会 :お話 し中失礼ですが、商社が果たす役割は?

内田 : 「その国がどうい う計画を持っているか? 」といった

情報の入手から始まり、メーカーに 「こうい う計画があり

ますよ。このプロジェク トに参力口されませんか」という勧

誘、「それは面白いからぜひ参加 しましょう」 とい うこと

になると、いつその入札が告示されるか、入札が告示され

れば入札書類の作成、プロジェク トの詳練や、支払い条件

の調査とかいろいろや ります。

それから実際に入札をする。入札から落札に至るまでの

交渉など随分や りました。落札すれば、今度は工事部隊を

編成する。先方のエンジエアを日本に送 り込んで訓練をす

る。大きなプロジェク トになると、技術供与の話にまで発

展する事もある。そ ういうお世話とかを全部や ります。

そしてお金の回収です。プロジェク トの場合は頭金いく

らとか、工事の出来高払のインス トールメン トをどうする

かとか、とにかく契約にかかわる様々な仕事を商社がやつ

ているのです。

司会 :私も化学プラン トをやつていましたが、大変でした。

特にプロジェク トそのものの作 り込みといいますか、相手

の政府に 「こうい うのをやつたら、非常にいいんじゃない

か」とい う提案力が一番大事だと思います。

プロジェク トの始まってからのお世話です とか、時間的

には大変ですよね。現地に行つて、そこでプロジェク トを

見つけ出すのと同時に、逆に提案をして相手の政府の顔を

こつちに向かせるとい うのが一番大事なところですね。

東南アジア、中近東の担 当か ら米国駐在、半導体製造

装置 との出会い

司会 :内田さんは、日本にいるときよりも外国にいるほうが

長いとか。

内田 :いや、そ うでもないですけど、出張はけつこうありま

した。私は当初は先進国にはあまりご用がなくて、東南ア

ジアや中近東向けの電話交換機、搬送、マイクロ回線 とい

つた通信機器の輸出の仕事が多く、衛星通信地上局の入札

でクウェー トに丸lヶ月缶詩めになったこともあります。

これは実際に衛星通信が出来る事が確認されて相手側に引

き渡す所謂ターンキープロジェク トで契約期間も長期にわ

たりました。苦労も多かつたですが、完成後に地上局パラ

ボラアンテナの絵柄入 りの記念切手を現地から送つてきて

くれた時は感激 しましたね。

内日 :昭和44年初めに 「米国へ行け」と言われ、ニューヨー

クに駐在 しました。やは り電機の関係。商社の電機担当は

「雑電屋」 と称 され、強電、弱電、家電何でも扱 う、その

ころはプライベー トブラン ドのテレビの日本からの輸入が

盛んでしたね。

電話交換機やPCM マイクロの日本からの輸入の仕事も随

分や りました。もう一つは、米国からの輸出です。ボス ト

ン郊外にデービッド・w ・マンと言 う会社があり、当時フ

ォ トリピーターの最大手のメーカーで住友商事が1967年に

代理店契約を結びました。。このフォ トリピーターの 日本

向け輸出の仕事が、私が半導体製造装置にかかわつた始め

です。 日本で買つていただいたのは大 日本印刷や凸版印刷

さん、それに大手デバイスメーカーさんです。けっこう日

本に出しました。そしてこのフォ トリピーターにアライメ

ン ト機構を加えたのがステッパーです。

1977年でしたね、ステッパーが世に出ましたのは。それ

以前にデービッド・マンの親会社のG C A がシリコンバ レー

にあったコータ ・ディベロッパーの大手メーカーIM s社を

買収 し、G C A のサニベールディビジョンとしました。住友

商事はG C A の代理店ですから、フォ トリピーターに加え当

然このコータ コディベロッパ~ 、それにステンパ~ を日本

に輸入する事になりました。これが半導体製造装置に深 く

かかわる一番直接的なきつかけです。

関連会社への出向、そ してSE M Iへ

内田 :約9年半ニューヨークに駐在 し、78年に日本に帰つて

きました。帰国後は1年半ほどヨーロッパ とか中南米の通

信の仕事に戻りました。

その間一時住友商事の関連会社である住商機電貿易に出

向致しましたが、同社の電子部で扱つていた、c c A 社のス

k害

造
内口俸之助 会員



テッパーを筆頭 とする半導体装置関係の仕事がぐつと増え

てきましたので、80年の初めに別会社を作れということに

なりました。アメリカ時代の縁から私がその責任者になり、

80年6月に作つたのが住商電子システム_半導体製造装置専

門の輸入販売会社です。

しかし、販売だけでは駄 目だ、商社もアフターサービス

とかエンジエアリングとかをしなくてはいけないというこ

とで、C CA と協議 してG C A 製装置の専門合弁会社を作つた。

それが82年にできた住友ジーシーエーです。

私は住商電子システムの社長を87年に退任、住友商事の

電子電機部長を一
年近くやつた後、住友ジーシーエーの副

社長 として戸田に赴任 しました。 ところが88年にゼネラル

シグナルが業績が極度に悪化 していたG C A を買収、G CA は

ゼネラルシグナルの一部門になり、住友ジーシーエーはゼ

ネラルシグナル ・ジャパンになりました。この結果住友商

事は手をひく事になり資本も引き上げました。私としては

それまで散々苦労を共にしてきた連中ばかりですから、新

しく発足 したゼネラルシグナル ・ジャパンに 「残 りますJ

ということで住友商事を辞めゼネラルシグナル ・ジャパン

の責任者になりました。

住友ジーシーエーは50 ・50の合弁会社だったものですか

ら2年ぐらいかけて住友商事所有株を100% 買い取 り、92年

には新工場の建設まで決定、念念本格的に日本市場に打っ

て出ようとした矢先に突然、本社から 「半導体製造装置の

分野から敏退」とい うのが来まして (笑い) …。これは最

終決定だという。そして速やかに会社を解散せよとい う。

当時の社員数は百数十人でしたが、最盛時には住商電子

システムと住友ジーシーエー合わせ3百数十人いまして、

ステ ッパーを始め可成 りの装置の生産 ・加工 ・据え付け、
一部開発 (オリンパスとステッパー用レンズの共同開発等)

迄やっていたわけです。

そのオペ レーションを突然中止する訳ですから、お客さ

んへの説明、社員の再就職の世話、メンテナンス業務の引

受け先を探す等一時期大変でした。

司会 :お一人でなさつたのですか ?

内日 :いや多くの人から色んな支援を頂きました。 とにかく

最後のご奉公のつもりで頑張りました。

残務整理を終えるのにちょうど1年9ヶ月かか りました。

整理終了と共に私も失業 したわけですが、撤退時のゼネラ

ルシグナル本社の責任者であったニール ・ボンキと当時の

SEM I社長のビル ・ジー ドが 「SEM Iの仕事をとにかくやれ」

と強く勧めてくれましたので、94年10月に退任 される前代

表の中山さんの後任 としてSE M Iに入つたのです。 もし、

平T ,響響 輯

私如きでも何らかのかたちで業界へお役に立つことができ

るならばと思い …・・。

司会 :今までお聞きしていて、その時代時代の先端的な仕事

をなさつたのですね。通信関係の輸出にしても、ステッパ

ーの輸入にしても。

内田 :あのころは、とにかく活気がありましたね。 日本は成

長せざるを得なかつた。成長 しないと生きていけない時代

でしたね。

司会 :みんな気持ちが一緒とい うか、方向性、ベク トルが合

つていましたからね。

ところで、半導体製造装置をやっていこうと決心された

のは、どういう理由からですか。

内田 :米国に駐在 していた時にG C A がステッパーで伸びて

いつた。半導体産業 とい うのはすごい成長産業になるし、

装置材料の中でもリノの分野 とい うのほキーの分野だと

思い、キーの分野をやつているC C A の仕事が魅力 とい う

気持 ちが強かったですね。やは りこの分野 とい うのは、

必ず大きくなるだろうと……。

常に前向きに、明 るい面 を積極的に

見ていきま しょう

司会 :半導体シエアヘのコメン トは?

内田 :経験とい うのは貴重ですからⅢ…。若い人はかなり細分

化 されているでしょう。ある程度大局的に見たりする経験

を持っておられる方とい うのは大変貴重だと思います。

もう一つ、今は不況ですが、この不況を救 うのは、何と

いつても半導体とかハイテク産業だと思います。これが復

活 しないと、世の中の不景気は救えない。私は半導体産業

を頂点とするハイテク産業に対する自信、信念、この業界

は絶対に重要なんだ、将来を背負 う産業だとい う一人ひと

りの気持ちというのが重要ではないかと思います。

司会 : しかし、半導体産業のアップ ・ダウンがこんなに激 し

いと、投げ出したくなりませんか ?

内田 こたまたま、米国出張から帰る時に飛行機の中で演劇を

学びにアメリカに留学していたとい う若い日本女性の隣に

座 りました。その女性 といろいろ話 していたら、「私たち

で言つていたのはレジツ ・ル ック ・アット・ブライター ・

サイ ド。明るい面を見ていきましょう。悪い面も見ないと

いけませんが、常に前向きに、明るい面を積極的に見てい

きましょう。」と言 うのです。「あなた、いいこと言 うなJ

と言つて (笑)。

今いろいろ苦労が多い、いろいろ問題がある、しかしい

いところもあるだろう。いいところを見ていこうではない

か。常にいいところを見る、悪いところはやはり解決 しな

いといけませんが、悪いところを見て悪いところばかり気

にしていたらもうおしまいです。必ずブライター ・サイ ド

というのは、どこにでもありますよ。 どこかに輝いている

面がある、輝いているものを積極的に見ていこうというの

を私のモットーにしてやつています。

業界には常に波があるでしょう。いいところも必ずある

ということを信 じてやっていかないと駄 目です。半導体と

いうのは今後10年や20年はハイテク産業の根幹をなすもの

ですから、必ず 自分達の時代が来るという信念を持って当

たらないと……。

司会 :そろそろ時間です。貴重なお話を何いましてありがと

うございました。
半導体業界への転身を語る内田氏



SEM I Forllm  Japan 2001続報

基調講演

日はまた昇る?

―新世紀日本半導体の進路―

ソニー僻顧間 牧本 次生 氏

1970年代か ら80年代にかけ

て隆盛 を極めたわが国半導体

産業は90年代に入 り急速に地

盤沈下 した。その背景の考祭

を基に、新世紀における復活

の道筋について提言する。

1. 日本半導体の興隆と

沈滞

1947年 トランジスタが発明

(ベル研)、1953年 ウェスタンエ レク トリック社 よリラ

イセンス取得 (ソニー他)、1955年 トランジスタラジオ

発売 (ノニー、TR 55)、1958年IC の発明 (T I)、1960年

トランジスタテレビ発売 (ソニー、TV 8-30 1)、1964年

トランジスタ電卓発売 (シャープ、C S-10A ) により

1950年代～60年代は半導体を用いた民生機器が市場導

入 された時期であ り、 日本の半導体産業のベースにな

る勃興の時代 と位置付けることができる。

これに続 く70～80年代は86年に 日本が半導体地域別

出荷シェアで米国を抜いて トップになり、この年に日米

半導体協定が結ばれたことに象徴 されるように飛躍的

な成長を遂げた。 この年代は電卓、カラーT V 、V T R 、

ヘ ッ ドホンステ レオ等の民生機器が半導体を牽引して

日本の半導体産業がピークを迎えた年代である。

70～90年代の海外各国の取 り組みは1974年ER SO 発足

が台湾半導体の原点 とな り、1974年二星参入により韓国

がスター トし、欧州では80年代か ら各種 コンソーシア

ムがスター トする等国を拳げて挽回に取 り組み実力を

つけてきた。

93年には 日本は半導体地域別出荷シェアで米国に再

逆転されたことに示されるように90年代の日本は地す

べ り的な大敗を喫し、急速な地盤沈下の年代 と言わざ

るを得ない。

この地盤沈下は以下の背景にあると見ることができる。
・円高による海外シフ ト、民生電子機器成熟の結果 日

本市場の低迷
・デジタル化の波に乗 り遅れ
・百貨店方式、横並び体質
・垂直統合経営
・過大なD R A M 依存
・水平分業モデルの台頭
。日本空自の15年 (1980～1995) の間の諸外国の国家

戦略が結実

2. 世界各国の取 り組み

半導体産業を国家レベルの最重要戦略課題として取

り組んでいる米国、欧州、アジアについてその取 り組

み内容を図1～図3に概観する。

米国では防衛力のキーポイン トは半導体である、半

導体で負けると国の防衛が危なくなるとい う考え方が

浸透 している。

ベルギー、イタリア、台湾、韓国、シンガポールのよう

に半導体産業の関連行事に国家元首自らが出席 してい

るところに各国の取 り組みの意気込みが窺える。国家
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元首の出席はテ レビでニュースとして放映されること

により国民に半導体の重要性を認識 させる効果がある。

3. ポス トP c時代の幕開け

図4に見るように携帯電話やゲームマシーン等に代表

されるD igital C onsum er (D C ) の端末台数が2002年には

Pcrsonal C om puter (PC ) を上回ると予測 されている。
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図4

アナログからデジタルヘの動きの最も象徴的な例は、

カメラのデジタル化である。デジタルステルカメラは

世界市場で2003年には銀塩カメラを上回ると予測 され

ている。5万円のカメラの場合、半導体搭載金額は銀塩

カメラの場合500円に対 してデジタルスチルカメラの場

合は7,000円とこの変遷予測は有望な半導体市場が見込

まれている。

2000年にデジタルTV 元年を迎えた 日本では2011年に

全てデジタル化を目指 しているし、カーナビ市場も有望

視 されている。デジタルTV もカーナ ビも大きな半導体

の需要が見込まれている。 これ らの予測から2002年は

ポス トPC 時代の幕開けと期待することができる。半導

体産業はこの追い風に乗 り遅れない対策が必要である。

4. 新世紀における復活の道筋

図5にSN C C (Scm iconductor ill N ew  C cnm ry C om m ittcc)

提言書のサマ リーを示す。
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SN C C 提言書に基づいて具体化 された産学官連携プ

ロジェク トの概要を図6に示す。

図6

具体化 された産学官連携 プロジェク ト 「あすか」 プ

ロジェク トの概要 を図7に、 「M IR A I」プ ロジェク トの

概要 を図8に示す。

地盤沈下 した 日本 の半導体 を活性化 させ てい くため

に以下の提言をする。

横並びを廃 し、ユニークなビジネスモデルの確立

・セ ットメーカーとの連携強化による付力日価値増大に

よる共存共栄
・基盤共通技術の共同開発等による技術戦略の強化
・ユニークなIP (Intellectual Propc■y)、アプリケーシ
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ョンによる差異化

・SiP (Systcm  in P ackage) で先行 してい るJisso (実装)

技術 の更なる強化

・地の利 を生か した部品、材料、装置メーカー との協業

・アカデ ミア (大学、国研) の抜本的強化
・戦略策定機構設立等による重要国家戦略としての推進

特に戦略策定機構設立等による重要国家戦略 として

の推進に当たつては、現役の経営者では言い出し難い

面もある。 こここそ経験 と実績に裏付けられていて現

役を退いていて発言の しやすい半導体シエア協会の皆

さんの発言等による活躍に期待 したい。

ソニーの出井会長は 日本復活に向けて半導体事業の

強化がカギと考えて以下のシナ リオを描いてお られる。

(日経エ レク トロニクス2001年5月7 日号)
・付加価値は半導体チップにシフ ト

・半導体は知識産業の代表

・C E (C onsum er Elcctronics) がPC を春み込む

・半導体が強 くなれば 日本のエ レク トロニクス産業は

復活する

。セ ットの差異化を半導体で実現、そのために半導体を

強化する

このように日本の大手電気会社の トップ経営者が半

導体の重要性を認識 してきてお られることは半導体に

とつて明るい材料 といえる。

5. 将 来 ビジ ョン

シジヨンセンサーが五感の部分的な役割を2000年代

の早い時期に実現することが期待 されている。 この予

測を図9に示す。

ロボ ッ トがPc に代わるテクノロジ・ドライバになる

とい う予測 もある。 ソニー執行役員上席常務の上井利

忠氏は、「早ければ10年後に産業規模でパソコン (PC )

を抜 く」とまで言 う。 (日経マイクロデバイス 2001年5

月号)

今後 自動車は 「半導体を運ぶ箱」になるとまで言わ

れているように自動車は半導体にとって有望な市場で

ある。 自動車のマルチメディア環境を図10に示す。

米国の人気漫画の主人公D ick T racy刑事がつけている

時計は双方向通信、言語認誰 翻訳、e_セクレタリー、

カメラ、音楽、電子マネーの機能を持つようにな り究極

のノマディックツール といえるだろ う。 これ も漫画世

界か ら現実の世界に出て来る日も遠 くない し、実現す

る場合には 日本がもつとも強いポテンシャルを持つて

いると考えられる。

ユビキタスネ ットワークが生み出すノマディック社会

は、混雑少なく、低エネルギー消費で環境にやさしく、自

然と親 しむことのできる社会を作る。これが実現するた

めには多くの先端的な半導体が必要となる。

半導体は明るい将来が約束 されている。現在の4回目

の半導体不況は、私たちに与えられた「神の摂理Jと考

えて向き合わなければな らない。半導体は決 してや さ

しいビジネスではない。現在の試練をチャンスに飛躍

する考えが必要である。 日本全体が不況下にある現在

半導体が先導役 となつて 日本を復活 させなければなら

ない。

(記録 : SSIS運営委員 早川征男)

私が基調講演をしていただく人 として牧本 さんを選

んだのは次の理由からである。

若い時か ら日本的伝統ある企業  日立で半導体産業

を技術者 として又経営者 として経験 してこられた。そ
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して日本の半導体の勃興期から躍進期そ して停滞期の3

期間を現役 として過 ごされ、その過程で高い事業に対

する見識を積み上げられた方です。

そんな方がさらに性格の異なる、 日本を代表する企

業に移 られ、異文化を実体験 され一
層高い見地に立た

れたと思つたからである。

果たせ るかな、素晴 らしく格調高い講演で した。半

導体事業に対する愛情 と、 日本の将来を思 う気持ちを

ベースにして、 日本半導体の危機 とその停滞 してきた

理由を明確に分析 していただいた。

復活のシナ リオは しっか りと絡 くことができると明

言 された。 しか し10年かかつて表退 してきた。短期逆

転の妙手 ・奇手はない。我々は10年かけて復活 ・逆転

していかねばならない。

その際忘れてはならないのは、半導体産業だけの局地

戦的な観点では駄 目である。国を上げての総力戦になる。

戦略的基幹産業 として、明確に位置づけ産官学政の

取 り組みが必要であるとの提言であつた。

わが国の物事を決定 して行 くスピー ドは、
“
世界の時

計
“
に比較 して遅い。 10年で相対的優劣の差がどこま

で縮まるか!? 事業時計を倍のスピー ドでまわす集中

特化の努力がさらに必要になると思いました。

(隅フェローテック森山 武克 記)

ハネルディスカッション

これからの半導体産業を牽引する

需要は何か?

僻フェローテック 森山武克 氏

司 会 :僻フェローテック先端技術営業部長

森山武克

パネラー :

ノニー船顧問 牧本次生

隅キシマ副社長 亀田昌宏

半導体産業新聞編集長 泉谷 渉

システムLSI技術学院学院長 河崎達夫

第1フェーズ :今回の不況の特徴について

泉 谷 昨年までシリコンサイクル型と思つていたが、

ITバブル崩壊による構造不況型

牧 本 携帯電話の在庫 とデジタル革命第1波 (Pc )

から第2波 (D igital C onsuIIler,N etw ork) への入れ替

わり時期の予測不可能な構造不況型

亀 田 携帯電話が5億台も6億台も生産する計画がお

かしいことから構造不況型

河 崎 3重の市場悪化要因 (①1999、2000年の極端な

過剰投資のつけ②市場争奪が従来の世界3極- 4極の

競 り合いか ら、5極- 7極に③PC 、携帯電話の2大市

場の停滞、ないし後退) による構造不況型

第2フェーズ : この不況の中で、最初に立ち上がってく

る商品は何か

泉 谷 A D SL 対応高機能デスク トップPc (14～15万

円)、TFT ノー トPC (7～8万円)

河 崎 T V ゲーム、カーナ ビゲーション、レーザー ビ

ームプ リンター

牧 本 2002年
一

杯は需給バランス改善に必要、その

後は一点集中ではなく多様化

亀 田 一点集中ではなく特化 した分野で

第3フェーズ : 日本の半導体メーカーならびに装置 ・材

料関連メーカーの競争力強化策について

牧 本 産学連携が必要、特に中央官庁に期待できな

いので地方に期待 したい。 日本はノレッジベースで

の勝負が必要。 日本でやれ るものは何かを考える、

ノニーは熊本に工場を建てるのはC C D のため、プ レ

ステIIは製品がデバイスに直結 しているので 日本で

の生産が必要

河 崎 SoC 技術教育の必要性の認識 と実行及び危機

の認識

泉 谷 海外に最先端工場を持って行 くのは自殺行為。

インテル、TI、シチズン、 トヨタは海外に主力工場

は作 らない。水平分業 と垂直統合の棲み分け、O nly

O nc製品は垂直統合

亀 田 大手半導体 ビジネスマンの中小企業への転出

による産業全体の振興

まとめ

牧 本 今回の半導体不況は第4回 目の不況でありこれ

を「神の摂理」と考えて

・半導体は易 しいビジネスではないことを認識 し

・これをチャンスに飛躍を模索 し

・日本全体が不況下の中、半導体が先導役になるべき

である

以上高い見識に基づ く示唆に富んだプレゼンテーシ

パネルディスカンシヨン 佐より) 牧本、亀日、泉谷の各氏



ョンと活発な質疑応答、意見表明の中に17時15分まで

の予定を17時45分まで延長 して、SFJスクランブルカフ

ェ終了まで僅か15分を残 して充実 したシンポジウムを

閉会 した。

全体感想

(記録 :SSIs運営委員 早川 征男)

・パネルディスカッション (PD と略す) はえて して議

論がパネラー同士、会場 とパネラーの間で余 りかみ

合わない うちに、パネラーのブ リーフィングが並列

で行われ、2～3の質問で終わるのが通allである。パ

ネラーにも会場にも不満足感が残 る。そのため、今

回は先ず出来 るだけ時間をとつて、徹底討論するよ

うに努力 した。そのため、パネラーの主張が充分わ

か り、それに関連対応 しての質問や意見が出やす く

なり、活発な討論へ と誘導 された。

。このよ うなPD の内容は誠 に文書誌面では伝 えに く

い。漫才の神髄はその掛け合いにある。討論を通 じ

て自己の主張が拡大 した り縮小 した り又質的に良い

方に大転換 した りする。その中に価値ある情報 と真

実が見え隠れ してくるところに、知的な面 白さと興

奮がある。

・現在の不況は、私は昨年7月セ ミコンウェス トの時か

ら仮設を設定して予測 して来た。私は直下型大不況と

称 しているが質的に変化 した構造不況 とは思わない。

IT 革命 に対す る過乗J期待感 が先行 した。 日本の識

者 ・学者がこぞつてこれをあおつた。それに乗つて、

粗製乱造型 ビジネスモデルが乱立 して、これに対 し

て投資資金、融資が流れ込んで、実体に乏 しい企業

からの発注が好況を更にあおつたと思 う。
・SC M 、EM S、血crnet、短納期生産体制の確立等が

“
増

幅装置
"
となって急激な一時集中発注に結びついた。

5年前に比較 して、製造装置の納期 (生産期間、現場立

上げ期間) は30% 近 く短縮 されている。この中に、仮

需的な先行発注が入つていても決 しておかしくない。
・通信系メーカー、インターネ ッ ト系 ビジネスに対す

る金融 ・投資の引き揚げて、
一気に逆の増幅がはた

らいてキャンセルが続出してきたのだと思 う。

現実需要の市場規模 が急速 に落 ちるの と反対 に、

1999年か ら2000年にかけての設備能力のアップの発

注が2000年後半か ら2001年にかけて具体化 され稼働

体制にはいる。30～40% の設備過剰が出て来るのは

当然の結論 と思 う。
・期待はディジタルTV であるが、これが一定の世帯普

及率を確保するまでは、中心バ ッターが不足である。

PC 、携帯、D V D 、ゲーム等普及 してきたものには必

ずや買替え需要が底固く出て来る。 こういった品物

の中か ら更にヒッ ト商品も生まれるであろ うし、中

長期的には悲観は していない。

2000年は装置は対前年比1,8倍の仕事をしたのであ

る。この深い需給バランスが回復するにはあと1.5年

から2年7まかかると思 う。

追記

デバイスメーカーは一定の需要があり、低い稼働率

でも操業は続 く。装置メーカーは、新設 ・増設のライ

ンがないとゼロである。

(榊フェローテック 森山武克 記)

大盛況のパネルディスカッション

後ろ姿は左から河崎、森山 (司会) の両氏

座談会

「ハイテク産業の経営者ならびに男性

社員に望むこと」(承前)

船フェローテック 森山武克 氏

船堀場製作所人事教育部部長 野崎 治子

ヒナタテクノロジー隅代表取締役社長 佐藤 妃登美

僻セミコングクタポータル取締役シエアエディタ

谷 奈穂子

各々lo分間のプリゼンテーションの後に活発な質疑

応答、意見表明が行われた。

野 崎 これからの人材活用の3つのキーワー ド

①オープン (女性、老人、外人に開かれた雇用) & フ

ェア (結果ではなくチャンスの平等)

②加″点主義 (見逃 し三振より空振 り三振)

③コミュニケーション (相手の立場で自分の 「おもい」

を伝える)

佐 藤 女性活用のポイント

「それは簡単です。 ・採用、配属 ・社員教育 ・人事評

価、昇進、昇給で女性社員を男性社員 と同じにすれば

いいのです」

谷 120% 輝 く貴女が見たい

「感動できる」、「期待される」環境作り



会場 とパネラーとの間で活発な討論が行われたが、

私の感想は下記の通 りです。

1 ハイテック産業のマネジメン ト層に女性が少ないの

は、応募進出する女性が少ないからである。

2.企業としての実務能力では差異はない。

女性がキャリアーを積み上げられるバックアップシ

ステムが社会全体として充実強化されねば
“
個

"
と

しての女性の負担は男性より重い。

超低調セ ミコンウェス ト2001

森山武克 会員 (榊フェローテック)

今年のセ ミヨンウェス トの情況について報告 します。

1. 出 張 の 目的

(1) SSISでは今年8月末、セ ミジャパンに協賛 して独 自

の企画でシンポジュウムを開催することになつた。開

催地区が大阪であ り、運営委員会関西地区幹事である

私が、企画 ・立案 ・実行の総括責任者に指名 された。

2. この時期からすると最大の関心事はマーケットの

動向である。特に関西地区は今回の不況のインパク ト

が他の地域 より大きく、失業率も全国で一
番高い。更

に関西人の気質は現実的実利的で、実業に密着 しない

話には興味を示 さない傾向が強い。

(3) そこでセ ミナーの中心を市場の動向に置き、この

不況はどんな不況なのか、この不況を脱出突破する牽

引車 としての商品は何が出て来 るか、 日本の競争力の

復活の決め手は何かをテーマにすることとした。

(4) 司会を私がすることとな り、直近の情況 としてセ

ミヨンウェス トを調査 し、その中でマーケ ッ トの状況

を皮膚で感 じてこようと考えたのである。

2. 全般晴況

(1) 猛暑の大阪を出発 して、サンフランシスコ空港に

ついてびつくりした。気温13℃である。気温差が20℃

以上で体調がくるつて来る。私は86年以来12回来てい

るがこんなに寒いのははじめてだった。

(2) SE M Iが1970年に設立され第1回セ ミコンウェス ト

が197 1年である。ちなみに第1回セ ミヨンジャパ ンが

1977年である。

今でこそセ ミヨンジャパ ンの方が規模 ・動員数でセ

ミコンウェス トを上まわるが、やは リサンマテオの牧

草地にテン トをはって開催 され、でこぼこの事の上を

歩いてまわった人は、懐か しく思 うであろ う。近 くに

草競馬があり、つかれて休んでいる人がよく見られた。

1997年から現在のように前工程がサンフランシスコ、

後工程がサンノゼ と分けて開催 されるようになった。

極めて即物的で、コンクリー トのせいか足が疲れポ

エムがなくなつてきたと私は思つている。

(3) 初 日の7月16 日、混雑を予想 して早めにホテルを出

てレジス トレーシ ョンの所に到着 したが、昨年に比較

して超閑散であった。やは リネ ッ トによる早期登録の

システムが効果を発揮 し始めたのかと思ったが、そ う

ではなかった。事前にバ ッジを持つている出展者以外

のビジターが極めて少ないのである。

(4) 入場者数、出展者数

SE M Iの発表によると、入場者数は対前年比9,1% ダ

ウンの60,028 (65,358) 出展者数は対前年比18% ダウン

の1,467 (1,784) である。

出展スペースは対前年比2% ダウンである。

上記の発表に対 し、私の実感は15% ～20% 程度の入

場者数の減少である。30～40% だと言 う人もお られた。

前工程に対 して、工場の近い後工程の方が活気があ

った。

(5) 不況に敏感な実体

・先ず歩行が楽であった。肩や手荷物が人 と当たるこ

とは殆 どなかつた。私は煙草を吸 うので、会場の入

口にある喫煙場所は、昨年までは人に会える場所で

あつた。通る人が私を見つけてくれた り、こちらが

見つけた りす る機会が多かつたが、今年はそれが少

なかつた。

・喫煙場所はやは リアジアの人が多いが、今年は少な

かった。

・昨年はラフな服装の人が多かつたが、今年は何故かネ

クタイにスーツの人が多い。就職活動を兼務 している

のかなと冗談で語 り合つた。 しかしサンノゼに行 くと

Fabが近いせいかラフな服装の人がぐつと増えた。

・やは リサンフランシスコ市内への出張でも規制があ

つたのだと推察される。

(6) 日本 ・アジアから入場者

特に 日本のデバイスメーカーの方が少ない。台湾 ・

０



中国 ・シンガポールが少なく、韓国の人はそれよりや

や多いと感 じた。各社の出張規制がこれほどまできい

ているかと実感 した。

(7) セ ミコンウェス トでの昼食はいつも長い列をつく

り大変だが、今年はそれが全くなかつた。近 くのイタ

リア料理店、日本の料理店でも食事 したがあつけない

くらいにす ぐにテーブルに着くことが出来た。サンノ

ゼでは更に楽であつた。

以上の点から私は、SEM Iの発表の数値より実体は更

に悪いと推察したわけである。

3. 街 角 景気 ウォ ッチ ン グ

(1) 景気動向に対しての仮設の設定

昨年から我流の仮説を立てて、景気を感 じるように

している。昨年3月に設定した仮設は 『このような集中

豪雨的な製造装置の発とは必ずや過剰設備 ・生産能力

となる。この景気はいつまで続 くか?  私は2001年1月

頃から大幅な変調が来ると思 う。貴兄はどう思われま

すか ? 』である。簡単明快に自分の予測を入れて業界

のキーパーソンに質問をして積み上げて来た。

2000年7月セミコンウェス トの時点で多くの人に会い

この質問をした。皆さん、好景気のど真中にお り、私

の意見には余 り同調されず、最低2001年7月までは続く

であろうとの意見が大勢であつた。
一人堀場社長だけ

がそ う言われるのならブレーキに足を乗せておきまし

ょうと回答されたのを印象的に覚えている。

(2) 今年は 『この不況はいつまで続くか ?  私は種々

のパラメーターから実感 として、2001年7月から1.5年

続 くと思 う。実体的回復のきざしは、2002年秋からだ

と思 う』との質問を準備 して出張した。

(3) 江戸時代以来街の情報通は、接摩 と床屋 といわれ

た。早速に日本式マッサージに行き情報を聞いた。

サンフランシスコの日本式レス トラン
“
いちりん

ル
、

“
東京スキヤキ

"
が閉店していた。親 しいホテル内のミ

ヤゲ品ショップの主人と話 したが、販売単価が20% 近

く落ちている。

マリオットホテルの日本式スシ ・焼肉店のマスター

の話では5月から急速に客足が遠のき、約50% ダウンと

のことである。理由はIB M はじめ企業のコンベンショ

ンのキャンセルが相次ぎ、それの影響が大きい。その

夜も予ねなしで充分すわれ、テーブルの占有率は30～

35% であつた。

(4) セ ミコンの時期のホテルは毎年大変である。予約

なしで頼むと昨年は誠に辺部な所でS300～S350 とられ

た人が多かった。今年は一流のマークホプキンスです

らふ りで行つた人がS200強で泊まられたようだ。

ヒル トン ・ニッコー ・マリオット等まわって見たが、

妙に静かな雰囲気であった。

(5) 米国企業は初動が早い。その影響が街にもセ ミコ

ン ・ショウにも出ている。根強いはずの消費者の購買

動向にもかげりを感 じた。

昨年のショーでは、アテンドしているセールスの人、

パーティで会 うセールスの人等に好景気による人材バ

ブルの傾向と態度 と商品知識を感 じた。今年は一段と

熱心で真面目な態度のアテンドの人が多かつた。

ITバブルの崩壊の傷跡の深 さをつくづく感 じて街角

景気ウォンチングを終つた。

4. 前工程 (7月16 日～18 日 出展1001社)

(1) 3001111n対応の機種がやはり昨年に比較して多く見

られた。Lithoの工程では300111m 用マスク合せ機が目立

つた。A SM L 、C A N O N 、ニコンの3社については、シ

ステムL SI技術学院 ・学院長河崎達夫殿の報告資料を許

可を得て転載 させていただくこととした (図1,図2)。

技術動向としては昨年に引き続いてlow ―K 、C M P の

ショーアップが多 く見られた。

(2) シ ョウで存在感を出すには、 どうしても一定以上

商品・技寄駒向 晩 ho 工程

図
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の展示占有面積 と展示方法が必要である。最近では実

機の展示が少なく、ビデオ、パネル、写真が多く、そ

の上にカタログも後で送付される。

日本勢で存在感を示 していたのはやはり大手である。

東京エレク トロン、東京精密、ニコン、キヤノン、大

日本スクリーン等である。米国勢ではアプライ ドマテ

リアル社が群を抜いていたように思 う。実機を展示 し、

入場者をチェックして同業者を規制 し、各製品に専門

の技術者を配置 して、熱心な説明が行われていた。更

にCPS (C ustotter ProductM け SuppOrt) とい う小冊子を

いただいた。 どのような課 目の トレーニングがあるの

か、どうコンタク トしたら良いのか明確に書かれてい

る。又ポンプ、石英部品、ロボットにいたるまで、メ

ンテのポイン トを示 して、どうすればどのような効果

が上がり生産性の向上に寄与するかを説明している。

特にR am p Perform ance M anagem eIItと称して、工場内

設備のハー ド、ソフ トの一括デザインと据付を引き受

ける方針を示 している。

建屋建設までは明確にしていないが、物流について

もデザインを引き受ける。

装置の製作から更に付加価値を追求 して、このよう

なビジネスモデルまで行きついて行 くのか、その事業

拡大意欲に感心する。

A M A Tの商品の内容については、システムLSI技術学

院河崎学院長の調査資料を転載させていただく(図3)。

(3) 半導体産業も成熟産業化 し、原理的に変革のある

新製品は余り出てこない。

改良改善型、グレー ドアップ型が多いが、東京精密が

昨年セミコンジャパンで発表した新しいコンセプ トのリ

ツグラフィ装置は、ここでも展示され、榊リープルの島

津社長が自らアテンドしておられた。新しいコンノーシ

アム型の開発で今後の結果を大いに期待したい。

はじめての日本発のコンセプ トではないだろうか。

(4) ノベラスは相当の展示面積を確保 して何も展示せ

|

1 撚 監.m ]縛
晰ガ…51/Su m3

_ ′グ打ライH

ず誰も人がおらず、"w e are nOt h釘ずの垂れ幕がかかっ

ていた。背景に何があるのか分からないが極めて印象

的であつた。

5, 後工程 サンノゼ 466社

(603社 - 23% 対前年比)

(1) 23% 出展がダウンしているが、Fabが近いせいか人

が多く感じた。後工程はフリップ・チップ、ウェハー

レベルチ ップサイズパ ッケージ、バンピング等、工程

の追加 ・変革 があ りにぎや かで ある。 テ ス ター は

D R A M の比重の減少か ら焦点はso c 用テスターになつ

ている。

(2) 米国勢ではテラダイン、キュー リックアン ドソフ

ァー、アジレン トが特に目立った。K & S社は倉じ業50周

年で特に力を入れてラインアップしていた。

ア ドバンテス トは丸山社長が陣頭に立ってお られた。

得意のD R A M テスターから大きな方向転換の時期に入

つているのであろ う。

TO W A も奥田社長以下役員がアテン ドしてお られた。

全体に米国勢の存在感が大きかった。各社の詳細に

ついては河崎学院長の調査資料を転載 させていただ く

(図4,図5)。
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6, これからの市場動向

(1) セ ミコンウェス トでは、各種の分科会が開催され

る。専門の人間を配置 して参加 している企業はうらや

ましい。情報を総合するともつと先が見えて来るであ

ろう。

(2) C E O のパネルから参考になる表をsEM I作成の資料

から提示 したい。

パネラーは表1の通 りである (表1)。
・表4の通 り、2000年の装置の地域別需要としては日本

表1

s E M rc o 肘 w es f 2 00 ザ
Pttss  C o打feren ce

は19,3% である。生産基地 としての 日本の衰退が示

されている。

表5では年々装置業界は寡 占化が進行 し、参入障壁が

高 くなつている。

装置市場 として、中国が大 き く伸びて来てい る。

2003年にはU Ss7bil.1こ達する (表6)。

今回の不況は表7が示す通 り2000年の8月が受注のピ

ークで出荷のピークは10月である。

地域別の表が別 にあるが、 日本の出荷の ピークは
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2001年3月であり、米国より3ヶ月遅い。
・U SのB B レシオは2001年1月から大幅に1を割っている。

・2002年11% 、2003年2% 、2004年25% (ともに対前年

比伸び率予損」)。2001年は36% ダウン。

今年を底に上記の通 り再び来年か ら成長軌道に乗る

とい う楽観的な見通 しである。

|||十1予キ鯉

会場風景 なにやら閑散とした感じが ・
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麺ヱぶ樫駆
超臨界水酸化技術による

半導体製造廃液の処理

l■lオルガノ 鈴木 明 氏

1. 超 臨 界 水 酸 化 技 術 とは

超臨界水酸化技術 (SC w o : Supcrcritical W atcr O xl‐

dation) は、廃水 ・廃棄物の分解処理技術であり、ダイ

オキシン発生により近年問題視 されている焼却炉の代

替技術 と位置づけられる。

超臨界水 とは水の臨界点 (374℃、22M Pa) を超過 し

た状態の水のことをいい、通常我々が認識 している水

の物性 とは大きく異なる。図1に示すように我々が身近

に接 してい る水 は0℃以下で氷、つま り団体であ り、

100℃までは水、液体である。 100℃を超えると気体で

ある水蒸気になるが、100℃以上の任意の温度における

飽和蒸気圧 よりも圧力を高 くすると水蒸気は液化 し液

体の水に戻る。それに対 して臨界点を超えた水は加圧

しても液化することがなく、この状態の水を超臨界水

とい う。

超臨界水は油などの無極性物質とも完全に混合する特

徴がある。また、気体に近しヽ性質を持つため、空気や酸

素などとも均一に混ざる。 したがつて、超臨界水は反応

溶媒 としての用途が広いとい うことができる。加えて、

温度を高くしていくと、超臨界水中では熱分解 と加水分

解が同時に、かつ急速に起こるため、ほとんどの有機物

は低分子化 し超臨界水 と完全に混合 しうる。

さらにそこに空気や酸素が存在すれば、酸化反応を

起 こし、有機物質の完全な分解が可能 となる。 これが

超臨界水酸化 (SC W O ) であり、通常、反応温度600℃、

圧力25M Pa前後で操作 される。

超臨界水中での酸化反応は、次のように進行する。

< 超臨界水 >

有機化合物十酸素 → 二酸化炭素十水

有機化合物中のヘテロ原子 → 酸、塩、酸化物

ダイオキシン類やPC B の様に塩素を含む場合、塩素

は塩酸 として水に溶解 される。また、窒素は窒素ガス

あるいは硝酸、亜硝酸イオンに、硫黄は硫酸イオンに

変換 され、水に溶解 した状態で排 出 され るためN O .、

S0 2が生成 しない。すなわち排ガスは分解生成物の二

酸化炭素、窒素および余乗J酸素が主成分であ り、焼却

施設にあるような排ガス処理施設を必要 としない。そ

れ以外の生成物 (無機塩、酸化金属等) は処理水 と共

に排出されるが、このモニタリングはタンクに処理水

を溜めなが ら行えばよく、系外へ排出する前に容易に

安全性の確認ができる。

温度 37fc

図1



物 ■ 名 分 解 準 [96]豊)

ＢＣＰ >  99 99999

ダイ冴千シン >  99 9999

1,11■トリクロロエタン >  99,9999

クロロト,レエン >  90.993

クロロフェノー,レ >  99,99'

ＴＤＤ >  99.997

D M S O >  99 999

注) 上記いずれの物質も定量下限値まで分解

この超臨界水酸化を用いて、さまざまな有害有機物

が定量下眼値以下まで分解できることが報告 されてい

る。その例を表1に示す。

2, 半導体工場への適用例

半導体工場では種々の薬品を使用 しているが、使用

済みの薬品は引き取 り処分 されているのが現状である。

これ ら使用済みの薬品を自社内で処理することができ

れば、最終処分量を削減す ることができ、さらにその

処理水を再利用できれば リサイクル率を高めることに

なる。

当社では、1998年に世界初の半導体向け超臨界水酸

化装置 を納入 した。 この装置は、焼却処理 を行 うと

N O 、が生成 し問題 となる窒素系廃棄物である現像廃液

(T M A H )、A PM 廃液 (アンモニア) に加 えIP A 廃液な

らびに剥離剤廃液を同時処理す る超臨界水酸化装置で

ある。対象液中の廃液濃度は数千ppm 程度 と低 く、分

解時の酸化反応熱により反応温度を維持する超縮界水

酸化の対象液 としては希薄である。そこで、超臨界水

酸化の前処理 として濃縮プロセスを付加 した。濃縮に

よリアンモニアおよびTM A H を0/。オーダーまで濃縮 し、

この濃縮液 を超臨界水酸化処理装置により分解 した。

表2に示 したように分解率はTM A H 、アンモニア、TO C

とも99.9°/0以上であ り、工場補給水 として十分な水質

ＨＡ皿 キ力
４

Ｅ
ｎ

Ｎ Ｃ０Ｔ

〉99,9w t96 〉99.9wt% 〉99 .9w t路

であ り、再利用を行つている (図2)。もちろん,N O x生

成はなく、排ガス処理設備は不要である。 このように

超臨界水酸化処理技術により半導体工場廃液を処理す

ることにより、最終処分量を減 らす とともに工場内の

リサイクル率を高めることがお こなえた。また、従来

の業者引取 りに比べ安価であるためコス ト面でのメ リ

ットもある。

3 . お わ リヤこ

超臨界水酸化は、あらゆる有機物に対して高い分解

能力を持ち、現在問題 となっているダイオキシン類や

Pc B といった有害物質の問題を解決できる可能性を持

ったシステムである。すでに半導体製造廃液処理として

商業プラン トが稼動してお り、実用化の段階に来てい

る。今後も、地球にやさしい技術として、さらに発展

していくことを期待する。

協会短報

S SIS も1998年の設立以来、4年 目を終えようとして

います。今年は (本号でも報告のあるとお り) 大阪で

のSE M I Forum  Japan 2001への協賛そ して協会独 自プロ

グラムによる参力日があ りま した。お陰様で大変な盛況

でした。会員皆 さんのお声掛か りによるご予約のご参

加の方々で文字通 り熱気ムンムンの状態で した。また

さらに、Forum の他のセ ミナー聴講で、我々のシンポ

ジウムが無料であったため飛び入 りで参加 したと思 し

き、現役組の参加 も得て、非常に充実 した行事 とな り

ま した。本号の森山委員の報告の通 り、最後に設けら

れたパネルディスカッションなどは、会場の皆 さんか

ら積極的に発言が相次ぎ、予定時間を大幅超えるほど

であ りま した。

運営委員会では、来年度のSE M I Forum  Japan も協賛

するとともに、本年同様、協会 としてのプログラムを

引つ提げて参加することとしています (会期は2002年

6月)。内容決定次第お知 らせ しますので、どうぞお誘

い合わせの上多 くのご参加 をいただきます よう、お願

い申し上げます。

また昨年か ら発足 し、月71jで開催 している 「ライフ

プラン懇談会」 も、徐々にスタイルが確立 しつつあ り

ます。毎月第2木曜 日、原則 として午後5時か ら、協会

の事務局 (東京本郷 ・リアライズ理工学院) で開催 し

ています。毎回入れ替わ りで、会員皆 さんにお願いし、

あるいは時には豪華特Elj講師をお招きして、様々な人

生計画、これからの夢を語つていただいています。

表

rPA 廃意. 積は現鹿減



ゴル フの思い出

秋山澄男 会員 (鶴 トクヤマ)

を貰った。テニスのお陰で練習は厭わずやったのも良

かったのかもしれない。

ゴルフを習い始めたのが48歳 と遅かったので年をと

つても長続きするゴルフをと教えてくれたのが冒頭述

べたゴルフなのである。
一年 目に貰ったハ ンディーが19で彗星の如きデ ビュ

ー と冷やかされたが以後はイ ップスやフックやシャン

クに悩まされ年 らどうにか90前後を維持 し最近のハン

ディーもやは り19 と横這いであつた。昨年暑い時だが

初めて80が切れ、ゴルフは65歳までは上達するとの言

われを実証出来た。

半導体とゴルフ

半導体の川上のウエハーやポ リシリコンのメーカーは

新金属協会に所属し、そのシリコン部会は仕事も熱心だ

が勺乾回程の親睦ゴルフも盛んである。

1990年にポ リシリコンの事業部長を担当して最初の

仕事がこのゴルフ会への参加であった。シリコンサイ

クル も上向き始め元気が出だ した頃である。以後各地

で開催 され る部会のお陰で全国を訪ね ることが出来、

またこれを契機 として多 くのウエハーの方々やデバイ

スの方々と知己とな り、ゴルフを通 じて親睦を深めさ

せて頂いた。

『ゴルフと海外の仕事は断 らない』 と社内で看板を掲

げていたのでポ リシリコンの海外立地や提携などを含

めて海外に行 く機会も多 く、時差調節や親睦を兼ねて

良くゴルフをした。

思いでのゴルフコース

その海外のゴルフ場の中か ら地理的に特徴的なコー

スを拾ってみると、

(1) ポ リ原料メタシ リは欧州ではノル ウエーにある。

入 り江が多 く水 と島の調和が美 しい。オスロの町

か らボー トで島に渡る。 ここの海越 えシ ョッ トは

実にのどかで自然である。 (北緯60度)

(2) マレーシアにはウエファーエ場がある。100年を越

すイギ リス統治時代のゴルフ場が、市の真中にあ

るが全 く雑踏を感 じさせない。格式が高 く身分制

度が残つていてキャディは今 もクラブハ ウスに入

れない。暑 さを避けて早朝ゴルフが通例。 (loo年

の歴史、40度のウエ ットな暑 さ)

(3) 半導体の洗浄液に使われ るIPA の製造技術を昔メ

キシヨに技術輸出した。 ここは高地盆地で、良い

シ ヨン トをすると通常予測 している地点に達 して

も中々ボールが落ちないで空中に吸い込まれてい

く。2番手は違 う。労働力 も豊富なのでフェヤウエ

イもグ リーン並に整備 されていて気持 ちが良い。

(高地2200米)

(4) 南米は将来的には大事なメタシリ供給基地だろう。

シエアーはbeautiful
ゴルフを目指そ う

ゴルフは楽 しめば良いのだ

が、年を取つた らやは りbeau―

tifulゴル フでいきたいもので

ある。

私のゴル フは どちらか と言

うとアー ノル ドパーマーのス

イ ングに近い。刀ヽ さいテイ ク

バ ックで素早 く一気に頭上に

振 り上げるのである。体を大

きく回 しクラブを背負 うパ ワ

ースイ ングに比べて、私の場

合ボール をヒッ トすると同時

に左腰 を開 くとヘ ッ ドは早い

スピー ドで頭上に上がって行

秋出澄男 会員

自慢の華麗なスイング

き、less pow erで飛距離の出るシエア向きのスイングが

生まれるのである。傍から見ていると易とも簡単に振

つているように見え 『軽 く振つてどうして飛ぶのか』

というのが一緒に回つた人が良く言われる感想である。

自分では大変気に入つているのである。

後年、テニスからゴルフヘ

徳山曹達 (現 トクヤマ) に入社当時はテレビも車も

ない時代でひたす ら軟式テニスに励み、市民大会A ク

ラス連続優勝のレベルまでなったので、ゴルフまでは

なかなか手が回らなかった。実は止まっている球を打

つほど落ちぶれてはいないと思っていたが、案に反 し

て自分からリズムを創る事の難 しさを後から思い知ら

された。

テニスは我流で始めた為、フォーム造 りに苦労した

ので、ゴルフだけはプロに習えという先輩のア ドバイ

スを率直に受け入れ、6ヶ月はみつちり練習した。

先生から 『通常3ヶ月やらないとフォームは変えられ

ないが大概その前に止めてしまい自己流に戻る人が多

いが良く辛抱 した、もう100が切れるだろう』と合格点

６



熱帯植物 と奇岩に囲まれたコースで新鮮な果物ジ

ュースを飲みながら大勢のキャディーに囲まれて

プレーした。 (南緯24度)

(5) アメリカの名門コースはどこも大きな樹木を擁 し、

自然の広い公園の中にレイアウ トされている印象

を受ける、実に雄大でやは り本場の感がする。 日

本人 もゴルフを理解す ると分かると契約の仕事で

もサ ッサ と切 り上げて午後の最終スター トに間に

合わせて呉れる。やは リゴルフ文化の国である。

(6) ヨーロッパはschlossホテルの周 りにレイアウ トさ

れた優美なコースがある。ホテルの窓か ら挑めて

いるとプレーの誘惑に駆 られ る。 ドイツ らしくハ

ンディキャップの証明が無い と決 してや らせてく

れない。景色に見惚れていると下枝を張つた巨大

なクリスマスツ リーが出者でボールが潜 り込もう

ものなら一苦労する。背中に付着 した木のヤニを

女房が訪 しがったこともあつた。

変 り種 としては、ユーラシア大睦の最西端 ジスボンで

のプレーがある並面 とは無関係だが地理的に意味深い。

こうして振 りかえつてみるとscm lの仕事は正に地球

的規模で広がっている。

上達の陰に良きライバル

私の10年来のライバルは上山さん (トクヤマ電子基

材担当常務) である。囲碁、マージャン、ゴルフの3本

立てで競っていたが、ゴルフが分け目とな り安定性で

勝 る上出に軍配が上がった。やは リゴルフは飛距離で

ははないのである。彼は私の赤チタンを見て真似て買

つた人の一人だが、私 と一
緒の ときは決 して持つてこ

ない、またその理由をその都度相手に説明するのだが

自信満面で憎たらしい。然 し碁仇は憎 さも憎 し ・・・

なのである。

彼 もこの業界ではとうとう一番の古株で貴重な存在

となった。今後 もゴルフを楽 しみなが らw /Fやデバイ

スの方々と良く情報交換 し、業界特有の急激な変動に

対処 し、再びポ リ不足騒ぎなどの起 こらないことを祈

念 しておきたい。

耕す文化ヘ

秋山 信之 会員

工業社会の前は農業社会で

あつた。私 どもの時代はその

農業社会から工業社会の時代

を歩んで来た。

その結果生活はとても改善さ

れ、あらゆるものが手に入るよ

うになつた、文明が発達して地

球は小さくなり、地球のあらゆ

る所に生活する人と情報交換が

できるようになった。

最近私はインターネ ット 「e_g01■ で不特定会員 と情

報交換を し、その会員 と定期的にゴルフをするように

なつた。

マ リナーズのイチロツの活躍を リアルタイムで観戦

できるのも有難い。このSSIS会員各位の産業上の功績

はとても大きいし、それを実感 している会員が大多数

だろうと思 う…。

今、すばらしいゴールデンエイジを迎え、昔では考

えられない生活ができるので何の不自由も感 じない。

この手に入れたのは物質的に快適で効率的な生活で

とても有難いが、「自然や土」を感 じない 「人工的な都

市の生活」であつた。

そんなことがどうも原因のようで、何か満たされな

い気持ちが、ここ数年頭をもちあげてきた。

物質文明の都市にはさまざまな地方からさまざまな

人が集まって来た。都市の生活に参加する限りは誰も

が納得できるような生きかたをせざるを得ない。だか

ら都会ではそれぞれが自分の出身地の風俗習慣を主張

しなくなつた。工業は人間の肉体も頭月曽も機械に置き

換えてしま う側面があるので人々の結び合いは薄くな

ると言 う。

人の心の中には、自分だけ、とても大切なものがど

こかに宿 していると言 う。それは少年期の体験やその

後の生活で受けたいろいろなものの集積なのだろう。

そんなことも手伝つて、私は都市生活では請けいれ

てくれない暮らしを田舎でしてみたくなった。

そして、産業の担い手時代の 「生活の場」を変えて、

美浦村の日舎に住まいを移 した。そこで、近隣の農業

を営んでいる人達と付き合いをはじめ、手足や頭を自

分な りに動かし生活 し、その収穫の楽 しさを味わいた

いと思っている。

秋山信之 氏



早春には、近隣の元気な農業を営む大竹 さんが筍を

持つてきた。こんな早い時期になぜ衛があるのかと聞

くと裏山に行つて、足の靴底で地面の下に成長 してい

る衛の盛 りあがりを感 じると言 う。それを彫つてきた

とい う。

夏には西瓜を作つている。一本の蔓に2個だけ成長さ

せるという。糖度が高く採 りたての西瓜をご馳走にな

るのがとても楽しみである。

今年は我が家に野菜を植えた、「専門化」の指導と栽

培に適 した有機肥料を頂戴 して栽培 した。その土地

(酸度のようだ) に適 した肥料があるとい う。木で熟し

た トマ トは、ことのほかうまい。

農業を生産性、経済性、効率性の点だけから見れば

大いに改善の余地が有るが、農業を文化の基礎 として

考え直すと、とても価値あるものになると最近思 うよ

うになつた。

そこには、工業社会が 目指 した人工的生活、部品化、

分業化の生活でな く土地を自ら耕 し、それを楽 しむ、

全人間的な世界があるような気がする。絶えず謙虚に

自然 と調和をとって生きて行 く世界である。

美浦は素朴 とても住みやすい。それに地方の良 さも

キチンと残つている。
一方、筑波学園都市は近い。た

まには文明の香 りも嗅ぎたい。

この8月に筑波で 「シエアの健康科学シンポジウム」

を覗き 「いのちの時号 とサクセスフル エイジング」の

講演を聴いた。そこで、米 (コメ) の遺伝子解読の成

功 (残念だが 日本でなく米英の成果 と言 う) の話を聞

いた。

農業の非生産性がこの科学で改善 され、各地方独 自

の文化を犠牲にせず効率化ができれば文化 と文明の程

よいバランスができるかもしれない と思いながら家路

についた。

された風間は、諏訪精工舎退社の決断を余儀なくされ

た。 しか し、だだでは転ばない。鍛え上げた身体や技

術力、そ して人生の苦い水す らも栄養素に転化 し、よ

り強靭な成長を遂げた。その成果は東京エ レク トロン

(T E L ) との出会いの中で、半導体業界で大輪の花を咲

かせることになる。

覇者への階段

TE L に入社後、山梨県で開発生産部隊の陣を張る風

間は、営業部隊にハ ンパを掛けた。「受注を取れ。取れ

ば、何 とかする」。納期は3か月、ユーザー元から入る

営業マンの問い合わせには、すべてO K のサインを出し

た。半導体は最先端産業。最先端 といえば聞こえはよ

いが、裏を返せば、分か らないとい うこと。半導体メ
ーカーも装置メーカーも、ともに分か らないことが出

のようにある。だか ら、挑戦するのである。装置完成

度は60% で十分。そこか ら80 % にまで引き上げれば、

後はユーザー とともに立ち上げていけばよい。そ して

ユーザーが必要 とする次世代対応の最先端装置を、競

合他社 よりもいち早 く確実に納品する。 ここに、今 日

では当た り前の、半導体製造装置のビジネスモデルの

原型を見ることができる。今や世界届指の半導体製造

装置メーカー として君臨する東京エ レク トロン。風間

は社則に従い60歳でTE L を去ったが、同社の果敢な事

業戦略の中に、風溺の残像がまぶ しく輝いている。

我が人生はまだ第4ステージ入 り口

我々はもしか したらライフプランとい うものに、若

千の勘違いを起 している面があるのではないだろうか。

まるでそこに、何か特別なものでもあるかのごとく。

第
一

線を退いたら、これまでとは違 う、別の生き方を

風間 善樹 氏 隅メーゼル会長

身体 と人生の足腰を鍛える

風間は山梨県、人ヶ岳の麓の農家で生まれた。昨今

の農家 とは違って、当時はたとえ小学生でも貴重な労

働力。風間少年も例外ではない。馬を使つて田んぼを

耕 し、日植 えをす る。夏は草刈を手伝い、冬は藁を切

る。馬の世話 も風間少年の仕事である。 「頭は鍛えなか

ったが、身体だけは徹底的に鍛 えた」 と言 う風間。謙

遜の言葉 とは裏腹に、高校卒業後は山梨大学機械工学

科に進学 した。

物心がついてから大学卒業までの十数年が身体 と頭

の足腰を鍛 えた期間なら、大学卒業後に進んだ諏訪精

工舎 (現セイ コーイ ンスツルメンツ) での10年強は、

人生の足腰を鍛えた期間である。風間は腕時計の生産

ラインを構成する、量産用 自動化装置の開発に従事 し

た。 ここでの仕事を通 し、物作 りのイロハを己の血や

肉として徹底的に叩き込んだ。その間、時代の流れの

中で、人生の苦い水 もどつぷ りと飲まされた。モバイ

ル型水晶時計の登場である。 これまでの全仕事が否定



模索 しなければならないのではないかと。でも、実際

にはそんな特別なものは存在 しない。人はただ命果て

るまで、各 自各様の希望や 目的、夢に向かつて歩み続

けるのみである。この意味において風間も例外ではな

い。 目的意識がこれまでの諏訪精工舎あるいはTEL か

ら、故郷である山梨県に移行 しただけである。何 ら特

別なことは存在 しない。自然体のまま、風問は出梨県

のために、人脈のネットワークを活用 し、アグレッシ

ブな動きを見せている。

例えば山梨県の公安委員長として、経済産業省の外

郭団体である産業活性化研究所の所長 として。それは

コンサルタント業務を通 して、地方の企業を活性化 さ

せるミッションを担 う。また、山梨県の大学や研究所

が開発 した、開発技術の特許を販売する公益会社の社

長にも携わる。一地方である山梨県から日本へ、日本

から世界へ。我が故郷である山梨県の、技術立国の側

面も世界市場を視野に目指すものである。それだけで

はない。山梨県を良くするために、アジア諸国をいか

に活用するか。そのアジア諸国のために、山梨県は何

ができるか。 これを命題に 「アジア研究会」を設立。

その他、次代を担 う山梨県の若者のために、大学で講

師も務めている。

どうして風間はそんなにアグレッシブに動く。風問

は自分の人生を五つのステージに分けている。学生時

代の第1ステージから諏訪精工舎時代、TEL時代を経て、

現在は第4ステージに位置するとい う。この第4ステー

ジを年齢に置き換えると、60歳から75歳ないし80歳で

設定されたステージ。67歳の風問からすれば、まだ第4

ステージ入 り目を通過 した程度にしか過ぎないb 気に

なる第5ステージは、75歳ないし80歳から120歳で設定

されたステージである。そ う、風間は120歳まで生きる

と断言 した。第4ステージの入 り口どころか、現在は人

生を折り返したにしか過ぎない風間の全5ステージ。出

梨県のために動きつつ、その実、世界を視野に入れた

風間の第4ステージが今ある。文化、技術、公安、若者

教育など、全活動は人脈のネットワークを有効利用し、

まぶしく輝きながら放射線を描いている。

今から3年半程前にサ ミュエル ・ハンチン トン著 「文

明の衝突」 とい う本が出版 され話題になつた。 この本

では冷戦後の世界で現実に起っている数々の紛争を、

「文明の衝突」 とい う視点でとらえて国際情勢の分析を

行つている。 ここでは世界の文明を、西欧、中国、 日

本 (日本文明も独立 して分類 されている)、イスラム、

ヒン ドッー、スラブ、ラテンアメリカ、の7つに分類 し、

(若 しアフリカ文明 とい うものがあれば8つに分類 し)、

21世紀にはこれまで世界を支配 してきた西欧文明が相

対的に表退 し、西欧対非西欧、特に西欧対中国、西欧

対イスラム、の対立が重要な問題になると指摘 してい

る。その中にあって、 日本 とい う文明が世界文明の対

立の構図の中で、どのようにしてそのアイデンティテ

ィを維持 し発揮 してい くか、 とい うことが我々 日本人

にとつての重要なテーマとなっている。

ところで、今年の9月 11日に米国で想像 もできないよ

うな大掛か りの同時多発テロ事件が発生 し、全世界に

大きな衝撃を与えた。
一

部の国を除き世界中の殆 ど全

ての国がこのテロ行動を非難 してテロ組織撲滅の為の

活動を支援すると宣言 した。そ してその後米国を中心

とした西欧主体のテロ組織撲滅の為の活動が開始 され

たが、その展開を見ているうちに、ふ とこの 「文明の

衝突」とい う本のことを思い出した。

テロ活動は勿論その理由の如何を問わず絶対に許 さ

れるべきことではない。テロ行為は 「文明の破壊行為」

であ り、それ と戦 うことは当然のことである。 しか し

今回のテロ組織撲滅の為の対決の背景には、西欧対イ

スラムの対決 (全てのイスラム との対決ではないが)

とい う側面があるのも事実である。今後事態がどのよ

うに推移 していくのか予測するのは難 しいが、これか

らはハ ンチ ン トン教授のい う西欧対イスラム とい う

「文明の衝突」の様相が次第に大きくなつていくのでは

ないかと懸念 され る。 日本文明に浸 りきつている我々

日本人にとつて、この西欧対イスラムの本質をよく理

解 し難い所 もある。 しか し日本 とい うアイデンティテ

ィをしつか りと持つて、この2 1世紀の世界を生き抜い

てい く為には、世界に存在する多様な文明のことをも

つとよく勉強 し理解 してい くことが大変重要であると

い うことを最近考え始めている。

そ うだ、今世界の何処で 「文明の衝突」による対立

や紛争が起っているのかもつと情報を集めてみ よ う、

そ してそれが発生 した歴史的な背景や理由をもつと理

解 してみよう、そ う思つて参考資料を探 しに書店へ行



ったら、やはリハンチン トン教授のこの著書が、今回

のテロ事件に関する必読書であるかのような添え書き

が付与されて、店頭にうず高く積まれていた。

(M .u .)

会員言卜報

本協会 荒井 宗太郎 会員には、去る9月17 日にご逝

去にな りま した。謹んでお知 らせす るとともに、ご冥

福をお祈 り申し上げます。

会員皆 さんには叙勲 ・受賞 といったお慶びも多いは

ず。会員皆 さんで喜びを分かち合いま しょう。慶事の

あつた際には協会事務局にもご一
報下さい。本誌にて

ご紹介いた します。

今後のライフプラン懇談会

2002年度年次総会について

毎年恒例のSSIS年次総会、このたびはちょっと会場

を変えて、東京神田錦町の学士会館 (東京研修会の例

会場である、本郷の学士会分館 とは異なります。ご注

意下さい) にて、1月23 日(水)の午後に開催いたしま

す。

今回も、例年の通 り前年度活動報告や当年度活動計

画の審議のほか、特別講演 と皆さまお楽しみの懇親会

を計画しています。特別講演は、こうした時節にぴっ

たりの方を、現在鋭意交渉中です。

講師は誰であれ、きっとご満足いただける方にご登

壇いただきます。皆さんもす ぐメモ帳に書きおいて、

当日はご参集下さいますようお願い 。ご案内申し上げ

ます。

‖EN C O R E Wにご投稿下さい !

本誌では会員皆 さまからの投稿をお待ちしてお りま

す。 ご自身のお考えや最近の経験t あるいは開設にな

ったホームページのちょっとした広報、あるいは刊行

なつたご著書の紹介、何でも結構です。原稿は極力電

子データで、お寄せいただ く前に事務局にお尋ねいた

だければ字数や掲載予定などをお知 らせ します。

ご投稿に際 しては、記事に関連するお写真 も付けて

いただけると大変結構です。本号の秋山さんの趣味の

ゴルフな ど、「華麗なフォーム」の写真付 きで、 とて

も親 しみが持てますね。

SSISの会員は皆 さん一
家言お持ちの方ばか りと思い

ます。本誌が娠わ うとい うことはすなわち協会の活性

化、あるいは人脈の拡大につなが ります。ぜひ玉稿を

お寄せいただき、本誌をご活用になって下さい !

本号別項で もご紹介 しま した 「ライフプラン懇談

会」、来年は2月から開催です。

2月度 ;(株)イ
ーメッツ社長の渡邊 賢亮 会員

4月度 ;東北大学名誉教授の角野 浩二 先生 (結晶欠

陥が専門)

を予定 しています。 これか らも様々な方にご登壇い

ただきます。 これか らのライフプランを考える際に、

資するところ大 とな りま しょう。特に30歳か ら40歳代

の方の参加大歓迎 !

詳細は毎回お届けするご案内にて …

研修会ご案内

既にご案内申し上げていますが、12月度の研修会は

20 日(木)に東京本郷の学士会分館 で開催です。環境

省 ・西出徹雄氏をお迎えして、「米国の産学協働J で

す。多数のご参加をお待ちしてお ります。

訂正 とお詫び

前号20号の奥付で、編集担当者氏名が誤つてお りま

した。正 しい担当は、「鈴木 司郎」でした。 ここに訂

正するとともに、お詫びを申し上げます。
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