
日本の地位と国家プロジェクトに思う

私事で恐縮だが、米国の設
備メーカーに籍を置いて約8年
になる。この間の日本半導体
メーカーの凋落には、目を覆
う物がある。当時は世界の売
上げトップ10社に日本勢は6社
も入っていた。ところが、昨
年の実績では3社になった。こ
れをもう少し深く観察してみ
る為に私の会社のビジネスと
いう角度から観てみると、最近4年間、つまり直近の大
不況の年だけでなくその前の絶好調期も含めて受注合
計トップ10に日本メーカーは1社も入っていないという
ことに気づいた。私共の評判の良し悪しは別として、
特別に著しく競合に失注しているわけではない。その
原因は日本各社の投資が萎縮したこともあるが、先端
技術課題への投資に他地域ほど重点が置かれず、専ら

ウエハー枚数を追いかけることから脱却出来ないこと
によるとも思われる。近頃は遠慮の壁が低くなり、随
分言い難いことをはっきり言わせて頂くようになった
が、勿論自分の営業能力も重大な要因だと自戒の念も
小さくない。日本市場の凋落は米国装置メーカーにと
っても大問題で、本社では私の顔を見ては日本半導体
の代表と錯覚しているかのように思っているみたいで
閉口する。たまらなく悲しく、腹立たしい。実際ビジ
ネスの量からだけでなく新製品に対する感度において
も、日本は今や最も軽視される市場になり下がってい
るのである。
数年前まで我が社のマーケティング、つまり新製品

開発の責任者は、必ず日本の技術者を訪ねては製品構
想や試作データを紹介して議論をさせて頂くことに無
上の価値を見出していたものだった。今や殆ど来るこ
とが無くなった。私が日本国内でこう語ったところで、
立場上単なる個人的ぼやきにしか聞こえないので説得
力が無いのだが。要するに顧客としての地位も低下し
てしまったのである。これが昨今の技術者の活性度の
一面でもあるのである。経営の問題も大きいが、それ
丈ではないようである。国家的プロジェクトが禍して
いる面もある。つまり、最先端の生産技術の設備の話
題をSELETEやASETに持ち込んでも現場から離れすぎ
ていて受け入れられ難い。さりとて各メーカーの開発
ラインや工場では、生産技術の革新的課題に取り組む
ミッションが軽減されてしまっているようにも見受け
られる。
国家プロジェクトの取り組みもどこか変だ。半導体
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産業の弱体化という問題と装置の開発という課題が混
線している。つまり、我が国の半導体メーカーが弱体
化したという問題解決のプロセスにおける問題の要因
分析と分類が不十分だから課題を間違ってしまってい
る場合がある。つまり半導体メーカーが自らのリソー
ス（技術者と資金）を使って装置の開発や材料の開発
に直接加わっている余裕があるのかという大変に大胆
な発言を敢えてしているのである。このような仕事、
すなわち装置メーカーの仕事まで請け負うのは、世界
が日米二極で且つ右肩上がりでどんどん伸びている頃
には全ての周辺課題を吸収する経済的規模の成長があ
ったから許された。しかし今（10年前からだが）、日本
に問われているのは日本の各社の価格競争力、すなわ
ち原価構造なのである。世界の半導体産業全体の共通
の課題ではない。ましてやれDRAMだのシステムLSIだ
のといった製品論や装置開発論に摩り替えてはいけな
い。わが国固有の課題、或いは、各社固有の課題が問
われているのである。コスト高の大きい要因の一つが、
膨大な技術者の数と技術活動費用である。装置メーカ
ーの課題に関わっている余裕があるのだろうか。半導
体シニア協会諸氏が現役の時代だった頃の形をそのま
ま引きずっているのではないか。目標と役割と課題の
厳しい見直しが行われていないから、多くの人が気づ
いていないのだと思う。設備が出来上がってめでたく
実用機が世に出たとしても、すぐに世界中で使われる
ことになるので誰も独占できない。つまり、半導体メ
ーカーが装置の開発に参画しても、それは差別化にな
らないのである。また独自の設備メーカーを系列化に
おくことが、装置ビジネスや本体半導体ビジネスにと
っても良かったという例は極めて希である。設備専門
メーカーは広く市場を求めて成長していくので、特定
の半導体メーカーにとってそれが特別の見返りになる
わけではない。世界全体の中で束になっても20％程度
でしかない地域の苦悩するメーカーが、世界市場で健
闘している装置メーカーの為にリソースを負担してい
る余裕が何処にあるのだろう。事実をよくみてみると、
半導体装置メーカーの世界トップ10社の中に日本メー
カーは6社も入っている。米国は3社、欧州は1社のみで
ある。半導体の生産とプロセス技術で目覚しい進展を
遂げている地域は、設備メーカーの無いところである。
半導体メーカーは、最も進んだ、最も優れた装置を導
入するところからの仕事に集中するべきである。
ところが、一部の装置メーカーの戦略的口上のせい
もあろうが、これではプロセス技術者の仕事がなくな
ってしまうという浅い課題認識がかなりはびこってい
る。ここの課題を軽く考えていると生産技術というも
のが解らなくなってしまう。最先端の設備は、プロセ

ス上の最先端技術課題に深く関わっている。この問題
の完全な解決は設備メーカー単独で出来るものではな
い。設備メーカーの装置と技術者は極めて有用だが、
半導体メーカーのプロセス技術者の粋を集中させて漸
く解決され、生産技術に有意の差がつくのだ。各社同
じような装置を導入すれば、中国でも何処でも、誰で
も、半導体が簡単に作れるといった軽い認識は大変危
険である。工夫に対するこんな認識ではトヨタやホン
ダがなぜ強いかといった深いなぞを理解することは出
来ないだろう。
さて、話を元に戻すが、装置開発は半導体技術革新

の重大な課題であるが、装置メーカーの仕事なのだ。
日本の問題として取り組むなら、それはそれで国家プ
ロジェクトで国家予算を掛けて装置メーカーがやるべ
きである。質の高いプロセス技術者が必要であるが、
半導体メーカーから高い給料を出して雇い入れればよ
い。技術者も冴えているときに飛び出せばよい。私は、
今種々行われている国家的プロジェクトを否定してい
るのではない。わが国の産業の基幹であるからもっと
もっと国家予算をつぎ込んで強化策を打つべきだと思
っている。私の言いたいことは、装置メーカーの仕事
と半導体メーカーの仕事をもっとはっきりと一線を引
き、半導体メーカーは日本だけの問題点や自社だけの
問題点に集中すべきだということである。憚りなく言
いたい放題を言ってしまったので、また話題を呼びそ
うだ。石つぶてが飛んできそうだが。
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編集委員を募集します！！
編集委員会では、今年から協会機関誌「アンコール」

の報道性を高めるために、会員の皆様へ協会行事の内
容をなるべく詳しくお伝えする事となり、年に何度か
総会特集号、セミコンフォーラム特集号といった特別
号を纏めて行くこととなりました。
このため、編集委員会のメンバーを拡充し、取材力を

強化したいと考えております。とくに、現編集委員は関
東地区在住の方ばかりですので、関西地区にお住まいの
方に是非参加していただきたいと思っています。
業務の内容としては、運営委員会の開催とリンクし

て月1回程度の編集委員会への出席と、講演や対談内
容の記事のまとめ（自宅で行っています。）が年に3、
4本程あります。
協会会員の方で、アンコールの編集にご興味をお待

ちの方は、是非事務局までご連絡下さい。また、編集
の仕事に適任な方をご存じの方も、ぜひ事務局までご
一報下さい。



冶金を学んで東芝へ
柏木　東芝に1963年入社しまし
た。出身は金属、冶金です。
そのころは、日本の高度
成長期で、クラスの大半は
鉄鋼関係に行きました。私
の場合、先生が東芝と共同
研究をしていたので、訪問
してみて気に入ったことと、
研究をやりたいという希望
と、二つが重なって東芝に
入れてもらい、超電導の基礎研究などをやっていま
した。

BCS理論という超電導を説明した非常に有名な理
論が発表されてまだ間もないころで、量子力学や電
磁気学をひたすらに勉強しました。
しばらくして、半導体の権威の納賀さんという方か
ら「集積回路特別開発部をトランジスタ工場に作るか
ら、それをやってみないか」と誘って貰いました。
僕らのジェネレーションは、半導体の最初世代な
ので、半導体の歴史を最初から体験して、いろいろ
なことを経験しています。本当に技術を一生懸命や
れば、それはリアルな世界に必ず活きる幸せな時代
でした。
技術の最先端をやるため、途中からまた研究所に
戻りました。研究所にはシリコンのプロセスを担う
部隊がなかったので、研究所にプロセスの部隊を作
りました。
司会　何年ぐらいの事ですか。
柏木　1973年から1974の頃です。尊敬する武石さんと
いう方がいらしてサポートしていただいたので、ず
っとやり続け、プロセスの「部」にまで組織を拡大
することが出来ました。
だけど、90年ぐらいになると、今度はプロセス屋
が大きい顔をし過ぎるようになってしまいました

（笑い）。半導体のビジネスは、本来はデバイス中心
のビジネスである筈なのに、それが逆になってしま
って・・・。生産技術でビジネスをやるわけではな
いのに、だけど、それを錯覚してしまって・・・。
それに気が付いて、流れを変えようとしたけれど、
なかなか変えられず、結局現在に至る膨大な無駄の
構造の因になってしまったと見ています。
司会　やはりその辺は先見の明があった訳ですね。
柏木　東芝も組織は大きなピラミッドです。ある年齢
になりラインから外れるとみんな元気がなくなって
しまうのです。専門職を活かす構造を人事が考える
のですけれど、当事者外の人間が考えた机上の制度
はうまく行くはずがない。それが気に入らず、「専門
職が活きる例を作ってやる」と言って90年頃に部長
を辞めました。その時は武石さんが研究所の所長で、
このアイディアを理解してくれたので実行してみま
した。

東芝からアプライドへ
柏木　七転八倒しながら「専門職プロジェクト」を5年
間ぐらいやりましたが、まさに七転八倒、こんなこ
とのために自分の人生の時間を費やすのはムダだと
いう気になってきました。それが95年ぐらいです。
そうしてアプライドに移りました。アプライドは
未知の世界、長年慣れ親しんできた東芝という大会
社を辞めるのは非常に不安でした。友人のAMJの赤
坂さん、それからSEMIの中山さんなどの方々に相談
しました。
日本のマネジメントスタイル、これが日本の半導
体に落ち目をもたらす原因、この事実は、装置メー
カー、それもアメリカの装置メーカーというある種
のアウトサイダーの立場になると、明々白々に見え
ていました。これは技術開発のマネージメントにも
通事、結果として、この10年、日本からは新しい技
術なんて何も出ていません。NECのHSGと称する
DRAMの技術があります。これだけが日本から出た
唯一の新しい技術だと思います。
日本の装置メーカーは、この間ビジネスとしては
非常に健闘してきましたが、しかし、往事のドンガ
ラの延長としての「装置」、「機械技術」の域を出て
いない、"半導体"と名のつく装置としてはまだま
だ・・・といったレベルです。この状況をもたらし
た真因は、日本では技術者に流動性が殆どないとい
う事実です。装置メーカーで"半導体"技術を開発し
ようとしても無理です。日本の大手デバイスメーカ
ーの技術者は、装置メーカーに任せられないと称し
て殆ど意味のない仕事に膨大なエネルギーを費やし
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やっぱり研究生活が好き
柏木正弘会員

柏木正弘氏



ている。一方、装置メーカーも人を引受ける体力も
無くなってきている。
司会　そういう発想が半導体産業を弱体化したのでし
ょうか。
柏木　原因は、これらの状況の総体で、この頃は、駄
目になるものは駄目になる以外にないと、冷たく思
うようになってきています。そうは言いつつも、長
年人生を過ごしてきた世界ですから、これから発生
するだろう「痛み」を少しでも和らげることを僕ら
も一生懸命考えなければいけないと思っているので
すが。
アプライドから学ぶ「技術」は何もなかった。け
れど、ビジネスとはこんなものだ、会社とはこんな
ものだ、というリアルな世界のものすごさを本当に
勉強しました。モーガンの持つ経営能力とメイダン
の技術に対する見識というコンビの妙。ただ、アプ
ライドと言えども、まだ、「装置屋」の域を出ていな
い、彼らのビジネコンセプトを実現するにはまだま
だ半導体技術のポテンシャルを上げねば・・・とい
った段階と見ています。しかしながら、アプライド
で学んだビジネスモデルとかマーケティングの機能
といった類のことは、僕が東芝にあと何十年いても
学べなかったことだうろうと思っています。これは
最大の成果です。

ビジネスから大学へ
柏木　今は、慶應大学に客員研究員として通っていま
す。昔やりたかったけれどやれなかったことをしよ
うとしてているわけです。

60を過ぎましたから、そろそろ人生のサマリーの
準備もしなければいけないし・・・。いろいろな思
いがあって、大学を今後の活動のベース、拠点にし
ようと思ったわけです。
司会　これからの若い人に対してのアドバイスをお願

いします。
柏木　転職には大きな不安が伴うが、大会社では味わ
えない面白いことがある。いずれ会社を変わるので
あれば早い方が良い。小さい所ほど面白い。いろい
ろ他人のアドバイスは貰ったほうが良いが、最後は
自分の決断です。東芝というステイブルな社会を出
るのには不安はありましたが期待とか夢みたいなも
のがありました。アプライドには5年居ました。
東芝を辞めてアプライドで暫し時間を過ごし、い
ろいろな経験を経て、今では、自由に会社を移る気
持ちを持てるようになりました。気に入ったプロジ
ェクトだけをやろうと思っています。自分が本当に
尊敬できる人の仕事か、自分で本当に気に入ったこ
とだけをやるというのを今では原則にしています。
それらの仕事もプロジェクトですから、半年か1年と
いった期限付で、それが終わったらまた次に何かや
ろうということです。

懐かしい学生時代
柏木　本当の研究者になりたかったけれども、そうは
なれなかったというのが現実です。研究者なるもの
に対して思い入ればかりありました。ただ、研究の
方法論だけは20代に随分悩み、未だに通用する自ら
の方法論を確立したと思っています。
司会　それはどういう事でしょうか。
柏木　僕らの時代は60年安保の時代だった。僕も若干
新左翼に分類されていて、東芝に入る時もそれで就
職が引っ掛かったぐらいです。その頃はいろいろな
哲学書を読んでいたわけです。自然弁証法とかマル
クスの論文などを読んでいました。やはりその中に
真理があるのです。弁証法的な真理といったもので
す。僕らの20代のころはサルトルの時代です。「存在
理由」とか「レゾンデートルは何だ」とか。だから、
東芝にいる時も、部下にも自分にも、東芝に何をも
って貢献するかを問い続けました。
今は気に入った人と仕事をやりたい。気に入った
人のためにということですが、やはり世の中に役に
立つというか、産業に役に立つというかが、諸々の
思考の基礎です。

シニアライフ
司会　これから職場を変わる人が増えると思いますの
で、アプライドに行かれて学ばれたことについて伺
いたいのですが、具体的にどういうことを感じられ
たのでしょうか。
柏木　僕は経営者ではなく、技術屋です。技術屋とい
うのは、えてして金の問題については無関心です。
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熱く語る柏木会員



これは大間違いです。技術というのは人のために何
かをやるリアルな世界です。自分の技術が置かれて
いるリアルな境界条件は何か、これを常に考慮せね
ばなりません。これはやはりマネジメントマターで
あって・・・、すなわち、ビジネスあっての技術で
す。90年代の日本の技術は絶対に悪くなかったのに、
これだけ日本の半導体産業が劣化してきたのは、マ
ネジメント、すなわち、さまざまなレベルのリーダ
ー達のものの考え方、価値観に問題があったとしか
言わざるを得ないと思っています。
司会　ご趣味は何でしょうか。
柏木　僕はゴルフをやらない。ある時期までは酒。い
ろいろな人と会って、話をしているのが大好きです。
理想としては、趣味として研究をやって、最終的に
は美術史を勉強したいのです。昔、慶應の美術史講座
に通っていたこともありました。昔から絵を見るのが

大好きです。特に中世のものや宗教画が好きです。
司会　今も東芝の若い方とお話しすることはありますか。
柏木　時々あります。個人としての本当の力を付けろ
と、よく言います。実力と言っても、半分は、自分
ではなく人が決めることですから、とにかく勉強し
て40代前半までにはレピュテーションを上げろと言
います。それができたら、東芝にずっといたって構
わないし、そこから世の中を広く考え東芝を出て広
い世界で活躍しても良い・・・と。
学会や研究会とかいろいろな所での付き合いが必
要です。人のチャンネルとはそういうものです。自
分の世界を広くしなければ、レピュテーションなん
てものは上がるわけがないからです。
司会　今日はいろいろと貴重なお話を聞かせて頂きま
して大変ありがとうございました。これからも是非
ご活躍される事を願っております。
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旧知の顔もあり、話は弾む

私の辿って来た道
私は静岡大学工業短期大学部の電子科から大洋無線
という所へ行き、回路設計をやりました。そのあと、

田舎へ帰ってきまして、サン
電子というシャープの下請け
に入り、ここで半導体の後工
程をさせてもらいました。
それからやはり回路がやりた
いということで、自分で崎谷
電子天秤製作所というのを作
りました。これはカラーの現
像所でプリントされた量を重
さで測ればすぐ分かるのでは
ないかということで天秤を造ったわけです。特許を17

件ほど出しまして、1台は売れたのですが、あとなんぼ
待っても売れなかったのです。
そうこうしているうちにシンコー電器という会社が

ロームの抵抗を造っていたのですが、ダイオードをや
るというので誘われて入り、前工程を習わせてもらっ
たのです。その後シンコー電器から子会社のタツモに
入ってアメリカへ初めて行かせてもらい、スタンフォ

4月度研修会

ロマンを探しにベトナムへ行こう
－中国シフトだけで良いのか？－
ローツェ㈱代表取締役社長　崎谷文雄氏

崎谷文雄氏



ード大学近辺のお金持ちの家を見てびっくりしたので
す。「あんな所に住むためにはどうすればいいのか？」
と聞いたら、「ベンチャーキャピタルに一億円預けたら
良い」と言われ、私もやりたいと思ったものです。
タツモで私が初めてやったのは今のロボットの原型
で動きは一緒です。ここで私が考えたコントローラに
「お金と売るのは俺に任せ」という会社が東京に出まし
て、私が開発と製造をするということで新しい会社を
始めました。
会社の名前はエベレストを脇で支えるローツェです。
ナンバーワン会社の縁の下の力持ちという意味と、技
術や自信を持って楽しもうということで付けました。
最初はドライバーコントローラをやっていたのですが、
ある装置メーカーがお客さんに「メカ搬送でごみが出
ないのを造って持ってこい、ローツェにタツモを辞め
た崎谷がいるから相談しろ」と言われたことから、ロ
ボットを造るようになりました。

何故ベトナムに決めたのか？
ある時アメリカの装置メーカーからロボットを全部
ローツェにしたら、歩留まりも稼働率も上がったので、
「ローツェのロボットを付けろ」と言っていただいたの
です。しかし当時為替が100円を切っている時分で価格
が2倍するということで、これでは売れないのです。も
う徹底的に調べないと駄目だということで、アメリカ
の加工屋で一番優秀な所を見せてもらいましたら当時
アルミの1キロが日本は600円を超えていたのですがア
メリカでは280円だったのです。ところがそこはアメリ
カで一番高い所だと言われ、頭が痛くなりました。
それなら世界で一番アルミが安いのを入れられて、
加工ができるところでやるしかないということで、当
初中国へ出ようと思っていました。ただ中国では当時
まだ国営と一緒にという所がメインだったことと、技
術を教えても賃金を多く出すところが現れると止めて
しまうことが問題でした。

ベトナムでは10社ぐらい回ったのですが、1社も「ベ
トナムは駄目だ」と言わなかったです。素晴らしい。
自分から良くしようという心がある。これは絶対成功
すると思ったわけです。
聞いた話ではアメリカで納期通りにものができるのは

日本人とベトナム人だという。またシリコンバレーで学
校の成績がいいのは昔は日本人、次に韓国人、今はベト
ナム人ということです。それともう1点、ラムのあの非
常に素晴らしいソフトをやったのはベトナム人だと言っ
ていました。「これだな」と思いました。「よし、そうし
たら俺はベトナムで世界一のロボットを造るよ」。

ベトナム工場
96年9月に申請して、工場建設に1年半ぐらいかかり

ました。ベトナムで最初のハイテク認定もらいました。
8年間無税です。
ハイフォン市長の紹介でマリタイム大学の学長とも

友達になり、名誉教授の称号をもらいました。99年に
マリタイム大学に工作機械を入れました。この機械を
入れ、できた製品を引き取ることにより、腕に技術の
ついた学生を採用できるわけです。
従業員の教育ですが、7人が日本で研修を受けて、
次々ネズミが子供を産むように教えて広げていくとい
うことでやりました。日本からの技術指導者はピーク
で8人でしたが、今2人でやっています。技術の移転は
日本語でやります。本当に技術を入れようとすると日
本の人から聞かないとということで、自分で勤務が終
わってから勉強しに行っています
ベトナム人の給料は、今は平均が1万円。5千円から
高いほうで4万3千ぐらいまでです。大学の先生をして
いたのが3人、大学を辞めてきた。決して給料はそんな
に良くなく、来て何しているのといったら加工をして
います。
ベトナム工場は開業2年目で6,600万ぐらいの赤字、3

年目は赤字が1億2,000万ぐらい出ています。4年目は利
益が1億9,000万ぐらい出ました。ですから、一遍にここ
で取り返している。去年は前半流したらあと仕事がな
い状態でしたがそれでもありがたいことに利益が出ま
した。うちのお客さんがたくさんおられますけれども、
ここだけ見て値切らないようにお願いします（笑）。

4月3日の中国新聞に出たのですが、「ローツェ生産部
門移管、ベトナム関連会社に」ということで、新しい
ロボットから全部製造を持っていきます。日本の製造
部門の人は指導者を残して、世界中へ売った装置の立
ち上げとメンテと、あと設計のほうに回すということ
をスタートしました。
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ベトナムの式典の模様をパソコンで上映



日本の製造業はどうなる？
私はアメリカが一時あんなに悪かったのに良くなっ
たのには何点かあると思います。もともと日本が半導
体でどんどん勝っていた時、アメリカ人は仕事をほと
んどしていなかった。それを「利益を出したら自分の
所に来ますよ」という教育を徹底し、コンピューター
を使いこなして全体で効率を上げてきた。
誰がどれだけの仕事をしたかというのをコンピュー
ターで全部出しているのです。そうすればその成果に
よってちゃんと報酬が出るので皆一生懸命にやるよう
になります。
この間中国を旅行したのですが高速道路の建設にし
ても、観光地の旧い街並みの復活にしても政府が金を
出さずにうまく資本を導入して結局自分達のインフラ
を充実させるシステムが実にうまく機能している。そ
ういう意味からすれば、お客の意見を聞きながら、最
終的にやっていくのは中国ではないかと私は思ってい
ます。ところが機械加工みたいにコアとなるものを造
るのはベトナムだと思います。ですからロボットとか、

うちで言えばコントローラとかというものはベトナム
で造って、あとソフトを含めて最終的な仕上げは中国
だと思います。
この間新聞を見ていたら、北京で携帯電話用ICのデ

ザイナーを募集していました。大卒が4万5千円。修士
が9万円と倍になるのです。博士が13万5千円。これで
頭のいいのを集めて、中国で一番優れたチップを作っ
て、携帯電話がトップになれば世界を牛耳れる。これ
でシステムができてしまうと、あと何年かしたら日本
の頭のいい人は全部中国へ行くのではないかな（笑）。
ドリームを持った人がそういうことにはならないよ

うに、ここで修正を掛けないといけないのではないか
と私は思っています。ぜひ皆さんの力で、好きな半導
体が日本に残るようにできたらと思っています。「一番
に出ていっているのが何を言う」と言われるかも分か
りませんが、デバイスを日本でやれると言えば、もう
全力で安く協力させてもらおうと思っていますのでよ
ろしくお願いします。どうもありがとうございました。
（拍手）
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持ち時間が少ないので、官
民共同研究コンソーシアムの
意義についてはお配りした資
料をご覧下さい。ここでは研
究課題と対応策、研究活動を
通じて感じたことなどをお話
しいたします。
1．R＆Dターゲット

CZ法によるシリコン結晶の
口径が400mm、重さが400Kg

です。ウェーハフラットネスが0.13µm、これは4ギガ
ビットあたりを想定したもので、したがってパーティ
クルサイズが40nm位になります。プロジェクトの立案
時には300mmの次は400mmと想定されておりましたの
で、450mm迄の拡大はありませんでした。

2．主な研究課題と対応策
ブレークスルーを必要とするテーマは多岐にわたり

ました。特にシミュレーション関係、1回実験すると1

千万円ほどかかりますから、シミュレーションは必須
です。それから400Kgの結晶を引き上げるために結晶
の保持の仕方をどうするか、これは丸山特許（結晶に
コブを作ってその部分を把持する）を実際に検証する
ことでクリアしました。
「るつぼ」は口径1メートル位にし、そのうえ高温に1

週間ぐらい耐えるものが必要だということで、研究員
及び石英メーカーの方々は製作に相当ご苦労されまし
た。加工については研削技術を開発し従来のラッピン
グやエッチング工程を削除した理想的な加工工程を試
行しました。オリジナルな高剛性研削装置を開発した
ことでシリコンのけずり屑は大工さんのかんな屑のよ
うになります。
研究成果は約200件特許として申請しました。

3．研究活動から見るアメリカ、ドイツの強さ
研究を進めるに当って、シミュレーションソフトは

主としてヨーロッパ（ドイツ、ベルギー）から調達し
ました。パーティクルカウンタ、フラットネスなどの
計測器はアメリカに開発をお願いしました。日本はシ
ミュレーション及び計測技術の分野で欧米にかなり遅
れを取っていることが分かります。
4．官民プロジェクトを効果的に推進させる提言
①国家戦略は明確にすべきです。｢大半のプロジェク

3月度研修会より

スーパ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
元スーパーシリコン研究所所長　高田清司氏

高田清司氏



トがリターンを生み出せそうにありません。特許を
売ってお金を回収してください｣と官から言われて
おります。「なんのために人・物・金を出して一生
懸命やってきたのか、知的所有権は日本の企業民が

優先して使えるようにすべきです。」といま懸命に
ネゴをしています。

②半導体の技術は日進月歩で激変しますから、テーマ、
目標、計画、予算の見直に対しもっと柔軟な対応を
要望します。

③プロジェクトリーダーとか、研究者の人選は公募す
べきだと思います。外人でもいいと思います。優秀
な方にリーダーになってもらって、効率よいプロジ
ェクト推進が必要だと思うからです。

④出資会社ができるだけ特許を使えるような配慮を要
望します。

⑤若い人のアイデアを伸ばす雰囲気作りが求められます。
以上でございます。（拍手）

秋山　高田先生ありがとうございました。技術的ご質
問がございましたら少しばかりお受けいたします。
質問　ダッシュネッキングしたシリコン径は？
高田　口径の最も細いところで2mm～3mm位です。
質問　結晶欠陥、たとえばCOPの程度は？
高田　大口径になりますと引上げ中の結晶の周辺と中
心部の温度差をなくすようにゆっくり引き上げざる
を得ず、結果的にCOPは低減されました。1本（1m）
引き上げるのに5日間位かけました。
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図1 従来のφ200mm結晶と世界初φ400mm結晶の比較

（㈱スーパーシリコン研究所提供）

図2 大重量結晶保持方法（㈱スーパーシリコン研究所提供）

図3 研削によるシリコン屑のSEM写真（㈱スーパーシリコン研究所提供）

会員現況（5月9日現在）
個人238名、賛助37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っています。
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。



半導体産業の国際競争の渦
中において、その将来を指向
した多くの話題が議論されて
いるところであると思います。
今日は半導体を支えるシリコ
ンについて議論の機会を持ち
たいと思う。ざっくり見まし
て、日本企業の半導体のシェ
アはだいぶ漸減していると思
いますがシリコン自身のシェ
アは先程高田さんからありましたように65％ほどから
レベルを維持しています。共にグローバル化の市場に
対応してきましたが日本のシリコンメーカーはシェア

を落とさずに海外展開をしたことになります。
シリコンの技術開発については、先ほど世界の最先

端を走っていることが示されたと思います。しかし情
報化の時代に技術開発力だけでシェアを確保し、維持
することは難しい。シリコンの「事業構造」にもっと
別の原因があると思います。
その原因について、ひとまず私見を申し上げてから、

皆さんの意見をお聞かせいただきたいと思います。
シリコンウェーハの市場の特徴
日本のシリコン屋は日本のデバイス屋さんにえらく

世話になっているのです。市場はオーダーメイド的な
取引である。その商取引の中で、最適なウェーハとは
何かという探求をデバイスメーカーの力を借りてやら
せてもらいました。
評価手段が非常に少ない時代には助かりました。例

えば、シリコン中の酸素は当初大変な悪玉でしたが、
適量濃度であればゲッター作用として働くことが分か
って善玉に変わりました。学者の方もその原因を探り
出すなど、うまいサイクルがほとんど日本の産業の中
で回りだしたのです。
シリコンウェーハ製品の特徴
シリコンの製品をあえて分ければ国際標準化品質と

非標準化品質に分けられると思います。国際標準化品
質は、SEMIで標準化されそれらは形状を中心にした品
質です。
これ自体は事業の生産性向上に役立っています。今

日の課題で重要な品質は非標準化品質です。この領域
は物性的な品質です。本来標準化になじまない領域で
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3月度研修会より

日本のシリコン結晶事業と
その国際競争力についての討議
元コマツ電子金属㈱専務取締役　秋山信之氏

秋山信之氏

官民共同研究コンソーシアムの意義
高機能化・高集積化された半導体デバイスを大量・安

価に供給するためにウェーハの大口径化が必要不可欠で
ある。しかしながら、有力なシリコンウェーハのメーカ
ーと云えども単独で挑戦できる限界はφ300mmレベル迄
で、それ以上の研究開発投資は余りにもリスクが大き過
ぎると判断された。

1996年に設立されたスーパーシリコン研究所（以下SSi

と称す）は基盤技術研究促進センタ－との共同出資によ
り超大口径半導体シリコン基板（φ400mm）の要素技術の
開発を目指して、日本シリコンウェーハメーカー（7社）
が初めて共同開発に取り組んだ画期的な官民プロジェク
トであった。予想通り、SSi内部においては運営・技術に
係わる幾多の問題に遭遇し、またSSi外部においては市場
不況やデバイス製品価格の下落による事業収益性の悪化
から、民間企業であれば即研究活動の制限が課せられる
ような環境の中でも、企画力、開発投資力（133億／5年
間）、産学官の助言・協力、出資会社の支援を得て、世界
で初めてφ400mmシリコン単結晶を育成し、超平坦度をも

つφ400mmシリコンウェーハを創生し、そのシリコン基板
にエピタキシャル層の成長を実現させることに成功した。
従来、シリコンウェーハの製造に係わる技術はことご

とく欧米で培われてきたと認識している。日本の活路と
した生産技術に関しては先輩諸兄の献身的な尽力で1986

年以降日本は技術の主導的役割を堅持し、世界の使用量
の60～65％を供給し続けている。しかし、韓国、台湾、
中国が徐々にシリコンウェーハ産業の技術力をつけてき
ており、決して看過できない。現在目を覆うばかりの日
本半導体企業の凋落は他山の石でもある。国のリーダシ
ップの欠如と産・官・学に連携の弱さを指摘されながら、
米国のそれらとの落差は余りにも大きい。日本の長期的
視野に立つ戦略が渇望されるところである。SSiで生れた
成果を21世紀には日本から発信し、引き続き主導的役割
を担ってゆかなければならない。今回のコンソーシアム
を通してシリコンウェーハメーカー間の協調が進み、新
たなテーマで共同研究が生れるベースになることを期待
したい。



すがIC歩留りに決定的に効くところです。此の領域で
シリコンの各社はとても素晴らしい製品を発見してい
ます。即ちIGウエーハ、ハイウェーハ、クリーンウェ
ーハなどなどです。差別化の一つのポイントがここに
あったのです。
CZ装置の内製化
引き上げ中のありとあらゆる現象はこの物性的品質
にほぼ直結しています。溶けているシリコン結晶をそ
の引上げ最初から終了までの物性値を一発でコントロ
ールしなければなりません。
こういう多次元（結晶の完全性、電気抵抗、酸素濃
度の最適化など）なものを一元コントロールするのに、
あまりにもファクターが多かったことが引き上げ装置
の内製化につながったと思います。装置メーカーが
少々実験して持ち込んだ装置が間尺に合わなかったこ
とも事実です。
内製化すれば、自分の経験、実験結果を生かせます。
生産技術日本の優秀な技能及び品質管理等のノウハウを
内製装置に封じ込めて、物性的品質の確保が出来ました。
技術の進歩の速い業界ですから改造も必要となりま
す。自分で作った装置ですから改造のポイントもよく
分かりました。同時に外部へのノウハウの流出を防ぐ
ことになったと思います。これが差別化のもう一つの
ポイントだったのです。
将来の課題
事業戦略上、一番考慮する必要があるエピ化を取り
上げたいと思います。推定によれば、いまエピ化は二
十数％ですけども、将来30％ぐらいあるいはもっとい
くかもしれません。
エピ装置だけを見ますと、アメリカは強大なエピ装
置メーカーです。差別化した内製装置をアメリカが持
つようになればどうなるか。私が申し上げた日本の内
製化戦略は崩壊します。エピ専門企業の誕生があり得
るかなどを含めて皆さんのお知恵をお聞きしたいとこ
ろです。

2番目は研究のあり方です。先程高田さんからも提起
されましたけれども、個別企業の研究から国家的な研
究をしていかなければならない部分がかなり出てきま
した。ここで私が言いたいことは、戦略立案に技術や
産業の実体を正確に把握している当事業協会が主導的
役割を果たすような努力をしなければいけないのでは
ないかということです。

では、討論をお願いいたします。
内田　日本のシリコンメーカーは競争力があります。
これはデバイスが伸びているとき切磋琢磨したこと、
超LSI開発時に結晶の研究をしたことが生きているか

らです。牽引車はDRAMでしたが、これからはデバ
イスごとに最適化が必要です。外国のデバイスメー
カーとやってゆけば、技術的優位は続くと思います。
ただし、日本のシリコンは採算性に問題があります。
星野　アメリカがシリコン事業からなぜ撤退したのか、
その要因に触れなかったのは片手落ちだと思います。
日本のCZシリコンの成功は引き上げ装置の内製化
が要因だと指摘されましたが、これからはその成功
要因がマイナス要因になのではないかと思います。
素人考えですけれど、専門性を極限まで求めたとき
に、シリコンも作り、装置も作ることは難しくなっ
てくると思うのです。兼業は元来向かないというの
が欧米の考えです。
秋山　今の意見に対していかがですか。または別件で
もいいですけれども、どなたか。
日比谷　日本の産業界は大学の使い方が下手だと思い
ます。工学部サイドから見ていますと、半導体のデ
バイスは大学では難しくなってきました。一方材料
屋さんは強いですから、うまく使わなければいけな
いと思います。
一昨年、ワッカーのホンアモンの所へ行って1時間
ぐらい話をしたのですけれども、彼は非常に戦略的
にドイツ大学を使っています。抱え込んでしまって
いるところもあります。彼が言っていたのは、「われ
われは日本の企業が大学に出す、名刺代替わりの10

の二乗倍のお金は出します。だけど、大学の先生と
は最初の1年間は方向付けをちゃんとしないと、うま
くやってくれません。年に2回ぐらい必ず報告会を開
いていれば、先生は目を向けてくださいます」。
いま日本の経産省、文科省が大学に求めているこ
とは、ベンチャービジネスとか、シードを出せとか
いって、何か開発型のものを求めていますが、大学
の基礎研究というのは、開発だけではなくて、実は
本当のファンダメンタルの物理・化学の理解でしよ
う。その上にシリコンのサイエンスが乗っているわ
けです。
日本の大学の先生方は1カ所から囲い込まれること
を嫌われるところがあります。しかし、今はもうそ
ういう時代ではないのです。例えば信越さんはこの
大学を囲っちゃいなさいと指示する感じでおやりに
なってもいいのではないかなと思います。
秋山　有難うございます。津屋さんいかがですか。
津屋　いまφ300mmを考えてみますと、まだまだ技術
的にコスト的にいろいろな問題を抱えています。
φ400mmでの成果をいかにφ300mmに利用するか、非
常に大事なことではないかなと思います。φ300の時
代が長く続くと私は予想しているだけに。
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ただいまご紹介いただきま
した渡邉です。
新潟県と富山県の県境で親
不知という所がありますが、
そこの近くの田舎のお寺の長
男に生まれました。子供のこ
ろはずっと将来は坊主になる
と自分でも思っていましたし、
それ以外に道はないと思って
いたんですが、ただ割合理科
系が好きだったので、高校3年生の担任が物理の先生で、
おやじに「理科系に行かせたほうがいいんじゃないで
すか」とアドバイスをしてくれた関係で、理科系に進
む事にしました。
大学の時は、物理の卒業実験は酸化鉄を還元して単
結晶の細い鉄のひげができる工程があるんですが、い
わゆる「猫のひげ」という還元の研究をずっとやりま
した。その関係で昭和39年に東京三洋電機に入った時
はまだゲルマニウムの全盛時代で、ゲルマのエピタキ
シャルから始まりました。
そのうちICが始まって、バイポーラICからMOSの開
発をやった辺りで、シャープからフォトデバイスとIC

とワンチップにしたい。そういうのをやる人がいない
かということで、昭和45年の暮れにシャープに移りま
した。
シャープに移ってから光半導体事業部に入りまして、

オプトICというデバイスを多数開発しました。
自分でパターンを設計して、自分で試作をやってそ

の性能を測って、それからカメラメーカーに行って、
カメラメーカーが「これはいいですね。じゃあ採用し
ましょう」といわれたのが私の技術屋生活の中では楽
しかった思い出です。
その後バイポーラICの立上げをやったり、MOSLSI

の時代になって技術部長として技術全体を見るような
開発をやったり、製造技術をやったり、いろいろな経
験をしました。
特に浅田副社長に「天理の古い工場をあまり投資せ

ずにちゃんと動くようにしろ」と厳しく言われ、ライ
ンのプロセスをかなり細かく検討しながら、最小の設
備投資でコスト力のあるデバイスを造るとかというの
を随分やりました。そうすると、ほとんど償却があり
ませんので利益が出た。そういういかに利益を出すか
という面白さは天理工場の時に随分経験し、更に福山
の1工場の工場長として、応用・展開をやりました。
その後、超L研のほうに戻りまして、全工場のコス

ト削減のプロジェクトの統括をやり、丁度その頃に日
本の半導体をどうするべきかをもっと検討しようとい
うことで、「半導体産業研究所」を大手10社で作り、委
員として参加しました。この中で各社の事業部長とか
本部長レベルの方とも随分親しくさせてもらい、人脈
もできたし、「日本の半導体はどうあるべきか」という
ディスカッションもさせて頂いた。
そして私も95年4月にまだ元気もありましたし、思う
ところもあって、シャープを退社しました。その後
「中古のビジネスをやりませんか」という人が出てきて、
それではということで、95年の秋に「メッツ」という

高田　ぜひともφ300mmに使っていただきたい。実は
こんなものが300に使えそうですという事例を整理し
ているところです。
秋山　シリコン屋が今差別化といって機械まで造って
いることが、将来裏目にでないだろうかという懸念
があったのですけれども。いろいろやってこられた
立場から何かコメントを。
八剣　オイルショックの前までは装置は全部装置メー
カーがやっていました。その後、商売として成り立
たないということで、引き下がってしまったのです。
非常に荒く言いますと、シリコンは農業です。狩猟
民族の考え方ではできません。新たな事業として魅

力のある部分があれば、別ですが。
それからメーカーが大学と組まなければいけない
ということですけれども、解析に魅力を感じて挑戦
する人がいないと駄目です。欧米にはそうゆう方は
もういないと思います。今後、可能性があるとすれ
ば、やはり中国です。
司会：席を替えまして、更に続けていただきたいと思
います。今日は両先生、大変ありがとうございまし
た。（拍手）
配布資料：秋山信之著「21世紀のシリコン戦略」日本
結晶成長学界誌 Vol.27 No.2 2000 pp.3-7

渡邊賢亮会員（イーメッツ社長）

渡邊賢亮氏



10年程前、渋谷駅構内を通りがかり人だかりがして
いたので近づいた。テープのBGMに合わせて、チェロ
を弾いている。ちょうどクリスマスが近い12月初めだ
った。今は曲目は忘れたが、非常に妙なる曲だったの
で感心した。そのままの気分でとうとう、自分自身で
チェロを弾こうと決心までしてしまった。
ミニコミ新聞に「当方土曜日チェロ習いたし」と書
いて出したら、一週間何の音沙汰なし。やっと連絡が
入り選ぶでもなくそこに行く事にした。ピアノのよう

に押すところを間違わないようにそれぞれの音階に鍵
盤が付いていないのは判っていたが、チェロの音階は
当てずっぽうに指を押える。そんな感覚のとぎすまさ
れた能力の開発に数年かかったが、少しずつ弾けるよ
うになり、ついに神戸のワールドメモリアルホールで、
1012名のチェリストに加えてもらい、コンサートに出
演した。それまでは、習い事の成果発表ということで、
2、3回独奏やらアンサンブルを、少人数の聴衆の前で
やっただけだった。1012名のコンサートは大がかりで
聴衆も演奏者の人数の3倍はいたのではないか。「前代
未聞の事」ということで、ギネスブックに登録された
との証書のコピーをいただいた。それよりも、よく
1012名の音階とテンポがあったものだと思う。当日は、
妻と二人の子供も聴きに東京から来てくれたが、神戸
観光と併せてよい想い出になったのでは。
第2回の同様のコンサートも昨年行われ参加した。練
習不足で、不安だったので数日前から大阪に入りフェ
スティバルホール隣のホテルに泊まり、一夜漬けのよ
うな練習をした。ホテルに練習室が用意されているの
には感心した。

2回ともその後CD化されているので今でもライブを
聴くことができる。聴いてみると、チェロという音質

会社を作りました。
紆余曲折はありましたが、何とか会社の形が出来、
多少の利益は出るようになりました。しかし、去年か
らの不況は、今まで私もずっと三十数年半導体をやっ
ていますが、これだけ落ち込んだのは初めてではない
かと思います。
半導体業界のデバイスをやっていた人たちがリスト
ラになったり、仕事がなくなってきた人も多くて、実
際に自分で会社をやってみようという考えの人がけっ
こう多くなった。その中で多少アドバイスができるこ
とがあればと、この会に出席させてもらった次第です。
実際に会社をやって、やはり一番苦労をするのはま
ず金です。
次は信用を守る事で、ジャフコ創業者の今原氏も

「とにかく小さな約束を守る人が成功する」と云ってい
ます。
半導体に関する起業というのは特別の知識とか経験
が要るので、若い人がすぐ成功するというのはなかな
か難しい。ある程度経験を積んだ人がやるべきではな
いかとは思っています。
私は今ちょうど60になってしまいましたが、その割

には健康にも気を使いながらやっています。
日本の半導体業界に対して一言申し上げますと、韓
国は例えばDRAMとか台湾はファンドリーで最先端を

やる、それはもう物量作戦でやるので勝負してもしょ
うがない。裾野産業を育てて総合力と経験を生かすの
が日本の生き方というのが私の持論です。

・渡邊さんとしては、例えば30代、40代の人に対して、
何を心がけたらいいと思いますか。
渡邉　そうですね。やはりまず一つは自分の得意の、
これはそうなかなか人には負けない経験なり、技術
を持つというのが一つだし、さっき言ったけれど、
やはり30代ですぐにベンチャーをやるというのは非
常に危険なので、むしろ1回、例えばデバイスメーカ
へ行くとか、2、3回会社を移るぐらいの経験を積む
気持ちの方がいいんじゃないかとは思うんです。
・渡邉さん、最後の質問なんですが、70歳以降をイメ
ージしたら、どういうイメージをお持ちですか。
渡邉　私はお寺出身ということもあるんですけれども、
「健康に生きて健康に死ぬ」。要するに死ぬときまで
できるだけ健康に意識して、ぼけたり動けなくなら
ないようにして、寿命がきたらぱたっと死ぬという
のが一番。
そのために今もゴルフをやったり毎朝ちゃんとウ
ォーキングをやっているんです。時々酒を飲みすぎ
て反省もしますが、いずれにしてもできるだけ健康
に気を使って現役生活を続けたいと思っています。
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チェロに魅せられて
池内誠会員（GSIクレオス）



は大体人間の耳に心地よく入るらしく、気分がよくな
る。多分世界万民共通だと思う。ちょうど山中の露天
風呂に浸かっているような気分と言ってもいい。
それまで深く知ろうとはしなかったが、チェロを主

体にした曲のCDを集め始めた。まだまだ集めなくては
ならないし、そこに発見がある。
さて自分が持っているチェロだが、習い始めてまだ

右も左も判らないときに買った。ドイツに出張した際、
ある楽器店をみつけ、30台位ならんだチェロの中から
自分一人で選んでしまった。ここは先生に判断しても
らうのが良かったと思ったが、先生までドイツにお連
れすることは無理。その後、他人のチェロを手にして、
自分のチェロの音より心地良いと思うことがある。
ゴルフ道具でも買い替えることがある。チェロはそ

うそう買えない。しかし他人のチェロの音は、自分が
弾いてもうっとりする。そうなると自分のチェロをま
まこ扱いの目で見るようになる。現在はそんな状態で
手をつけていない。実は勤務にしばられ忙しいからで
もある。でも心に余裕が少しでもあると、部屋の隅か
ら引っぱり出してそんなまま子でも弾いてみる。やは
りチェロの音色はいい。そこで気分は良くなる。本質
的にはチェロであるから。
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会場にて（チェロ仲間と）

これは2002年1月23日SSISの
年次総会に続く“半導体「企
業像」の変容”と題する特別
講演で展開された特徴的な2つ
の議論を聞いての私の意見で
ある。その2つの講演とは下の
通りである。
「再編問題を超えて」
井上弘基氏（財）機械振興協会
経済研究所
「転換期の半導体産業－空洞化をどう乗り越えるか－」
池島寛氏　セイコーエプソン㈱
前者は水平分業も前提とした業界再編と関連する業務改
革論であり、後者が統合の利点を踏まえた改革論である。
1．はじめに
日本半導体産業の国際的地位の低落とアジア半導体
の勃興、中でも昨年来注目を浴びている中国の今後の
発展が、安い土地代、労働賃金と材料費、低い税金な
どに支えられて、日本の半導体の主生産部分を奪って

しまうのではないかという危機感が昨年来国内に充満
した。日本半導体の復権を図るために、日本半導体産
業のこれ以上の衰退をとめるためにどうすべきかとい
う議論のことである。
従来の横並び百貨店的半導体大企業群はやり方を変

えなければならないのではないか、業界の再編が必要
ではないかなどの議論が起こった。メモリーについて
はすでに大きな変化が起こった。メモリー大手のメモ
リー事業からの撤退とエルピーダメモリーの誕生など
である。またトレセンテイやUMCジャパンなどのファ
ウンドリーメーカーの誕生と発展も新しい変化である。
それでもまだ進むべき方向は混沌の中にあるように思
われる。
今回の講演はそういう背景の中で語られたものであ

り、重要な示唆に富んでいると考えられる。以下私の
解釈と業界再編についての意見を述べたい。再編を超
えての改革については触れていない。
2．水平分業による再編論批判
井上弘基氏は半導体産業発展と共に水平分業が進展

すると考えているようである。装置産業が半導体デバ
イスメーカーから分かれて出来たし、その以前ではシ
リコン結晶専門メーカーが出来た。フォトマスクも同
じである。設計についても専門の設計会社や設計ツー
ルや設計ソフトの供給会社が発展を続けている。また
先端デザインルールのデバイスをもとにした設計の共
通化も時代の流れである。パッケージについてもその
傾向は台湾、中国などでは顕著である。この水平分業
化発展の歴史は事実である。この水平分業の発展の中

読者の広場
半導体産業の水平分業による再編論と

システムと半導体設計、
プロセスの統合化重視論

（SSISの2002年1月の特別講演によせて）

川名喜之会員

川名喜之氏



で、日本が力を発揮できる方式は何かと考えたのが井
上氏の考察であろうかと考える。それには設計会社、
製造／プロセス会社がICの外販グループ毎にアライア
ンスを組み、或いは合弁して設計開発、製造を進めよ
うという考えである（IDM合弁）。また、設計について
のみアライアンス、または合弁し、製造は第3社に委託
するという道もあると述べた（アプリ設計合弁＋第3者
混合ファウンドリー）。
しかし、井上氏はこの2つの方式でお客がたくさん確
保できるかと自問し、機会をみてデバイス別、カテゴ
リー別の分社化が必要かと考察している。以下は私の
意見である。
（1）半導体水平分業論、半導体／印刷産業同一論
水平分業論は半導体産業と印刷産業の類似、同一性
などの議論と同じく、半導体LSIの設計と製造を分離し、
アプリケーションがあれば設計から製造に機械的に仕
事が移っていくと考えているように見受けられる。
実際にはシステムの開発者は自分の或いは自社のシ
ステムを新しいLSIで実現して、他社に先駆けて競争力
のあるシステムすなはち製品を作ろうと考えるもので
あると思う。企業連合軍で一斉に同じLSIを開発し、こ
れを生産し、自社のシステムに供給する事も過去に例
はあるが、それはすべてではない。
優れたシステムLSIはその会社のエンジニアの優れた
システム設計とその下の優れた回路とデバイスの組み
合わせにおいて、これを最も経済的に実現することに
懸かるのではないだろうか。しかもそういうシステム
の開発は時にversion改訂も含めて長期に及び、システ
ム設計者と半導体設計者のデバイス／プロセスを媒介
した緊密な開発活動によって実現してきたと思うし、
今後もますますそうであろうと考えられる。デバイ
ス／プロセスは複雑になり、さまざまな選択肢、混合
が求められると思うからである。やはり、システム設
計とデバイス／プロセスを媒介としたLSI設計の統合的
協力体制を強化する事こそが求められなければならな
いのではないだろうか。
従来から半導体デバイス発展の本質はそこにあった
し、ISSCCなどは本来そういう独創的な技術の発展を
促してきたと思うのである。半導体は印刷産業の後を
追って同様に分業によって発展するという、形は正し
いが少し本質を見失った議論が前提では、やはり本質
をそれた結論しか出て来ないのではないだろうか。本
質はシステム開発とそのLSI開発の強い結合がエレクト
ロニクスすなはち半導体エレクトロニクス発展の原動
力であると言う事であると思う。
（2）水平分業の発展と再編論
半導体製造装置産業が半導体デバイス産業から分か

れ、その前に半導体結晶産業が出来、またフォトマス
ク産業や半導体LSI設計の関連する各種企業、すなはち
LSI設計会社、LSI設計ツールやソフトの提供会社など
がデバイスメーカーから分かれて出てきた事は歴史の
事実であり、これによって半導体産業がさらに発展す
ることが出来た事も間違いない。この水平分業がさら
に進み、設計と製造／プロセスが分離することもあり
得ると思われるが、それが日本のLSI産業を強化する道
につながるとは思えない。すでに台湾、中国などのよ
うな国ではその分化が進んでいるところもあるが、そ
れはシステムとの密接なつながりが持てないことのし
からしむるところであろうと推察する。これは返って
LSI開発の弱さを表現し、半導体の下請け的側面を強調
していると捉えるべきである。
池島氏が講演で、

・「システムLSI」開発のキーポイントは「ハードとソ
フトのせめぎ合いを最適化する」ところにある。
・「ASSP」開発のキーポイントは「IC設計と素子とプ
ロセスの分担を最適化する」ところにある。
と述べたのは半導体開発製造を担当してきたものの言
葉として共感できるところである。
日本半導体の強化の道はこの点、すなはちシステム

側とLSI側の強固な持続的な協力関係を構築する事に懸
かっていると言わなければならない。水平分業論でシ
ステム側と半導体側が分離され、この点が弱体化され、
あるいは関係する両者のエンジニアの共通する使命感
が薄れるような改革は無意味である。システム側は自
分のシステムが独自性と競争力を持つために頑張って
開発するのであり、この競争原理が優れたLSIを生み出
す源泉である。優勝劣敗の歴史の中でこそ、すぐれた
システムとLSIが生まれ、淘汰が行なわれ、または分化
が進むのではないか。この議論はそれ以外の水平分業
を否定するものでは勿論ない。
今日本の半導体はディジタル家電の開花期とブロー

ドバンドネットワークの時代を前にして、大きなチャ
ンスに直面している。半導体の歴史が示すように半導
体デバイス側とシステム側との協力により、そのチャ
ンスをものにすべきであり、単なる形の上の水平分業
論とそれに基づく再編論はそのために有害でしかない
であろう。
（3）アライアンス、合弁論
今はアライアンス、合弁の時代であるというのは正

しいかもしれない。半導体の競争力強化のためにアラ
イアンス、合弁を進めるというのは現実的にそうしな
ければならないという必然性が生じて行なうべきもの
であろう。一般的には池島氏が言われるように、経営
者の自己責任において経営基盤の強化を図る為に独自
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の戦略と競争原理において頑張るべきものであろう。
そういう社風のもとでこそ優れたシステムの構想とそ
れを実現する半導体技術者の協力によって、それにふ
さわしい製品、LSIが生まれるのではないだろうか。ア
ライアンスがそのために有用である場合もあるだろう
から一概には言えないとしても、安易にアライアンス、
合弁で形を整えるために企業再編を進めるべきだとす
るのは若干問題があるのではないか。それはシステム
と半導体を結ぶ一番大切な両者の強い協力関係を弱め
る事に繋がる可能性が大だからである。こういう時代
だからこそ各社の独自路線、独自戦略の策定が必要で
あり、それに基づく社内のシステムと半導体を結ぶ結
合を強化する事が成功への道になり得るのではないだ
ろうか。それが日本全体の半導体産業を強化する道に
繋がると考えられる。
今までの日本半導体はみな百貨店的に同じジャンル
を同じように進めてきた。再編で同様なグループがた
くさん出来ても仕様がない。大企業から小企業まで独
自路線で勝てる道を探すべきである。その下での激し
い競争こそ大切である。その上でさらにアライアンス、
合弁が必要になれば、その時に積極的にそれを進めれ
ば良いと考える。企業再編で規模を大きくすれば競争
力が増すという半導体／銀行同一論は半導体開発が用
途開発に基づいているという基本を考えない見当はず
れのアイデアと思うのである。巨大でなくても優れた
業績をあげているローム、エプソン、ソニー、シャー
プ、三洋等があるではないか。大企業が戦略の間違い
によって崩壊するならそれもやむを得ない。本質を無
視した統合によって巨大化し、崩壊を早めるよりはま
だましである。弱いもの同士が統合し、崩壊に向かい
つつあるHynixを見習う必要があるのではないかと思わ
れる。
日本の半導体大企業は今までの歴史の中で、優れた
伝統を築いてきていると思うのである。その中から優
れた独自戦略が生み出せるはずである。そういう観点
からの再生をかけた抜本的改革こそが望まれているよ
うに思われる。その戦略こそが大切であって、合併に
よって大きくなる事が生き残る唯一の道ではないので
はないか。
ただメモリーについては別途考えるべきであろう。
韓国勢やMicronなどはSamsungを除いて、必ずしも強
力な応用勢力をバックに持っていない。これはデバイ
スの特性による。その分野は上記の議論とは若干異な
り、別途検討すべきであると思われる。
（4）半導体産業の将来と日本
今日本の半導体産業は惨憺たる状況である。需要が
少なく、価格が低迷し、稼働率が下がり、赤字が続く

企業が並ぶ。生産ラインの休止発表が相次ぎ、半導体
産業の明るい将来はないと思われているのではないか
と懸念される。しかし、それが根本的に間違っている
というのは少し考えれば分かる事である。
まず、コンピュータの発展と大衆的利用はさまざま

な応用を生み出し、その要望に基づく性能の発展が一
層の利用の拡大をもたらす事は誰の目にも明らかであ
る。さらに議論を進めるまでもなく、中国を始めとす
る巨大な市場が半導体の供給を望んでいる。半導体の
発展は今後も続いていくのは疑いのないところである。
日本は今まで生産技術において世界を制覇した経験

をもっている。しかし、今後は生産の効率化と応用開
発がその勝敗を決める時代であると思われる。今まで
日本は垂直統合で動きが鈍く、不利であったといわれ
たかもしれないが、今後はそれが一つの大きな大きな
利点になる事を理解すべきである。それを自ら破壊す
ることは日本の将来を誤ることに繋がるのではないだ
ろうか。

（2月5日 受理）

LSIを製造するとき、ウエー
ハは円形でチップは長方形な
ので、ウエーハの端にかかっ
たチップは無効になる。ある
半径のウエーハから有効なチ
ップはいくつ取れるかを計算
してみた。これは7年程前の成
果であるが、それ以前も以後
も発表されたのを見ていない
ので、一度活字にしておこう
と思った次第である。
図のように半径Rの真円のウエーハからA×Bの長方
形チップを作ることを考える。図のようにA×Bの格子
と円が重なっているとする。円の中心に一番近い格子
点を原点にとって、X軸とY軸を決める。
有効なチップは長方形の四つの頂点がすべて円の内

側にあるので、すべての有効チップをその外側の（原
点に一番遠い）格子点と1対1に対応させる。
するとX軸およびY軸上の格子点だけが対応するチッ

プをもたないことがわかる。
したがって有効なチップの数は

（円内にあるすべての格子点の数）
－（X軸およびY軸の上にある格子点の数）

となる。ここまでは数学的にいって厳密に正しい。
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今年の桜は3月の内に満開を迎え、入学式にはもう花
が終わってしまいました。桜のみならず、梅や桃や木
蓮や藤といった他の花も昨年より早めに咲き出してい
ます。花のみならず、鳥や虫もいつもよりずっと早く
姿を見せています。

5月の気温はもう真夏を思わせる日もあり、この夏は
どれ程の暑さがやってくるのかと、心配になります。
アンコール5月号なんとか完成しましたので、お届け

します。アンコールは今年から協会機関誌としての報
道性を向上させようとの事となり、3月号は総会特集号
としてお送りしましたが、5月号は通常の編成に戻って
います。編集委員会では以前から、会員の皆様の投稿
を是非増やしたいと考えていましたが、5月号では2件
の投稿を掲載することが出来ました。皆様のアンコー
ルに対する関心が高まってきたおかげと感謝しており
ます。また、これからも是非会員皆様に投稿して頂き
たいと願っていますので、ぜひ宜しくお願い致します。
アンコールでは、これまでは「ハーブの香り」と「私
の趣味」という随筆欄を2件設けておりましたが、今回
からはこれを「ハーブの香り」に一本化した上で、テー
マを限定せず、会員の皆様が普段から考えて頂いてい

ることを自由に紹介していただくことと致しました。
いつもの事ながら、編集担当月が近づくに連れ、きち

んと自分の責任が果たせるかと、心配が深まり、夜中に
目が覚めて眠れなくなったこともありました。毎月の編
集委員会で委員の皆様から色々と貴重な意見を伺ってな
んとか編集方針が固まると、やっと安心して普段に生活
のペースに戻りますが、どうもその前後はアンコールな
らぬアルコールの摂取量が増える気がします。
先日、箱根湯本の近くにある、神奈川県立生命の

星・地球博物館に行った所、身の丈3メートルにも上る
アラスカブラウンベアの超大物の剥製が展示してあり
ました。半導体関連業界の方が丁度10年前にアラスカ
で仕留めたものだそうです。
半導体業界にも少し明るさが戻ってきました。それ

に伴い、シリコン業界や装置業界も景気が上向いてき
た様です。ぜひこの傾向が長続きし、協会員の方がハ
ンティングのみならず、フィッシングやら、ゴルフや
らと人生をエンジョイ出来る時節がまた巡ってきて欲
しいものです。

つぎにAおよびBがRより十分小さいとして、有効チ
ップ数の近似式を求めよう。
円内にあるすべての格子点の数は円の面積πR2をチッ
プの面積ABで割った値で近似され、X軸上（Y軸上）
の格子点の数は円の直径2RをA（B）で割った値で近似
される。したがって有効なチップ数は

で近似できる。厳密にいうと原点を二度引いたことに
なるがこれは無視できる。
チップが正方形、すなわちA＝Bのときはウエーハ全
面積のうち
（4/π）·（A/R）
の割合で無駄になる。これは
A/R＝1/10

ならば12.7％になる。

この式を使えば次のようなことが簡単にわかる。
・同じ面積の長方形のチップなら正方形に近いほうが
沢山取れる。
・200mm径のウエーハで20mm×20mmのチップを作れ
ば25％ほどの無駄がでるが、300mm径のウエーハな
らこれが17％に減る。

π π
π

R
AB

R
A

R
B

R
AB

(A B)
R

2 22 2 1
2− − = − ⋅ +
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