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（1）ルーキー2年目のジンクスという言葉があるが、第1

回目の昨年はビギナーズラックか、予想以上の出席
者を得て内容もおおむね好評であった。
今年の方が企画の段階から緊張し、終了したらど
っと老いの身に疲れがたまった。大不況下の大阪で、
それも有料で行う、当日朝会場が満杯になった時は
心からホッとした。

出席者を分析すると、関東・九州・四国等、地元
外からが35％である。更に地元の出席者を開拓する
必要がある。御一名を除き、全員企業・団体に所属
し、半導体に関与している社長・役員・現役幹部並
びに準現役であった。大変嬉しい結果である。身内
の人が集まってひたすら盛り上がっているのではな
いことが立証された。

（2）皆景気の動向に関心が高い。半導体産業とてマクロ
経済の傘の下にある。単独で分析しても意味がない。
世界経済の中での位置付け、相関関係をベースに論
じることである。今年は、ゴールドマンサックスの
堀江氏を中心に、ウェストLB証券の南川氏の参加
を得て、半導体という部品の需要側の動向を充分分
析予測していただいた。
これに実感・実体験のある方々の参加を得て、各
種のウィンドウ（窓）から見た意見で面白くディベ
ートできた。要は景気回復の腰が重くふらついてい
る。来年度にかけて、急速な上昇は期待できない。

（3）川西会長は歯切れよく、日本でしかできないICを製
造し、中国をファンダリーとして活用することだと
提言された。きわめて説得力のある回復の処方箋を
提示された。
牧本顧問には2年続いてお願いしたが、日本の実
態を反映して、昨年から1年弱経ったが確固たる前
進があまり見られなかった点を全体のトーンの中で
示しておられた。
“日はまた昇るか”いやまだ昇っていない、とい
うことではないか。

（4）外国人3人の方の座談会だが、さすがに優秀な方々
で、見事に日本人の良さを突いてくれた。品質管理
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川西　最初に予稿から少し離れて、21世紀のIT産業に
少し触れておきたいと思います。これからの時代が
どう変わるかをまず把握すべきだろうと思いました
ので。

21世紀にIT産業

・デジタル技術の時代、マルチメディアが花開く。
・パーソナルユースの時代、ネットワークが進む。
・システムソリューションの時代、お客は総合サービ
スを求める。

21世紀のIT

・新たなITは人に優しい未来を築く、「いつでも、どこ
でも、誰とでも」を自然に実現する。
・新たなるIT革命の10年とは、1990～2000年は熱狂の

10年間、2000～2010年は空気のようにITネットによ
る拡散する10年間である。

21世紀の半導体のトピック

・ウインテルから新コンセプトのマイコンへ
・DRAMからノン・ボラタイル・メモリーへ
・主要プロセス：300ミリウエハー、配線材料、高密度
実装へ　

21世紀の技術、製造

・投資金額の巨大化と世界中の同期化で損益振幅の拡大
・微細加工の壁が立ちふさがる。リソグラフィコスト
の高騰、微細化トランジスタのゲートリーク、配線
遅延顕在化
・マーケットの変化に伴う製造方式の転換
大ロット2～3年ライフのPCから小ロット数ケ月ライフ

のセルラーへ、工場は量産、効率追及からQTATへ。
日本に有利なIT産業
・ITインフラ
・優れたインターネットアプライアンス
・豊富でファインなコンテンツ
・ITを支える部品産業
日本に再びチャンスが巡ってきました。日本主導の

マーケット、日本得意のアプライアンス、日本の優れ
た電子部品。こういうパラダイムシフトに乗り遅れて
はいけません。
21世紀の新興国中国
中国を抜きにして今後の半導体は語れません。

・巨大なマーケット、良質なマンパワー
・2010年には世界需要の13％に達する。
・中国市場への入り方――中国にあるファンダリーで
作る半導体は中国向けに。
VAT（付加価値税）の低減
ローカルコンテンツのアドバンテージのメリット
顧客が隣接しているメリット

・中国製半導体は現状の0.18µクラス。
コストは台湾より5～10％安い。
品質、歩留まりは台湾と同等以上。

・中国はWTOに加盟、2008年に北京オリンピック
当面、国際問題、政治問題は安定している。

日本半導体産業へのメッセージ
世の識者のメッセージをご紹介します。

・リチャード・チャンさん：日本のプロセス技術、製
品力、顧客対応等は卓越しています。また、21世紀
のIT時代を迎え、絶好の機会に恵まれています。「日
本に必要なのは何か」という問いに対しては、「スピ
ードと柔軟性」。
・日本TIの生駒さん：企業競争力の原点はコアコンピ

に熱心な日本人は、日本人の持つ潜在的にいつも持
っている“不安感”をベースにしているとの分析は、
はっとさせられた。再度見直してみると、大変に深
い見識に基づいた議論であった。しかし皆、少し日
本人化しておられて、相手の立場・日本人の立場に
配慮しておられたように思う。
次は中国人の方々に来ていただきたい。楽しみで
ある。

（5）中国問題については皆関心が高く、ホットなディ
スカッションになった。
資本主義経済の中で企業活動をする以上、製造大
国である中国・消費大国になりつつある中国に対
し、日本の企業が戦略と、持てる体力の中で、中国
経済の中にビルト・インしていくことは、止めるこ

とはできない。
日本が外資からみて魅力あるマーケットに再生し
ていくには、民の力とともに政治家・官僚のオジサ
ンの方の頭が、過去を捨ててクリーンアップされる
必要があるとつくづく思うのは私一人だけではない
であろう。

（6）牧本顧問はじめパネラーの方々からの積極的なご
支援、SEMIはじめセミコンダクタポータルの方々
のご協力、ならびに川西会長はじめ関西実行委員の
方々、運営委員の方々の集客宣伝のご努力に心から
感謝の意を表したい。
最後に牧本顧問には“がんばれ日本半導体”を作詞

いただき、即席の替え歌での合唱団に快く参加いただ
いた方々に、心から御礼を申し上げる。
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テンスである。他社と差別化できる製品力、ソフト、
マーケット力等々。世界の優良会社は、日本を含め
て、これを持っている。
・ICインサイトのビル・マックレンさん：シェアを下
げたのは、タイムリーな投資をしなかったことと、
製品がブロード過ぎたことではないか。
一方、3日ほど前の日経のインタビューで、「STが
なぜ成功したのか」の問いに、STは「ブロードな製
品を持っているからだ」と答えていた。この辺は、
少し研究の余地があるように思われる。
・台湾の半導体メーカーのトップ：製造会社にとって、
もっと重要なことは、明確な構想に基づく、優れた
製品を持つことである。これは極めて言い得て妙で
した。シャープとかキヤノンとかソニーは、ちゃん
とデザイアに基づいた、いいコンセプトの製品を世
の中に出して競争しています。名前を言うのをはば
かりますが、そうでないクラシックな会社は何か間
違えてしまって、ほかのことをやっている。
・アプライドマテリアルのモリガンさん：日本には立
派なタレントが一杯いるけれども、活躍の場がない。
たくさんのお金があるのだけれども、死んでいる。
これでは変化の多い時代には適応できない。
我が国半導体産業復活の処方箋
世界の識者のコメントから導き出した七つのキーワ
ードです。
1．日本発のマーケットを確実にとらえる

日本にビッグチャンスが来たわけですから、そのマ
ーケットをとらえる。そばにあるものを何でとらえな
いのか。先週、実は台湾に行っておりました。台湾の
メーカーは、まさにこれを狙っています。TSMCも日
本のデジタルコンシューマーにどうやって入ろうかと
一生懸命やっています。もっと近くにある日本のメー
カーは、ぼやぼやしていてはいけないということです。

2．他社と差別化できるコアコンピテンスを持つ

自社固有の製品を育て、市場に向けて明確に発信す
る。製造会社で、例えば会社の名前を言った途端に、
「あの会社は、こういう製品だ」というイメージがわか
ないような会社は、僕は落第だと思うのです。
3．経営、対顧客、開発、製造等すべてスピード重視

日本人は効率追求に極めて熱心ですけれども、効率
よりももっと大事なことがある。それはスピードです。
台湾に行って、つくづくそれを学びました。台湾は、
仮に歩留り50以下でも「売ってしまえ。作れ」と。
4．アウトソーシング

もっと進めなければいけないのではないかと思うの
です。何でも自分でやるという時代は、もう過ぎてい
るのではないかと思います。
5．人材のフレキシビリティー

アプライドマテリアルの役員会で私は40年間、東芝
に勤めておりました」と言ったら、だれもほめてくれ
ないで、「川西さん、40年間どこからも声がかからなか
ったのですか」と、むしろ冷笑された。「そういえば、
そうだな」と。10年単位でいろいろな会社を経験する
のと、どちらの人生がリッチかというのを日本人も少
し考えていいのではないかと思います。
6．合従連衡

ウインウインであることです。合従連衡は掛け算で
す。0.7掛ける0.7は0.5です。だから、1以上の所がやら
なければ。合従連衡なんてやらないほうがいい。けれ
ども、やらざるを得ないということです。
7．エクイティーファイナンス

市場に目を向けよ。

さて、このシンポジウムはシニア協会の主催です。
ちょっと説教染みて恐縮ですけれども、「シニアライフ
3カ条」というのをご披露したいと思います。
第1条　過去の経歴、経験、知識にしがみついた評論で

なく、新しい時代に適応したチャレンジ、提言、
そして実践をすべきこと　

第2条　生涯学習、生涯前進の姿勢を貫くこと
第3条　シニアライフは奉仕の時である。今まで社会、

職場、家庭から得た多くのことに感謝の気持を
持って、余生、余力をお返しすること

「シニアライフは人生の終楽章ではなくて第3楽章で
ある。」ぜひ一緒に進みたいと思います。どうもありが
とうございました。（拍手）
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森山　今回は、極めて日本語が上手な米国籍の方、3人
をお呼びして、日本人のいいところを見つけてもら
い、少し励まして頂こうと企画いたしました。
リチャード・ダイクさんは、小渕内閣の時に政府
から表彰まで受けた、日本では著名な方です。日本
にお越しになって、どんなカルチャーショックを受
けたか、そのあたりからお伺いたいと思います。
ダイク　私が日本に最初に来たのは昭和40年、オリン
ピックの翌年です。人生の半分は日本で費やしてい
ます。一番のショックは、一言で言うと、日本人が
常に不安を持っていること、その不安がエネルギー
の一つの源泉になっているように見えたことです。
一時期は自信過剰でしたが、今やっとまた、日本人
らしくなってきたと感じます。（笑い）
森山　それでは、梨本社長が努力して、わざわざこの
ために日本までお越しいただきましたローパーさん。
ローパー　初めて日本に来たのは1982年の冬でした。
一番ショックを受けた点といえば、その頃は、ハリ
ウッドのイメージが強くて、日本人は本当のアメリ
カ人をよく理解していないのではと思ったことです。
ルック　約50年前、昭和27年に初めて日本に来ました。
子供心にショックだったことは、朝、皆さんが自分
の門の外を一生懸命掃除していることでした。そし
て、自分の門だけではなく、隣や道の向こう側まで
掃除するのを見てびっくりしました。アメリカ人は
「外は関係ない」という感覚でしたから。もう一つ、
ショックだったのは、外国人が珍しかった頃で、自
分は動物園に入っているようでした。社会人になっ
てからは、日本の社会、日本の会社が品質を追求す
るときの態度にショックを受けました。
品質管理に対する日本人の発想
ダイク　品質の問題ですけれども、それは私が先程話
した「不安」とつながっているのではないでしょう
か。日本人は悪、危険と障害を避けようとします。
われわれアメリカ人が日本から教わった日本的な品
質管理は、どうやってものを良くするかということ

ではなくて、悪さ加減をど
うやって少なくするかとい
う発想です。ソニーの井深
さんの「不良品は宝の山」
論議は非常に日本的な発想
です。アメリカ人は、逆に、
歩留まりが低いと、どうや
ってマーケティングして、
高いプライスを付けて金も
うけしようかと。（笑い）
森山　品質には日本人の不安とか、守りの姿勢が根底
にあるという指摘ですか。大変ショックです。
ダイク　お客さんに悪いものを絶対に提供しないとい
う発想だと思います。
森山　社会とかお客さんからの攻撃で自分が受けるダ
メージを小さくするための守りの姿勢だと言いたい
わけですね。
ダイク　守りの姿勢の一つ、建設的な守りの姿勢です。
（笑い）
森山 「建設的な」が付くところは、ダイクさんもだ
いぶ日本人化している。（笑い）
今までのところで会場から何かございませんか。
ここで一遍区切って、次の話に移りたいと思います。
木全（東洋物産）中国製品の信頼性をどう評価されま
すか。
ダイク　これが答えになるかどうか分からないのです
けれども、最近、中国のプリント基板メーカーから
基板を購入しています。メーカーの評価には、まず、
日本とどのくらい取引があるかを見ます。中国プラ
イスで、日本と取引があるものだったら、安心しで
購入できます。（笑い）
ところで、性能と関係なく、例えばシルクスクリ
ーンされている字に少し乱れがある場合、アメリカ
ですと合格で、日本ですと不合格です。過剰品質か
どうかの議論になりますけれども、そこまで気を使
っているメーカーならば、中身も気を使っていると
いう一つの判断ポイントになります。そういう日本
的な品質管理とか管理基準は、韓国や中国などに伝
わっていると思います。
日本のプラスポイント
ルック　私は約27年間一つの日本の会社に勤めていま
す。その経験を通して、私個人のコメントをしたい
と思います。いい会社、企業を見ますと、やはり価
値観も含めて企業文化がはっきりしていることが見
えてきます。今のダイクさんのコメントにちょっと
関係しますが、会社の企業文化で品質を大事にして
いるのならば、私としては、品質の高いことの表示

4

座談会

日本ビジネスマンの
素晴らしく良いところはどこか
ティーシーエスジャパン㈱代表取締役

Richard Dyck 氏（SSIS会員）

㈱ディスコ理事・海外戦略担当部長
Archie M. Look 氏

アシストテクノロジー社マーケッティング部長
Trey Roper 氏

司　会　森山武克委員

Richard Dyck 氏



に「見かけ」も含まれていい
と思います。先程の「門の
外をきれいにする」ことと
一脈通じるかも知れません。
人事的なことでは、日本
では人を雇うときに、その
人の良さ、可能性を評価し
て雇う。そしてジョブロー
テーションで個人の能力を
100％近く引っ張りだそうと
する。
品質の追求について、これは私の自身の経験です。
約30年前まだ年間売上げ7億円ぐらいのとき、海外進
出することになりました。「お客の生の声を聞きたい」
ということで、商社を使わないで、非常に小さいな
がらも自分たちの事務所を作ることができた。これ
もわれわれの企業文化の一つだと思います。
コミュニケーションでは、フェース・ツー・フェ
ースで話を確認する。アフターファイブのネットワ
ーキングだけでなく、大部屋でみんなが一緒になっ
て仕事をしてるので、隣で何をやっているかが聞こ
えきます。それに参加してネットワーキングができ
る。これは非常にいいことだと思います。
森山　どうします。お二方にもいい面のお話しだけを
してもらえませんか。
ローパー　ビジネスから見ると、ルックさんがおっし
ゃったのと同じです。繰り返しですけれども、日本
の会社はまず品質を考えたうえで、会社のカルチャ
ーとか方針を作る。インテルがつい最近SQA、スー
パー・クオリティー・アウォードを25社に出しまし
て、12社が日本の会社でした。
チームワークを組んで会社を経営することは非常
にいいことだと思います。アメリカの会社は社員を
よくターンアウトします。カルチャーを作ることは
非常に難しいです。アメリカでも成功している会社
は、そういうカルチャーとかポリシーがあります。
ダイク　私は今、中国と日本を行ったり来たりしてい
ます。中国から日本に戻ってくると、何か精神的に
落ち着くのです。社会秩序から見ると、日本は非常
にできている。日本の貴重な財産です。
もう一つ、日本人はよく「日本は閉鎖的だ」とか

「島国根性」などとおっしゃるけれども、逆に言えば、
日本ほど国際感覚の敏感な国はないかもしれません。
日本は「過剰」と言ってもいいほど敏感です。でも、
これはいい点だと思うのです。
森山　やはりさっきの不安から来ているのですか。（笑い）
ルック　そういうことではないと思います。世界と取

引するのでしたら、やはり世界のことをよく知らな
いといけない。外国のいいものを取り入れて、それ
以上にいいものを作るというのは、日本の素晴らし
いところだと思います。新聞記事によれば、今フラ
ンスパンが一番おいしいのは日本だそうです。（笑い）
デミング賞もご存じの通りです。これは品質を追求
することにも結び付くと思うのです。日本のユニー
クなところだと思います。
ところで、英語に対しては、あんまり過敏になら
ないようにしたほうがいいと思います。良くも悪く
も、この業界の用語は英語だと思うのです。日本の
方は文法にこだわり過ぎて、皆さんしゃべれるけれ
ども、しゃべらない。アフターファイブでは、皆さ
ん見事に英語がしゃべれるようになります。（笑い）
その気持ちを1日じゅう生かしてやったほうがいいと
思います。
森山　ダイクさん、今のはマイナス面というか、ネガ
ティブ面を論じているのですが、追加なりコメント
があったら。
日本人のマイナスポイント
ダイク　日本人は自分の所をユニークだと考えている
ということです。これは私が先程言った国際感覚の
半面です。「日本人は海外を理解できるけれども、外
人は日本を理解できない」という変な感覚があるの
です。でも、今のグローバルの時代ですと、日本も
正しく理解されるのが非常に大事だということです。
日本はユニークで、日本人しか理解できないという
ことは、もう通らない。劣等感の半面で、日本人は
優越感もあるのです（笑い）。
日本のシステムのどこに短所があるかということ
です。教育の中で問題があるとすれば、私は高等教
育だと思います。戦後、特に所得倍増の時代になっ
て、日本の大学教育がマスプロ化した。世界のほか
の先進国と比べて、日本の高等教育は研究などの面
で、いまだにナンバーツーの国並みになっていない。
これが問題だと思うのです。
ローパー　日本の会社の嫌いな点として、アメリカの
社員全員が「ミーティング・会議が長すぎる、目的
が分からない」の1点を繰り返します。（笑い）日本
では、コンセンサスを取るのに、こういうミーティ
ングをしなければならないと考える人もいますが、
日本の文化を知らないアメリカ人には理解できない。
森山　分かりました。せっかくだから、ここで会場か
ら、今のお話に対して追加意見とか質問を受けたい
と思います。
木全　先程の「信頼感が欠如している社会」では、経
済の発展に影響がでると思いますが。
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ソニーの牧本でございます。今、森山さんからお話
がありましたように、実は去年と同じタイトルです。
今日のパートIIは去年の話から1年たっているわけで
す。その間に、本当に日が昇るようなかたちの動きに
つながっているのかどうかを中心に、お話し申し上げ

たいと思っております。ちな
みに、去年来られた方ちょっ
と手を挙げてみてくれますか。
大体半数近いですね。

1．半導体不況の傷跡
総合電機5社の平成13年度業

績をトータル的に言いますと、
営業利益がマイナス4,900億、
半導体損益がマイナス5,000億
です。要する会社全体の営業損益がほとんど半導体の

ダイク　中国で仕事をやる場
合、まず、だれを信用でき
るかということから始まり
ます。商売をやるのだった
ら、中国人でもできるだけ
親戚同士でやる。それでは
限られているから、親戚か
ら紹介された人と取引をや
っている。
もう一つ、中国の場合に
どうしてもどこかで障害になるのが官僚です。共産
主義だから官僚が障害になっているということでは
ありません。中国の官僚には何千年の歴史がある。
日本の官僚もかなわないと思います。（笑い）
森山　いささかの信頼感の欠如はパーソナルなコネク
ションでカバーしている。しかしながら急速発展の
阻害要因であるということですね。
ダイク　中国を恐れることは何もない。でも、これか
らわれわれが中国と共に歩むのは事実です（笑い）。
松本　「こうしたらいいな」という点をもう少しはっ
きり、クリアカットに言ってください。（笑い）
ローパー　ミーティングは一つの例ですが、日本人が
あいまいなのは文化の一部ですから、日本人の間で
はそれでいいですけれども、アメリカ人に対してで
きるだけあいまいを抑えて、もっとはっきり言った
ほうがいいです。アメリカ人は素直に言われるのが
一番安心するのです。
ダイク　そのほうがいいです。一つ言わせてもらえば、
日本人は受け身的です。だから、何かが出てくると
反応する。それで、ビジョンを作るのがあまりうま
くない。日本に欠けるところがあるとすれば、ビジ
ョンがないことです。
ルック　外圧だと思います。日本の政府を含めて、日

本の企業も日本人も外圧に弱い。例えば会社の中で
何か変えたいときには、それをお客様に言ってもら
う。会社も個人も、自分の意見としてちゃんと言え
るようにすることです。
森山　ありがとうございました。3人にも若干の段差が
ありますね。ローパーさんとかルックさんは「クリ
アにポイントアウトして言えよ」とおっしゃってい
る。だけど、ダイクさんは「そこまで言われると、
日本人の友達も嫌いになる場合がある」。（笑い）
溝上　日本人の欠点で、一つだけお触れにならなかっ
た項目に「日本人の論理性の欠如」がございます。
日本人同士で議論していると、話が流れないから、
話を完結させるのに大変苦労します。
森山　溝上さんは、ケーエルテンコールと言う外資系
の会社の社長・会長をやっておられたから、その辺
は一番厳しいでしょうけれども、あえて抜かれたの
か、気が付かなかったのか、どうですか。
ダイク　私は、こう思うのです。日本人が伝統的に論
理的な民族ではないからこそ、日本のTQCは論理的
になっているのです。日本に来まして、われわれが、
少なくとも私が一つ教わったのは、世界は論理的な
世界だけではなくて、感情の世界も大事だというこ
とです。人間の感情とか直感は大事です。（笑い）。
ローパー　バランスが取れていないと駄目だと思いま
す。一つの例を挙げると、クレーム対策では感情が
必要、論理だけでは干からびる。
ルック　人間はロボットではないので、論理だけでは
仕事ができないし、生きることはできない。やはり
ハートがないといけない。
森山　こんなところで終わりたいと思います。本日は
お三方に大変ご無理を言ってご出場いただきました。
拍手で感謝の意を表していただきたいと思います。
（拍手）
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損益ということです。それに伴いまして、トータルで7

万2千名の非常に大きな人員削減をいたしました。私も
半導体を40年以上やってきたわけですが、本当に史上
最悪の決算になるのではないかと思います。

2．立ち上がる半導体再建プロジェクト
2.1 産官学連携
半導体再建のために産官学をあげてのプロジェクト
が活動を開始している。図1がその概要です。つくばに
次世代半導体研究センターのクリーンルームが完成し、
あすか（図2）、MIRAI（図3）、HALCA（図3）の3プロ
ジェクトが本格的に立ち上がりつつあります。もう一
つ、半導体共同出資会社が6月に設立予定です。図4は
その概要です。
2.2 九州シリコンクラスター構想
ご承知のように、九州は「シリコンアイランド」と
言われております。半導体関連で、90年で230社あった
のですが、99年で437社ということで、大変に半導体が
活発化している所です。それだけに特に去年、大きな
落ち込みをいたしました。何かしなければということ
で、特に去年辺りから、各県あるいは市でかなり大き

な活性化運動がスタートしているわけです。
たとえば、福岡県のシリコンシーベルト構想（図5）、
北九州市のSoC設計センター（図6）、あるいは熊本県
ではシリコンフォーレスト構想、鹿児島県では電子デ
バイス・フロンティア構想等々です。
ソニーの場合は、生産・製造についてはすべて九州

に今結集をしております。「われわれは九州で世界と勝
負する」を合言葉といいますか、モットーに現在進めて
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いるところです。既に300φのラインが稼動しています。
2.3 LEEPLコンソーシアム
民間コンソーシアムの一つの事例として、LEEPLの
ことを申し上げたいと思います。言葉の意味はロー・
エナジー・エレクトロ・ビーム・プロキシミティー・
リソグラフィーです。去年の6月から始めたプロジェク
トです。図7は次世代露光技術の比較です。課題は、こ
こに書いてあります等倍ステンシルマスクをきちんと
作ること。このバリヤが乗り越えられればLEEPL技術
は相当大きく伸びていくだろうと思っております。

3．日本主導の新市場
特に新世紀に入りましてから、日本が主導するよう
な新しいマーケットがどんどんと立ち上がりつつあり
ます。ゲーム機、デジタルカメラ、デジタルテレビ、
カーナビ等々です。これからいよいよ立ち上がるのは
ロボットです。夢の新市場です。
日本の市場がどんなふうに半導体の競争力と関係し
ているのか、過去の例も引きながら少し定量的に見て
みたいと思うのです。まず、1984年、日本の半導体が
圧倒的に強かったころ、当時の代表的な商品はVTRで、
3,300万台造られていたのです。日本のVTRのシェアは
実に95％、本当に圧勝だったのです。ところが、90年

代に入りまして、パソコン、それから携帯電話が出て
きたわけです。パソコンの日本のシェアは13％、この
95パーセントから13パーセントへの移り変わりが、日
本の90年代の半導体の競争力が低下した一つの大きな
背景です。ここはアメリカが圧勝しています。
それからもう一つ、携帯の例です。パソコンほどで

はないのですが、日本のシェアは大体2割、それに対し
て、ヨーロッパは5割強です。文字通りヨーロッパが極
めて健闘したのが携帯電話です。ヨーロッパの半導体
メーカーが随分元気になったのは、この携帯市場で健
闘したことが反映されているのだろうと思います。
そして、これは最近の新しいデジタルコンシューマ

ーといった市場の例です。デジタルカメラは日本が
86％、カーナビが76％、DVDが67％、ゲームは去年ま
では100％です。まだ、市場規模自体はパソコンなんか
より圧倒的に小さいわけですが、シェアという面で見
ると、圧倒的に強いわけです。要するに、日本として
はここのところを絶対に守り抜いて、ここで全体をリ
ードしていくことが一番大事なポイントだろうと思い
ます。
これを絵にしたのが図8です。日本の将来はこの第2

波、「津波」と書いてありますけれども、津波のごとく
押し寄せるこの第2波をしっかりつかむこと、これが私
の今日の最大のメッセージです。

4．半導体再生のアクションプラン
最後にアクションプランで締めくくりを致したいと

思います。プラン1とは産学官レベル、国のレベルです
（図9）。まず、半導体が21世紀、知識ベース産業の最重
要基盤であることの認識の共有、この一番のスタート
ポイントが大事です。この認識が日本の国全体にまだ
できていません。
それから、企業レベルのアクションプランII（図10）
ということで書きました。まずは横並び発想を脱脚し
て、各社がユニークなビジネスモデルの構築をするこ
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と、ここが一番のポイントかと思います。

森山　質疑応答をお願いします。
平林（三菱電機）産官学でわれわれが今取り組んでい
る中で、作る技術のところは良いですが、ターゲッ
トドリームに対してのシステム開発の強化がされて
いない。現在STARCが中心になっていますけれど、
あれで十分かどうか、牧本さんのお考えをお聞きし
たいと思います。
牧本　今、平林さんが言われたような、ターゲットオ
リエントがはっきりしないというのは、確かに日本
の弱点の一つかもしれません。しかしそうはいって
も、例えばゲームマシンとかロボットなどでは日本
が先導しているわけですから、すべて駄目だという
ことではありません。ただ、もっと強化していく必
要があるように私も考えております。
森山　もう2、3ご質問があれば。どうぞ。
岩崎（AMJ）日本が停滞して久しいわけですけれども、
「うちの会社はこういう経営モデルをやる」という声
はいまだ聞くことができない。特に、ファイナンシ
ャルモデルについてのターゲットを聞くことがない

わけです。やはり、モデルを世に問うて支持者を集
めるのが、経営の非常に重要な側面だと思うのです。
そこで、お聞きしたいのは、ソニーの半導体事業に
おける経営モデルを、もし、お話しいただけたら非
常にありがたいと思います。
牧本　ソニーの歴史を考えてみますと、大体、10年に
一つぐらいのペースで夢のある商品を生み出してき
た。そのすべてが半導体の革新をベースに夢が実現
されたのです。半導体こそソニーの歴史を支えてき
た最重要戦略技術です。一番大きなポイントは、会
社のトップの半導体に対する認識の違いではないか
と私は思っております。
森山　日本の一番強いデジタルコンシューマー商品の
分野の波に乗って復権していこうということだと思
います。ただし、私の感想は、勝ち続けるデジタル
コンシューマー商品だとしても、どこで作るのか、
いずれまた中国か、雇用はどうなるのという疑念を
残しております。それは、お答えいただかなくても
結構です。どうもありがとうございました。（拍手）

9

図9

講演のあと、牧本氏作詞による「がんばれ！ニッポン半導体」の合唱が

披露された。歌うは当日編成されたSSIS「混成」合唱団、指揮はもちろん

マエストロ牧本。見よこの団員の錚々たる顔ぶれを！（歌詞全文は最終

頁にあり）

図10

会員現況（7月22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。
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パネラー：川西剛氏（TEKコンサルティング・SSIS会長）
牧本次生氏（ソニー）
池島寛氏（セイコーエプソン）
泉谷渉氏（半導体産業新聞）
堀江伸氏（ゴールドマン・サックス証券）

司　会： 森山武克（SSIS運営委員）

森山 「不況は底を打ったか」
について、堀江さんの見解
をお伺いし、それに対して
会場とパネラーからご意見
を賜るということで進めさ
せていただきます。
堀江　需要の動向、市場の動
向と半導体関連業界に対し
てどう考えているか、それ
ぞれ結論だけを箇条書きに
して図1、図2と図3にお示しします。
森山　半導体不況が底を打ったと思われるシンボリッ
クな数字を指摘してください。
堀江　IT投資について、われわれがアメリカでやった
大手約500社のいわゆるCIOに対するインタビューの
結果によれば、正常なIT投資の伸びは、従来十何％
あったのが、今回ほとんどの人が一桁のパーセント
を回答してきました。また正常な伸び率に戻る時期
については（図4）、2002年の後半に戻ると思ってい
る人は僅か8％。これがさっき2002年はあまり回復し
ないのではと申し上げたある程度の根拠です。
半導体の用途別ですと、PCサーバーそれからコン
ピューター、これにストレージとかプリンターとか
も含めて相変わらず半分ぐらい、携帯と通信でまた
その4分の1ぐらいです。民生品・自動車というのは
比較的堅調なのですが、全体を引っ張るにはまだ少
し力不足です。ただ、用途別を国別、地域別に申し
上げると、日本は民生の比率が高いので、現状とし
ては相対的に日本が良くてしかるべきです。
森山　要するに今年、需要は回復しない、能力増強投
資はないということです。ピークは2004年になる。
2005年からまたもやオーバーキャパシティーです。
ではディスカスに入りたいと思います。
泉谷　半導体メーカーのトップは、悲観的です。イン
テルは横ばいだと言っています。STマイクロはマイ

ナス3％と言っています。ですから、5～6％伸びると
いう堀江さんの根拠が分かりません。
南川（ウエストLB証券）基本的には堀江さんの見方と
大きくは違わないのですが、私どもは強気な見方を
しています（図5）。「シリコンサイクルはボトムアウ
トしています」と断言してもいいと思っております。
今年、これから秋ぐらいまでは、しばらく横這いだ

パネルディスカッション

「大不況は底を打ったか、
ならば回復のシナリオとその根拠は」

堀江伸氏
（混成合唱団の伴奏のもよう）

図1

図2

図3
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けれども回復局面は続く。
秋口ぐらいから来年にかけ
ては非常にいい年になる。
もう0.15、0.13クラス、ここ
ら辺は全然足りないだろう
と考えています。
パソコンの取り替え需要
では、今マーケットは3億台
の買い替え市場が待ってい
ます。これは、これからの
タイミングとしては、ちょ
うど今秋ぐらいから徐々に
動き出すと予想されます。
既に、DRAMは動き出しま
した。
森山　川西さん何かコメントを。
川西　マーケットを見るとき
に、「過去がこうだからこう
だよ」というのは、僕は嫌い
です。パラダイムシフトが
起きているわけですから、そのシフトにどう乗って
いくかが大事だと思います。今、DVDとEPROMが非
常に活発です。需要は中国です。特にIDカードを中
国人はみんな使うことになっています。こうした中
国の動きを見ないのは問題ではないでしょうか。
牧本　ソニーの場合はCCDが非常に活発です。新設の
熊本工場は注文に追いつけない状態です。あの不況
の最中に300ミリの工場をよくぞ造ったなという心境
です。それから、デジタル情報家電は少し広く定義
すべきです。動向が見やすくなると思います。
森山　景気回復が、一応確認されたように感じます。
儲かる企業のティピカルパターン
森山　儲かる企業のティピカルパターン（図6）につい
て会場からご意見を頂戴したいと思います。

平林　横並びで儲かることは
ありえない。
池島　競争力の強化がポイン
トである。すなわち、アプ
リケーションで勝負（ゲー
ム、ディスプレイ、モバイ
ル等々）、材料ベースで差異
化（SOI、SiC、FeRAM等々）
台湾との有機的結合（台
湾－日本を軸に水平分業と
垂直統合をコントロール）。
川西　よそにできないものを作って売ればよい。エプ
ソン、シャープ、ソニーさんを見習って。
岩崎　アプライズマテリアルもまさにパラダイムシフ
トで、経営モデルを変えなければ、収益がだんだん
低下すると見ております。今いくつかのモデルを検
討しています。その一つが半導体の生産の70％がア
ジアにシフトするというモデルです。従来の国別で
まとめるモデルだけでは対応できません。それから
シリコンサイクルの話がありましたが「フォーキャ
ストは当らない」という前提で考えております。
森山　ありがとうございました。では若手アナリスト2

人の中国に対する所見を述べていただいて議論に移
りたいと思います。
中国問題
堀江　基本的には中国に対して非常に前向きに考えて
いるということを最初に申し上げておきます。
この要約（図7）のポイントだけを申し上げますと、
まず損をしないと駄目ですということです。中国で
は「井戸を掘った人」という言葉がよく言われます
けれど、とにかく1回中国のために尽くして苦労して
くれた企業だけが儲かるようにしてやるということ
なのです。フォルクスワーゲンとかコダックとかい
ろんな例がありますけれど、大きな企業の場合は大
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図5

南川明氏

図6

牧本次生氏

池島寛氏



体そういうパターンが多い
です。
南川　消費ではもう日本を抜
いてアメリカに迫りつつあ
るという状況だと思います。
つまり、今の中国のビジネ
スというか中国の消費をバ
ブルというふうに呼ぶこと
はもうできないと思います。
それを支えている人たちは、
1億人の中産階級層です（図8）。
川西　南川さんがおっしゃったように消費大国にもな
っています。それから半導体の生産大国になるのは
2005年ぐらい、それから技術大国になるのは2010年
だろうと思います。だから技術という面では、日本
にまだ10年の余裕がある。その間に更に進めばいい。
これが私の一般的な考え方です。
給料は彼が言ったほど安くはない。月に3千ドルと
か2千ドルとか。これはリチャードの会社です。ただ
し、日本人だろうがアメリカ系だろうが台湾系だろ
うが差別を付けていない。なぜそんな安い所に台湾
から500人も来ているか。アメリカから百何人も来て

いるか。ストックオプショ
ンを与えているからです。
中国人には与えていません。
泉谷　先週、台湾で第3番手の
マクロニクスが中国蘇州の
用地契約を済ませたという
情報を入手しました。いよ
いよ台湾大手3社の揃い踏み
です。台湾も真剣に空洞化
を考えざるを得ない時期に
入ってきました。台湾は動き出せば速いです。
ビジネスチャンスを失っている日本企業
泉谷　一方、非常に心配するのは日本企業の動きです。
唯一NECだけが行っているのです。それで先程堀江
さんのご発言に少しだけ反論すると、「井戸を掘った
人を大切にする」と言うならば、もっとNECを大切
にしてもらいたいと思います。北京でも上海でも
NECは何百億という赤字を積み重ねていると思いま
すが、それに対して中国は何をしてくれたのですか。
それはともかくとして、日本のデバイスメーカー
が行かないことに非常に懸念しています。日本の装
置メーカーや材料メーカーもメインの所を取れてい
ない。障害を早くはっきりさせることが必要です。
森山　私の感想を述べれば、日本と中国との親密度と、
台湾と中国の親密度は桁はずれに台湾のほうが近い。
中国に浸透するには相当のエネルギーと時間が要る
という感じがします。
泉谷　先程池島さんが指摘されたように、台湾企業と
どうタイアップしていくかが中国進出のポイントに
なるような気がします。
川西　だから今朝から、「心配しないで中国に出ている
ファンダリーを使いなさい。何の危険もない」と言
っているのです。
森山　会場からご意見をいただいて最後に向かいたい
と思います。
南川　私は中国へ出て行く時に、特許の問題は大きい
と思っています。日本は、海外での特許の取り方が
先進5カ国の中で一番少ないです。海外特許をもっと
取っていかないと、中国に丸ごとコピーされる危険
性がないわけではない。もし特許、権利を持ってい
なければ黙っているしかありません。
森山　中国で商売する以上は、一定コアのところはブ
ラックボックス化しなさいという提言がございまし
たけれども、そのことですね。
あと一つだけご意見を承りまして終わりにしたい
と思います。
崎谷（ローツェ）実はうちもベトナムに行って、ロボ
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図7

図8

泉谷渉氏

川西剛会長



ットをアルミの加工から最後まで全部やっています。
2カ月ぐらい前に製造部門をすべてベトナムへ持って
いきますというのを出したところ、日本の経済産業
省からすぐに電話が掛かってきましたし、県のほう
も吹っ飛んできました。
でも私が思ったのは、日本政府がアルミを安く買
わせてくれない。今ベトナムでうちが買っている値
段は日本で買う、切削用のアルミの約1/3です。日本
に留まって勝てるわけがないのです。
先生を特許で厚遇する上海交通大学
崎谷　先週中国へ行きまして、私は中国に負けると思
いました。それは何かと言うと、SMICとかGSMCと
か見て、「半年に1回ごとに装置をどんどん入れてい
きますよ」と言われた以上にこれは負けると思った
ことがあります。
上海交通大学へ行った時です。「大学を出た生徒の
ほうが先生よりたくさん給料をもらっている。それ
なのになぜ大学で先生を続けているのか」と質問し
たところ、「大学にいれば会社の顧問ができる。特許
を出すのに学校の実験設備から生徒から全部使える。

それで出た特許のロイヤリティの60％が自分に入る。
こんないいシステムはない。夢を持って、技術があ
って、自信がある人はここにいられる。」という返事
でした。中国にとって最高のシステムができている。
これに勝てる日本のシステムを作る人が果たしてい
るか、考えさせられました。話が最後になりますが、
中国へ出て行くのが嫌だったらベトナムへぜひ出て
きていただきたい。（笑い）
森山　いや、崎谷さん最後で面白い話を聞かせていた
だきました。半導体シニア協会としては、今日のご
意見を充分承りまして提言なり提案を近くいたしま
す。ぜひまた読んでいただきたいと思います。今日
は遅くまでお付き合いいただきまして大変ありがと
うございました。（拍手）
ギターまで抱えて東京から薄謝で来ていただいた
堀江さん、牧本さんも特に講演とパネラー、川西さ
んも講演とパネラーということで大変お疲れでござ
いました。それでは改めまして激しい拍手で感謝の
意を表して下さい。（拍手）
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ISSCCとは
ISSCC（International Solid

State Circuit Conferenceの略）
は、IEEE（アメリカの電子電気
学会）が主催し、毎年2月に開
催されます。半導体のオリン
ピックと呼ばれ、LSIに関して
最先端の情報が得られること
で、昔から大変人気がありま
す。今年は49回目に当ります。
私はこの3月で極東プログラム委員会委員長（エグゼク
ティブ委員会委員）の2年間の任期を終えて、ソニーの

萩原さんと交代しました。製品に近い技術の発表が特
徴であり、委員は産業界からのボランタリです。

最近のISSCC論文の動向について
招待講演
会議の最初にアジア、アメリカとヨーロッパから1件
ずつ基調講演があります（図1）。講演の順番は、アジ
ア（これまではすべて日本）がずっとトップの座を占
めてきましたが、今回は2番目に落ち、日本以外が初め
て登場しました。韓国の三星です。「これからもDRAM

はますます伸びる。」と大変力の入った内容で、大変迫
力もあり評判でした。
十数年ぶりにトップバッターとなったアメリカから

はTIです。DSP万能みたいな話でしたけれど、「パソコ
ンといえばインテル、携帯電話といえばTI、それぐら
いになるのだ」と。現にそうなりつつありますから、
ここでも日本は押され気味です。3番目がヨーロッパか
らでフィリップスです。「Ambient Intelligence」は日
本で最近ユビキタス（ubiquitous）ネットワークと呼ば
れる概念に近いです。
採択論文の動向
分野別（図2）では圧倒的に伸びているのがワイヤレ

スで、携帯電話だけではありません。有線は少し下が
りましたけど大変活発で、主に光です。いずれも数年
前までほとんどなかった分野です。
地域別では、アメリカが85件、極東が44件、ヨーロッ

5月度研修会

ISSCCから見た
最先端半導体技術の動向

日本電気㈱ラボラトリーズ執行役員　渡辺久恒氏

渡辺久恒氏
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パが38件です。日本は極東の3/4ぐらいです。5年ぐら
い前は、極東というのは日本のことだったのです。最
近は韓国の論文が沢山登場してきました。
アメリカの論文の半分以上はファブレスからです。
チップの製作は殆どが台湾のファンドリに依頼して
いるようです。台湾のテクノロジは大変なもので、
CMOSで高周波回路を動かすことに関して非常に進ん
でいます。「その技術を発表させろ」と、アジアプログ
ラム委員長をしていた私のところに本部から強い要請
がありましたが「静かに皆様のチップをお作りするだ
けです」という台湾の回答で、実現しませんでした。
TSMCの出荷高はインテルに次ぎナンバー2ぐらいにな
っていると推測されます。

マスコミが注目するトピックとその理由
ブロードバンドネットワークに関連して、5GHz帯無
線通信と10Gb/sの光通信の話が注目されました（図3）。
シリコンゲルマも健闘していますが、5GHzぐらいまで
はCMOSでできる、あるいは10GbもCMOSでできると
いう発表が今回注目されております。CMOSでできる
ということはすべてをワンチップ化できるということ
になります。
もう一つがモバイル用に適した不揮発性メモリです。

不揮発性メモリといえば現在はフラッシュですがフラ
ッシュは書き込みが若干遅いので、FRAMとかMRAM

など新しいコンセプトのものが出ておりますその中で
注目されたのが「4Mbオボニック・ユニファイド・メ
モリ」です。
オボニックといえば皆さん昔多分聞かれたことがあ

ると思います。オブシンスキー氏がカルコゲナイト材
料に電流を急激に流してアモルファス状態にし、もう
一度ゆっくり少し流すと元の多結晶状態に戻る。この
二つの状態における抵抗値の違いを利用します。シン
プルな構造なので集積度は最高に上げられるという。
「そんなもので高速にできるのか」という疑問に対して、
17nsでアクセスできるという実験データが示されまし
た。この時のサンプルは1Kbでした。これがインテル
の名前で発表されたので、あのインテルがこういうも
のを作り出したのかと、注目を集めました。ちなみに
ユニファイドメモリは最近非常にはやり始めた言葉で、
DRAMもSRAMもフラッシュも、同一メモリ概念で一
つのチップに作りこもうという意味です。

日本（産官学機関）のISSCCにおけるステータス
日本のメーカーが昨年11件あったメモリーは4件に減
りました。無線も、本来流れからいったら増えないと
いけないのですが駄目でした。どちらかというと有線
通信、光通信用のチップに一生懸命で、ワンテンポ遅
れている気がします（図4）。
日本の大学の採択論文件数はどうか、「産学連携の成

功の象徴は、半導体分野だったらISSCCへの発表が増
えることである」と随分前からいろいろな方がいろい
ろな応援をしてきましたけれど、日本の大学の貢献は
相変わらず少ないです。日本が3件、韓国が7件と、韓
国に抜かれました。
ここで前半の話をまとめます：

1. メモリとプロセッサから通信へ技術開発が移行、半
導体産業を牽引する新市場の開拓に注目。

図1 ISSCC2002での基調講演 図3 無線通信と光通信

図2 ISSCC採択論文分野別変遷



2. 日本の大学のプレゼンスはまだ低い、一方、欧州、
韓国は米国型産学連携へ

3. ニーズを見据えた（産業振興に向けた）産官学連携
施策の強化が急務

日本の競争力回復に向けた一考
復活とはいかなる状態を目指すのか？　まず目標を
はっきりさせることが必要です。以下に4つのケースを
取上げて考察します。国家的プレゼンスとしてケース
④を追及すべきであるというのが私の結論です。
①日本のシェアが昔のように高いこと

MicronやSamsungと対抗して投資するには少し差が
つきすぎ追いつくのは至難の業であり、本気になって
シェアアップで復活を目指す人もいないと思います。
②最先端市場技術で世界をリードし続けること

PC時代はMPUとDRAMが、モバイルの時代はDSPと
RFが最先端主戦場になりつつあります。われわれは
SOCシステムLSIを日本の旗印にしています。そのキラ
ーアプリが見えないために、「それで本当に勝てるの」
と不安があるわけです。
研究開発とマーケティングを一緒にして、大学も日
本の企業も2年後を目指して製品を作るという研究開発
を強めること、また、企業連携で新土俵となる市場
（デジタルホーム、デジタルカー、エンターテイメント）
を早期開拓することが必要です。
携帯電話がTIの狙う主戦場ですがしかし日本もまだ頑
張る余地があります（電池、新型メモリ、超低電力SOC）。
③デファクトスタンダードの模索
デファクトスタンダードが少なすぎます。これには
われわれは少しベスト技術の追求にこだわりすぎ世界
標準にむけた戦略的努力が欠けていたと思います。日
本メーカー同士の過剰な競争から視点を変えるべきで
しょう。
ファンドリやEMSに続く新しいCustomer Satisfaction

第一の水平分業構造、キラーアプリ市場をSOCソリュ
ーションでデファクト化するなどいろいろなアイデア
は出ています。
④世界市場で事業覇権が取れること
私が一番期待しているのは、事業的に覇権を取るこ

とです。技術的には世界トップでなくともとにかく事
業的に主導権を解くことの大事さにもっと目を向ける
べきでしょう。そのために経営者マインド（横並び好き）
とか「しがらみ」からかの脱却が必要です。言うのは簡
単ですけど、大胆のトップ交代か業界再編しかないか
もしれません。覇権のタイプは、IBM型（システム主導）、
Intel/TI型（キラーアプリでシェア独占）、STマイクロ型
（顧客密着）、Micron/Samsung型（巨大投資支配）、

TSMC/EMS（新垂直統合）の五つです。どれを狙うか、
それぞれ得意なタイプに特化すると思います。また新
しい再編タイプ、例えば電子装置とチップ屋、チップ
屋と装置ベンダーとの統合が進展すると思います。

司会　では、質問、討議をお願いします。
加藤　5GHzや10GbのCMOSのデザインルールは？
渡辺　一言でいえば、0.15～0.18ルールで、低抵抗化と
低浮遊容量化に配慮しています。SOIにリアリティ
が出てきました。
加藤　オボニックメモリは化学変化を利用しています
から、アクセスに時間がかかると思いますが？
渡辺　DRAMの50nsより高速で動いています。とにか
く自信たっぷりで、何を質問されても「ノープロブ
レム」でした。
大倉　先程、大学側と企業側の目的がどうも合ってい
ないのではという話がありました。そこら辺をどう
調整するか、社長になったつもりで一言。
渡辺　確かに同床異夢的側面があります。このため大
学に企業の人を送り込んでも必ずしも効率的でない
場合があります。特にスピードの点からみると問題
があるというのが私の経験則です。最近大学側は産
学協力を大きな目的にしているように見えますが、
企業側は、産学協力はあくまで手段であり、実用化
できなければ失敗といわざるを得ません。また、
色々なプロジェクトが提案されておりますが企業で
の実用化現場感覚のないものもあり、結果を求める
姿勢をもっとはっきりさせたいと思います。このた
め最近私の所では企業の研究現場や試作ラインを他
社や国研や大学に開放するような仕組みを提案して
おります。
司会　どうも有難うございました（拍手）。懇親会の会
場が準備できておりますので、どうぞお立ち寄りく
ださい。
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図4 日本産業界採択論文変遷



5月度の研修会における渡辺氏の講演「ISSCCから見
た最先端半導体技術の動向」と6月に開催されたSSIS半
導体シニア協会シンポジウムは、小生にとって刺戟的
でした。この中から印象深かった文をいくつか拾い出
してみました。
・シニアライフは奉仕の時である。だから、シニアライ
フは人生の終楽章でなくて第3楽章である。（川西会長）
・ソニーの井深さんの説く「不良品は宝の山」は非常
に日本人的発想です。（ダイク氏）
・「あいまいさ」は日本の文化の一部ですけれども、
アメリカ人に対してははっきり言ってもらいたい。
（ローパー氏）
・日本の政府を含めて、日本の企業も日本人も外圧に
弱い。会社も個人も自分の意見としてちゃんと言え
るようにすること。（ルック氏）
・日本の将来はデジタル津波の第二波をしっかりつか
むこと、これが今日の皆様に送る最大のメッセージ
です。（牧本氏）
・いよいよ台湾の大手3社は中国で揃い踏みします。一
方非常に心配なのは日本の企業の動きです。（泉谷氏）

・先週、上海交通大学で先生にお会いし、これは中国
に負けたと思ったことがあります。（崎谷氏）
・台湾は、CMOSで高周波回路を動かす技術が非常に
進んでいます。ISSCCに出たアメリカの論文の半分
以上はファブレスからでしたが、その試料はほぼ全
部台湾のファンドリが製作しました。（渡辺氏）
・日本の大学の採択論文数は3件、韓国のそれは7件。
韓国に一気に抜かれました。（渡辺氏）
このように並べていると、「日本人は常に不安をもち、

それがエネルギー源になっている」という日本人に対す
るダイク氏の第一印象のことを思い出し、苦笑しました。
なお、今回は収録された音声のワープロ化（話し言

葉のままの文字化）から記事化までに字数を約1/7に減
らしました。もし意味不明な箇所があれば、事務局ま
でお問合せ願います。これを契機に次回の研修会、来
年のシンポジウムの参加者が増えるとなれば、編集者
冥利に尽きると思います。（O）
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6月19日の大阪シンポジウムの、牧本氏による基調講演の最後に、牧本氏作詞の「がんばれ！ニッポン
半導体」の合唱がありました。ここに歌詞を掲げます。皆さんもご一緒にご唱和下さい。

～特別付録～
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