
半導体シニア協会次の5年によせて

半導体シニア協会が発足
して5年が経過した。この
間、会員、関係者の大変な
ご努力で、会員244名、賛
助会員38団体、年間予算規
模1600万円に達し諸活動も
活発で、また知名度も国の
内外に広まってきたのはご
同慶の至りである。
私は半導体シニア協会

（SSIS）の次の5年のミッションとして右記の3つを
提案したい。

SSISはOB、現役、老若を問わずメンバーに言
語、カルチャーの差を越えた柔軟な活動の場を紹
介する。
そしてSSISは年齢がシニアーに達した人達だけ
の団体ではなく、日本の半導体に携わった、そし
て現在携わっているすべての人のものであるよう
努力をしたい。
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1．シニアーライフにとって適度のストレスと緊
張感が必要である。
SSISはメンバーに新しい事への思考とチャレ
ンジの場を提供する

2．個人化が言われるが人間は同時に社会との繋
がりを求める。
SSISはメンバーに広くかつ緊密な人間関係
（Human Net Work）と知的交流（Knowledge
Chain）の場を用意する

3．限られた人生にとって1つの職場、1つの会社、
1つの国だけが自分の世界ではない。



幼少期と学生時代
司会　柴田社長は、日系企業
から外資系半導体企業に移
った現職の社長で、日本文
化との違いを経験されてい
て、大変貴重な存在だと思
います。今日は、社長のビ
ジネスに対するお考えや、
人生観についてお伺いした
いと思います。
柴田　今まで半導体の景気とか、STの戦略については
聞かれましたが、人生観について聞かれたことはあり
ません。そんな事を聞かれる柄ではありません（笑）。
司会　まず柴田さんの生い立ち、半導体の仕事を始め
られた動機からお伺いしたいと思います。
柴田　私は生れも育ちも京都ですが、親父の仕事の関
係で、札幌、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、神
戸と全国を渡り歩いていました。でも思い出はやは
り京都で、今でも毎年秋に1週間位、京都に遊びに行
っています。幼い頃から機械いじりが好きで、よく
家の置時計を分解して壊すのが好きでした。更によ
その家に行って壊すので要注意児童でした。大学在
学中に、何となく直感で「半導体はいいな」と感じて
いました。半導体を選んだ事は、ものすごくラッキ
ーでした。阪大の山口研究室で、大学院まで半導体
研究をやりました。研究室では、酸化膜とシリコン
との間の界面現象をMOSダイオードを作って測定
し、それを理論的に解明する事をやっていました。
当時は未だMOSは注目されていませんでしたが、今
のゲートオキサイドの基本となるものです。その後、
たまたま見た芝生に囲まれた東芝中央研究所の白亜
の建物に魅せられて就職を決めました。誘って下さ
る先輩もいましたから（笑）。
司会　それに綺麗な女性が多かった。トランジスタ娘

も沢山いましたし。
柴田　そうそう、その通りでした（笑）。
東芝勤務時代
司会　就職して手がけたお仕事は何ですか。
柴田　当時、テレビが真空管からトランジスタに変わ
ろうとしていた時代です。最初に与えられた仕事は、
僕が高周波、同期の伊東新太郎氏がパワー部分でし
た。当時の岡田雄治課長に、伊東氏と一緒に呼ばれ、
「君たちが、このトランジスタを作れなかったら、エ
ンジニアとしての生命はないと思え」と言われ、顔
が引きつったのを憶えています。それでも、入社
早々ですが男子1人と女子のオペレーター1人を付け
てくれました。いい時代でした。
夜の2時頃まで仕事をして、朝8時半に出社する生
活が続きました。会社に椅子を並べて泊った事もあ
ります。苦には全然なりませんでした。初めて一個
出来た時、課長が「よくやった！」と喜んでくれた
時は本当に嬉しかったですね。
現場で電卓用の1チップのCMOSの歩留向上の仕事
をしていたことがあります。当時はCMOSは新しい
技術で、チップの大きさも7mm角で、3mm角が普通
だったので今で言えば超々LSIと言える代物でした。
歩留も10％なら良い方で、土光さんが社長の頃、「何
故不良になったら修理して良品にしないのだ」と言
われて唖然としました。石川島重工で船をお造りに
なっていた土光さんなら当然の発想だと思います。
今でも修理の技術は出来ていないようですね。歩留
低下の原因が女性オペレーターのお化粧の粉である
ことが分かって、お化粧をやめてもらったり、夜勤
の季節労働者のオペレーターがウェーハの洗浄を手
抜きしたために炉が汚染されて不良になったことが
あります。これをつきとめるまでには大変な苦労が
ありましたが、優秀な部下がいてやってくれました。
物をじっくり見ることの大切さを教えられました。
現場の製作係をやったこともあります。クリーンル
ームは伏魔殿と呼ばれていて、ウェーハがどう流れ
ているのかよく分からない、そこで壁一面に鉄板を
張って工程順にウェーハのロットナンバーをマグネ
ットに書いて鉄板にくっつけました。どの工程がボ
トルネックになっているのか一目瞭然となって、皆
でボトルネックの解消に当たり、生産が順調になり
ました。情報の共有化が成功したのですね。
海外勤務時代
司会　確か海外勤務をされましたね。
柴田　歩留向上に明け暮れていた時代です。ある日、
当時製造部長の川西さん（現SSIS会長）に呼ばれ、ま
た怒られるのかと思いながら行くと突然「ニューヨ
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（STマイクロエレクトロニクス㈱社長）
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ークへ行け」と言われました。当時東芝には、サイ
エンス・アタッシェという制度があり、ニューヨー
クに2人、欧州に1人を、本社の技術本部から情報収
集のため派遣していました。海外渡航が自由でない
頃の話です。技術本部に行って聞いたら、「トラベラ
ーズ・ビューローをやれ」という（笑）。日本から来
る人を世話することと、事業部からの依頼事項を調
査することだという。当時照明事業部に死活問題が
発生していました。自動車のヘッドランプが丸型か
ら四角型に変わる兆しが現れた時代で、四角型にな
ると丸型用の製造機械が全部使用出来なくなるとい
う問題です。アメリカの自動車メーカーがモデルチ
ェンジで四角いヘッドランプを出すかどうか、フォ
ードやGMに行き一生懸命マーケットリサーチをや
りました。また、リエゾンとしてRCA、IBM、GE、
WEなどの幹部と交流がありました。そのためアメリ
カの企業について学ぶことが出来ました。
半導体摩擦の頃
司会　帰国後はどの様な仕事をされたのですか。
柴田　帰国後企画をやりました。暫くして、上司の島
亨さんから、またまた唐突に「ワシントンへ行け」
と指令が出ました。つまり、半導体貿易摩擦の問題
をやれと言われ、また違う勉強が出来ました。実際
の交渉の事務方をやりました。私が通商委員長をや
っていた時に、モントレー（米カリフォルニア州）
のホテルで、夜中に突然アメリカ代表のモトローラ
のジム・ノーリングに呼ばれ、何事かと思って行っ
てみると、回りを幹部連中や弁護士にぐるりと囲ま
れ、殺気立った雰囲気に一瞬身構えてしまいました。
「マーケットシェア20％を日本の業界としてコミット
しろ」という。勿論コミットしませんでした。日米
業界交渉の一番の山場でした。
司会　WSTSでは何をされていたのですか。
柴田　チェアマンですね。当時、日本の半導体マーケ
ットが世界の40％となり、世界の半導体の50％を日
本が作っていたんです。日本が入らないと駄目だと

言うので入ることになった。ところが、日本の企業
にとって製品別の販売額は、コンフィデンシャル中
のコンフィデンシャルですから機密保持には苦労し
ました。今の日本のシェアは、世界の20％前後です
から隔世の感がありますね。
STマイクロエレクトロニクスに入社
司会　その後STマイクロエレクトロニクスに入られた
のですね。スカウトされたのですか。
柴田　まあそんなものです。ここで、がらっと環境が
変わって、これはものすごく楽しい。ピストリオ社
長はもともと知っていました。半導体摩擦の時ヨー
ロッパ代表でしたし、なにより名物社長ですから。
イタリアのSGSとフランスのThomsonの半導体部
門とが合体してSGS-THOMSON Microelectronicsにな
ったんです。現在はSTMicroelectronicsです。SGSと
言うのはイタリアの政府の会社ですけれども、大借
金状態でした。それから、Thomsonは、さすが
Thomsonグループだから借金はないけれども、営業
は大赤字。大借金の会社と、大赤字の会社が一緒に
なって、しかもイタリア人とフランス人の会社が一
緒になったら、どうなるんだろうと皆ニヤニヤしな
がら注目していたそうです。そんな事は全然知らな
かった。僕が入ったのは、91年ですけれども、まだ
赤字が続いていました。技術屋と言うのはそういう
事に疎いんですね。全然調べたりしないで会社へ入
ってしまうのですから。後から、何て馬鹿な男なん
だろうと思った。
司会　人生そこが面白いのではないですか。
柴田　その内にとんとんと良くなって、15位にいたの
が、TOP10入りし、2000年には6位、そして2001年に
は3位になりました。
司会　驚きですね。
柴田　どんどん上昇してきている。今から思うと、何
て賢い男なんだろうと（笑）。運が良かっただけなん
ですけど。
だから何が起るか本当に分からないものですね。
僕はよく後輩に言う事に、「Do my best」というのが
ある。一生懸命にやれば、例え失敗と分かっても、
これが自分の最善の道だと選び、最善を尽くしたの
だから、後はくよくよしなくていい。結果は後から
ついて来るということですね。「自分が若い間に寝食
を忘れる程一生懸命やる機会をお持ちなさい。それ
は、その時自分に与えられた仕事を、何でも良いか
ら一生懸命やることですよ」と、言っているのです
けどもね。僕は今までの人生の中で、無我夢中でや
った事が3度あります。卒業研究とトランジスタの開
発とLSIの歩留向上のときです。自分の役に立ったと
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か、結果がどうだったとかいうのではなく、人生の
中にそういう時があったという事に何か満足感のよ
うなものを感じます。同時にそういう機会に恵まれ
た事を有難いと思っています。若い人の中に、イー
ジーゴーイングをファースト・プライオリティにし
て生活している人を見かけますが、何か可愛そうな
気がします。だから、なんでもいいから寝ても覚め
てもそれしか考えないような経験をなさいと言って
います。
司会　以前柴田社長が、SSISの講演で「ヨーロッパの会
社は、義理人情がものすごくて、日本の会社に似てい
る」と、言われていましたね。ビックリしたのです。
柴田　本当にいい人たちで、家族ぐるみでお付き合い
をさせて頂いています。僕も結婚式には、3回ぐらい
呼ばれたかな。ピストリオ社長の子息の結婚式にも
ね。日本以上にファミリー意識が強いですね。
司会　アメリカ文化との違いでしょうか。
柴田　女房によると、奥さん方に物をあげた時に、ア
メリカ人もヨーロッパ人も皆喜ぶ。「開けてよいか」
と言って開け、「わっ、これ欲しかった」と言う。ア
メリカ人はその場でそれでお仕舞い。ヨーロッパ人
は、何時まで経っても「あれをありがとう」と言い、
「今も、使っているよ」とか、「娘が使っている」とか
言うという。非常に単純な例ですけれども、言い得
て妙だと思っています。ヨーロッパ人は、その様な
人達なんですよ。3ヶ月に1回、役員会議でスタッフ
一同が集まるんです。議論は物凄く真剣だけれども、
個人を名指しで非難する事は、今までありません。
50回近く会議に出ていますけれども、一度もなかっ
たですね。
僕が社長から怒られたことは、本当に一度もない
んですよ。「ミスター柴田、俺はお前に何をして上げ
られるか」という姿勢ですよ。頑張らざるを得ない
ですよ。
司会　それは、STマイクロ社特有の風土ですか。

柴田　ヨーロッパの他の会社は知らないのですが、特
に、ピストリオ社長の人柄が大きいと思いますよ。
皆慕って尊敬しています。でも、上から下への命令
は絶対ですよ。これも日本の比ではない。
趣　味
司会　最後にご趣味などをお伺いしたいと思います。
柴田　うちのピストリオ社長がそうですが、本当に何
もなくて。彼は、仕事が全てだと言い切っています。
僕もそれ程ではないですが、リタイアした後どうし
ようかと、心配になる事があります。昔からヨット
とか、ゴルフはやっています。ヨットは、船を出し
たりするので、なかなかきつい。今でも江ノ島に船
を仲間と共有していますが、乗るのは1年に1～2回で
す。ゴルフは、一生懸命にやっています。今でもな
るべく毎週行くようにしています。ゴルフは、「自分
のボールをあるがままに打って、自分の責任におい
てホールに入れる」と言う考え方が気に入っていま
す。これからも続けたいと思っています。
抱　負
司会　今後の抱負をお話下さい。
柴田　日本はレイバーコストが高く、工場を持つ環境
ではないですが、是非工場を持ちたいと思っていま
す。なかなか皆さん手放さなくて。半導体は、先端
技術の象徴ですから、それを手放すことは企業イメ
ージとして出来ないのでしょうね。僕の在任中に希
望がかなうかどうか難しいだろうと思うんですが。
もう一つ、仕事ではないのですが、これまでヨーロ
ッパの文化に触れる機会が多くあり、ヨーロッパの
人たちがそれに誇りを持っていることを見てきまし
た。一方日本には日本独自の古来の文化があります。
神社仏閣の建築から、歌舞伎、茶道、香道、邦楽、
大相撲等々一杯あります。ヨーロッパの文化をすば
らしいと思う反面、日本にも独自の文化があること
を嬉しく思いました。リタイア後に何らかの形で日
本文化に触れてみたいと思っています。これも抱負
の一つです。
司会　夢をもつことは、いつも必要なことです。素晴
らしいことです。
柴田　毎日がエキサイティングです。
司会　柴田さんは半導体ビジネスに入って幸せですか。
柴田　それは絶対に幸せです。こういうエキサイティ
ングな産業というのは、余り無いと思います。技術革
新にしても、規模が急激に大きくなった事も、社会の
中での重要性は鉄や電気の発明に匹敵します。そんな
産業に従事出来たというのは、とても幸せです。
司会　お忙しい中を、長時間大変有り難うございました。
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プロローグ
私は1972年に某大手の半導
体工場に入社した後、1979年
に㈱リコーに転出致しました。
当時のリコーはオフィス機器
の電子化を目指してIC事業に
進出した直後であったため、
事業を推進する機能は殆ど備
えていませんでした。この事
が私には幸いし、事業運営に
必要な各種機能を身に付けることができました。
まず米国の駐在員を手始めに、プロセス、テスト、
アセンブリーと幅を拡げ最後は設計関連の技術分野か
ら法務や総務まで幅広い職務を体験しました。
今日のお話はこれらの個人的体験についてお話する
ものであり、リコーの代表としての説話ではありませ
ん。また私は感性の人であり、数値等について思い込
みでお話しているかもしれません。
リコーの半導体事業における構造改革の事例
（1）1998年の構造改革
リコーの半導体事業の生い立ちは以上の通りですが、
その道程は決して平坦なものではありませんでした。
事業を構成してきた中核要素を図1に示します。
創業直後は国内顧客と取引はわずかで、1983年頃まで

は他社の汎用ICのファンドリーを請け負う仕事が主体と

なっておりました。その後、ゲームやマスクROMで市
場から認められるになり、80年後半にはアナログ分野の
電源制御ICでも頭角を現すようになっていきました。
しかし、今振り返れば「成長分野には何にでも手を

出す経営」であり、その結果95年の半導体不況で採算
が急激に悪化し事業存続の危機に直面したのです。そ
こで思い切った「事業改革」を断行しました。その骨子
は下記の2つでした。
・儲からない事業は中止し、トップシェアを狙える分
野に全力を集中する。

・プロセス微細化の為の設備投資を止める。
その結果、OA機器用高性能デジタルLSI、PC用ASSP、
テレコム用アナログLSI及びアナログ標準ICという機種
戦略をたて今日に至っております。
（2）現在の機種戦略
以上の構造改革路線に則った事業再構築は成功し、

リコーIC事業の機種構成は図2の様になっています。
（a）テレコム用IC

携帯電話の電源やLED／バイブレータ／音声CODEC

を併せ制御するICの分野では国内トップのシェアを持
つに至っております。
事業推進の面では、「携帯電話システムに対する洞察

力」と長年培った「電源制御技術」を活かす運営を行っ
ております。
（b）PC用ASSP

ノートPC用インターフェースLSIや光ディスク用LSI

では、世界のトップを争う位置にあります。
事業推進面では、「リコーが伝統的に保有するシステ

ム技術を駆使する」、「育成したASIC設計力を生かす」、
さらに「ファブレス」を基本とする事を是として運営し
ております。
（3）事業構造の選択

以上の経営戦略により、本年度も増収・増益の見込
みであり、採算事業として貢献しています。選択と集
中が出来るか出来ないかではなく、やるかやらないか
が経営者に課せられた判断だと思います。

日本半導体業界のおかした失敗
1980年代に半導体事業が大きく成長したと言われて
いますが、DRAM分野での成功にすぎません。DRAM

事業は「微細化先行」、「規模の追及」あるいは「自前主
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11月度研修会

半導体産業の構造改革
－新ビジネスモデルの検討－
㈱リコー電子デバイスカンパニー副社長

中山春夫氏（工学博士）
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義」という性格を有し市場戦略を弱体化させ、環境変
化を読まずに稼働率至上主義に陥って利益の軽視を誘
発します。IBMがPC・ATをオープンにして以来世界の
叡智がその性能向上に集中し、関連のASSPを進歩させ、
ファブレスやスピーディーな競争という変革をもたら
しましたが、DRAMに酔いしれる日本はこの事業構造
に向かって変革を怠り今日の結果を招きました。

戦略のベースとなる重要な視点
強みの認識
日本の半導体産業を支える各社には「夫々の歴史に
基づく得意な製品分野や強み」があります。またそれ
ら企業の有する要素技術も秀でています。世界に先駆
けた「デジタル家電」を創出できる多くの顧客企業も
あります。半導体産業を支える優秀な装置メーカーや
材料メーカーも日本が最も優れているようです。
弱みの克服
日本の高コスト構造、特に土地、電力および人件費
という難問があります。その内経営課題となるのは人
件費でしょう。「人件費が高い」のなら、人の能力を高
めて高付加価値の仕事をさせるべきですが、現実はそ
うでなかったように思えます。
・ASICの商談に群がり、価格破壊のために人材を使っ
てはいませんか？
・不採算でも工場を稼動させるためだけに人材を使っ
てはいませんか？
・自社の特徴を考えず、「他社の後追い」のために人材
を使ってはいませんか？
・同じプロセスや不要な技術の開発に人材を使っては
いませんか？
チェック・リスト

経営者のカバーできるスパン
信号のデジタル化が世界的に進展する中で、製品の

短寿命化や競争環境の変化が頻繁にかつ素早く起こる
ので、経営者自らが市場を体験して経営判断を迅速に
行えるビジネスユニットの大きさにする必要性が増し
ています。

中国をどう見るか
あちこちで脅威論がささやかれていますが、生産面

での競合では脅威ではないように見えます。農業にお
いても必ずしも価格競争力はなく、野菜や果樹のよう
に手間のかかる分野へのシフトを迫られているのが現
状です。半導体生産においては、人件費率は総コスト
の10％程度であり、技術によって克服できない値では
ないと思います。むしろ半導体の大きな顧客として眺
めては如何でしょうか。中国の2001年の電子工業生産
は20兆円と日本に肩を並べ、それに呼応して半導体の
輸出額も01年には1850億円、02年には2900億円、03年
には1兆円（含香港）と急成長を遂げています。需要の
ある半導体を購入してくれる上得意でもあるわけです。

DR中山の個人的提言
（1）既存工場を活用してみましょう

0.8 µ以上の性能を持つ6インチの向上が日本には多
く存在し遊休状態にありますが、これ等を生かして欲
しいものです。各種ドライバーICやスマートカード用
ICは今後とも能力不足である。既存工場で十分対応で
きる。
（2）ニーズとシーズのマッチングに努めましょう
製品を持つ会社と工場を持つ会社の情報が上手く繋

がらず、他国に仕事が流れています。各社のプロセス
工場を統合して、「ニッポン・ファンドリー会社」を設
立しては如何ですか。広くファブレス企業からの出資
を仰ぎ、4万枚規模の徹底した高効率・省エネ工場にし
て、QTATを武器に世界のファブレスのニーズに応え
れば必ず高利益率の会社になれるでしょう。各社系列
の後工程会社を開放して「大規模後工程会社」を作って
は如何でしょう。
事業は「お客様に育てられる」ものです。生産部門が

独立して多くのお客様と接するだけでも意味がありま
す。また開発は「技術（シーズ）が速やかに多数のお客
様に活用されて」始めて回収できるという原点にもど
ると、シーズとニーズのマッチング効果が採算性を大
いに高めることになるでしょう。さらに日本に多くの
ファブレス・ベンチャー会社を生み出す効果を期待で
きます。
追申：中山副社長は1979年、「MOS・Tr特性の不安定
性について」という研究で学位を取得されております。
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2003年以降の半導体市場
私たちは、投資に役立つ情
報提供のために、あらゆる尺
度をもって市場、企業を分析
します。企業の評価について、
一番の指標となるのは時価総
額（＝株価×発行済株式数）
ないしは、企業価値（＝時価
総額＋負債価値ー余剰資金）
という捉え方です。今日のお
話しの中で、繰り返し出てくる言葉ですから、含んで
おいてください。
半導体マーケットについて、世の中にはいろいろな
悲観論もありますが、私たちは緩やかな回復局面にあ
ると見ています。7～9月度の腰折れが世の中全体で言
われていましたが、実際には4～6月度に対し、7～9月
度の伸びが加速しているということで、株式市場で言
われるような悲観的なシナリオは描かなくてもよいと
いうのが2002年の見方です。

2003年は、マクロ景気というリスク要因を抜きにす
れば、携帯電話のカラー化、DVDレコーダ、液晶TVな
ど、新しいプロダクトが育ちつつあることから拡大す
るチャンスもあると見ています。楽観的に過ぎるとい
うご意見もあるかと思いますが、半導体のようにコス
トパフォーマンスが年に20～30％も改善するような製
品は、他に世の中にありません。これが成長要因にな
らぬはずはないという考えがあります。
ここで個別の商品について言及はしませんが、2002

年に比較的明るいのは、NANDフラッシュメモリであ
ろうと見ています。欧州の携帯電話においてはカラー
化が進みますが、NANDのビットあたりの単価がNOR

の約4分の1ということから、できるだけNANDを使お
うという動きが確実に出てきています。
分野別に見ると、PC市場はMicrosoftが、NT4.0ヘのサ

ポートを終了していくことが更新需要につながるという
点がプラス要因。携帯電話市場は、ノキアのカラー化が
牽引役として期待されます。通信機器市場は、底バイ状
態、民生機器市場は、DVDレコーダがどのくらい立ち上
がってくるかが鍵と見ています。DVD出荷台数のうち
2002年のレコーダの比率は約3％ですが、これが10～
15％になってくると、半導体メーカーにプラス10～15％
の伸びになるというのが、私たちの見方です。
こうしたことをまとめて、半導体市場全体のシナリ

オを分析しますと、およそ10％の伸びになるだろうと
いうのが、私たちの予想となります（図1）。
マクロ経済と半導体市場の連動性
さて、みなさんの関心の高いところであるマクロ経

済との連動性について、私たちの捉え方をお話します。
図2のグラフを見てもわかるとおり、感覚的には極めて
連動性は高いと言えるでしょう。
ただ、こうした中でも2つの動きが乖離している局面

11月度研修会

株式市場から見た2003年の半導体業界、
注目の株価動向

ゴールドマン・サックス証券調査部ヴァイス・プレジデント
松橋郁夫氏

松橋郁夫氏

図1 半導体市場全体のシナリオ分析

図2 半導体市場と世界経済の相関関係



があります。これを個別に検証していくと、DRAMを
中心とした供給過剰、または供給律則の状態が確認で
きます。若干の変化はあるもののDRAMのマーケット
が小さくなるに連れて、マクロとの連動も顕著になっ
ていると見ることができるでしょう。では、いまはど
うかというと、マクロとの乖離がこれまでより大きい。
それがみなさんの不安につながっていると思います。
しかし、私たちはこれも2001年の半導体出荷のマイナ
スの反動という見方をしており、2003年、10％程度の
伸びに落ち着くだろうと考えています。
2003年のマクロ経済のシナリオ
次に、前項までの数値がどう成り立っているかとい
うことで、経済全体に目を向けてみます（図3）。
結論から言いますと主要国のGDP成長率では、2.9％
の伸びを見込んでいます。ただ、アメリカではマーケ
ットの成長を支えてきた家計の冷え込み、欧州ではド
イツ経済の減速といったところの影響が懸念されます。
日本は依然厳しい状況が続くでしょう。
全体的に見た場合には2つのリスクシナリオを描くこ

とができます。1つは、アメリカのダブルディップに関
するシナリオです。よくマスコミで底割れだとか、二
番底とか言っていますが、これはマクロ経済の世界で
いう底割れの定義（2四半期以上のマイナス成長が続く
状態）とは必ずしも一致しません。一般に伸び率が低

減すると、すぐにこういうことが言われますが、これ
が株式市場に非常に大きな影響を与えてしまいます。
定義に従い、冷静に分析すれば、アメリカのマイナス
経済が続く確率は20％に過ぎないというのが私たちの
見方です。

2つめは戦争のリスクシナリオです。私たちは戦争が
起こらない確率が55％、起こっても6カ月以内に終結す
る確率が30％という見方をしています。いま、株式市
場は70～80％の確率で戦争が起こるという捉え方が一
般的のようですから、戦争が回避されたときには、逆
にプラス要因になるとも考えられます。
株式市場から見た日本の半導体市場の課題
次に株式市場から見た日本の半導体市場の問題点に

ついて触れてみます。図4は、95年以降の半導体関連メ
ーカーの相対株価の推移ですが、総合電機大手5社の株
価は、7年間でマイナスとなっています。
健全な成長企業においては、株価の上下のサイクル

を繰り返しながら成長していく、これを私たちはシク
リカル・グロウスと呼んでいますが、総合電機大手5社
の場合は、シクリカル・シュリンクとなっており、こ
れは極めて大きな問題です。
ハイテク業界における時価総額の分野別の構成比を

見ても総合電機メーカーの占める割合はここ5年で半減
しています（図5）。
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図3 2003年のマクロ経済シナリオ
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極端な例でいいますと、海外に行くと「日本の電機
メーカーは10年後に存在しているのか」というような
ことをよく聞かれます。これは一面的な見方には過ぎ
ませんが、じりじりとポジションを落としている現実
を無視するわけにはいきません（図6）。日本のハイテ
クに生き残ってもらいたいという思いから言いますと、
株式市場に対して、半導体メーカーとしての価値をよ
り顕在化していく取り組みが極めて重要であると考え
ています。そのためには、子会社の売却やスピンオフ、

分離上々などの思い切った選択も必要です。見えにく
いがために過小評価され、それが株価の低迷につなが
るという状況は回避すべきでしょう。
大手電機メーカー以外のところでは、精密機器、民

生エレクトロニクスといった分野がシェアを伸ばして
いますが、それらのメーカーが世界のブランドとして
生き残る際、半導体メーカーとしては、そこにいかに
付加価値の高い製品を提供していくかが問われること
になるでしょう。
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1．あらまし
今回編集委員会の求めに応
じて、筆者がRCA（Radio Cor-

poration of America）の半導体事
業部に駐在技術者として派遣
された、1962年から約10ヶ月
間のRCA半導体事業部での駐
在員生活を中心に、まだ黎明
期にあった当時の半導体産業
の状況を記して、読者の参考
に供したい。
2．RCAの半導体事業部へ
筆者は、1962年9月にニュージャージー州サマービル
にあった、RCAの半導体事業部へ三洋電機からの駐在
員として赴任した。駐在員の所属はRCAの国際事業部
であり、担当マネージャーが駐在員の世話をしてくれ
ていた。当時RCAとのノウハウライセンス契約をして
いたのは日本のメーカでは、日立、東芝、神戸工業、
三洋電機の4社で、それぞれの会社から長期、短期の駐
在員が派遣されていた。ヨーロッパの企業では、英国の
マルコーニ、イタリーのSGS、メキシコの半導体会社
などであったと記憶している。RCAの半導体事業部は、
本拠がサマービル、生産工場がペンシルベニア州のマ
ウンテントップ、オハイオ州のフィンドレーにあった。
駐在員の仕事は大別すると、毎週一回程度自発的に
報告書を作成して日本に郵送すること、および日本か
らのいろいろな質問事項の答えをエンジニアから聴き

出して、その内容を日本へ郵送することであった。筆
者が最も困ったのは、日本からの質問を英語にして聴
くと“That's in O.I.”といわれることであった。ここで、
O.I.とはOperating Instructionすなわち作業指導書である。
このO.I.は、RCAで生産されている半導体製品の作業標
準としてドキュメント化されていたが、そのすべてを
閲覧することは大変であり筆者は先ず日本からの質問
に該当するO.I.を読んでから、その内容で理解しにくい
箇所を改めて質問することにして、担当エンジニアか
ら答えを聴き出すのに成功した。
3．RCAの半導体エンジニア群像
当時のRCAの半導体事業部でチーフエンジニア（技

師長）であったE.O.Johnsonは、半導体関係のコンファ
レンスでよく座長を勤めていたのが印象的であった。
彼は半導体デバイスの電力と周波数の相反的な限界に
ついて理論的な考察を発表したが、これはRCAの顧客
（半導体ユーザ）に電力と周波数との要求は両立しませ
んよと説得するためにこの論文を書いたと言われる。
彼はその後もMOSトランジスタの動作について、非常
に基本的な考察をRCAレヴューに発表したこともあり、
筆者にとっては技師長のロールモデルであった。また
今では名前を忘れているが、シリコントランジスタの
プロセスやデザインについてのディスカッションを通
して、サマービルのエンジニア達からは教えられると
ころが多かった。今思い出すと笑いを禁じえないこと
もある。あるデザインエンジニアに、トランジスタの
遮断周波数を決める要因にコレクタのデプリーション
領域を通過する担体の時定数が、単純な走行時間の1/2

と見積もられるのは何故だろうかと質問したことがあ
る。彼の答えは“Nobody knows”であった！

RCAの半導体部門ではエンジニアの種類として、デ
ザインエンジニア、タイプエンジニア、プロセスエン
ジニア、プロダクションエンジニアが居りO.I.を書くの
はプロダクションエンジニアの仕事であったのでプロ
ダクションエンジニアに質問する機会が比較的多かっ
た。彼らに会って質問すると、O.I.を更新準備中の内容
も話してくれたのが、日本向けのレポート内容を充実

半導体�
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中原紀会員
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させるのに非常に役に立ったのである。実際にO.I.は常
に更新されるべきであることは、RCA駐在時代の貴重
な教訓でもあった。
4．アメリカ国内旅行
駐在員生活の中では、サマービルから離れていろい
ろな所へ旅行する機会もあった。この旅行は一つには、
マウンテントップやフィンドレーの半導体工場ライン
を見学しながら、プロダクションエンジニアとのディ
スカッションをするのを目的とした旅行で、国際事業
部のマネージャーが同行してくれ気楽であった。マウ
ンテントップの工場はペンシルベニア州にあり、同行
してくれるマネージャーのドライブで行ったが、フィ
ンドレー工場へはニューワーク空港からのフライトで
約2時間位であり、離陸するとしばらくして機内食のサ
ービスがあったのには最初の頃は驚いたものである。
フィンドレーの工場は、マウンテントップより生産規
模も大きく、従業員の数も多かったと記憶している。
生産ラインで作業をしているのは大半女性で、若い人
と年配の人が混じっていたこと、また彼女たちはすべ
て“girls”と呼ばれていたことに驚いた。エンジニアと
のディスカッションは、サマービルよりもリラックス
した雰囲気であったが、これは国際事業部のマネージ
ャーが同席していろいろ質疑応答を適当にユーモアも
交えて補足してくれたからである。サマービルではい
ったんエンジニアに紹介されると、後は一対一のディ
スカッションでかなりの緊張を要したのである。
半導体関連のコンファレンスに出席するための旅行も
したが、これは一人旅なのでそれなりの緊張感を伴った
ものであった。今も印象に残っているのは、当時ペンシ
ルベニア大学で開催されていたISSCC（International

Solid State Circuit Conference）やNew Yorkで開催されて
いたIEEE Showの中でのコンファレンス、またChicago

で開催されるConsumer Electronicsのコンファレンスな
どである。ペンシルベニア大学の付属ミュージアムで
は、メソポタミア文明の遺跡から発掘された楔形文字
の土器が多数陳列されており、学会への参加者の一人
から、固体回路の学会でメソポタミアの土器を見ると
は思いがけなかったと話しかけられたのを思い出すが、
それは人類最古のROMであったと言えよう。
コンファレンスの雰囲気は、日本の学会に比較する
とかなり違うことも実感した。先ずスピーカの自信に
満ちた講演姿勢である。自分の研究成果をいかにアピ
ールするかについては、日本人よりはるかに上だとい
う印象をもった。また質問セッションはかなりワイル
ドなものであることも感心した。例えば、ある質問に
対する講演者の答えが終わると、別の質問者から

“You are wrong !”というコメントが入ってまたかなり
緊張したやり取りが続く。

1963年という年は、半導体デバイスの歴史で非常に
重要な発明が2つ発表されたことを思い出す。その1つ
はMOSトランジスタの発明であり、他の1つは半導体
接合レーザ現象の発見であったが、この2つの発明・発
見にはRCAのプリンストン研究所も参画していたので
ある。このような意味では、1960年代はRCAの絶頂期
ではなかったかと思う。
5．駐在員との交流
国際事業部には、筆者を含む日本のライセンシーか

らの駐在員やヨーロッパからの駐在員がいたが、神戸
工業の技術部長であった藤森 明 氏が、3ヶ月の駐在期
間中は特に親しくして頂いた。藤森 氏は何と筆者の親
しい先輩（神戸工業の半導体部門に就職）の結婚仲人を
されたと聞いて、正に世間は狭いと驚いた。この先輩
は、筆者が三洋電機の半導体工場に就職する契機とな
った方である。また現在、藤森 氏のご子息啓一氏が、
㈱藤森技研の経営者で半導体シニア協会の個人会員に
もなって頂いているが筆者が、半導体シニア協会に入
会するに至った契機を併せて思うと、正に“偶然と必
然”の細い糸という感を禁じえないのである。
当時イタリーのSGSからも2名の技術者が3ヶ月の駐

在で顔を同居していた。この1人はローマ大学物理学科
出身で、イタリア人の管理職であったが、他の1人はロ
ンドン大学の物理学科出身のまだ若い英国人であった。
当時SGSは、シシリー島に半導体工場があったのでよく
シシリーの話を聞かされたものである。ある時この若い
英国人が国際事業部のマネージャーと、激しい口論をし
ているのに遭遇した。この理由は何だったのかは解らな
かったが、英国人だから口論もできるのであり、日本の
駐在員にはなかなかできないと感じた。当のマネージャ
ーは“Today was a bad day”と愚痴をこぼしていた。
なお駐在員生活で忘れられないのはキューバ危機の

時である。サマービルの事業部ではラジオ放送が流さ
れ、刻々と状況が伝えられる中で、オフィスの誰かが
“It'is war”と叫ぶなど、一時はどうなることかと思った。
当時この危機回避にイニシアティブを発揮したJ. F.

Kennedy大統領は、それから1年後にダラスで凶弾を浴
びて落命したのであった。
6．おわりに
許された字数が非常に限られているため、ここで述

べたのは筆者のRCA駐在記のごく一部であるが、まだ
黎明期にあった半導体産業の一断面として、読者の参
考になれば幸いである。

10
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1．ライフプランの必要性
ライフプランは非常に大切
なものだが、あまりこだわり
すぎてもいけない。
「計画通りに行かないのが人
生。計画は変更するためにあ
る。」というではないか。しか
し、「なにが、いつどう変わる
かわからない。一寸先は闇だ。」
といって、無計画でよいのか
というと、これまた話が違う。計画をどうしても変更
せねばならなくなった時、どこからどのように変更す
るのかという変更の経路を明確にしておくために、ラ
イフプランが必要なのです。これがしっかりしていれ
ば、変更の時点で決断が早くなり、次の一歩を誤るこ
とも少なくなる。
ただ、これまでの人生と全くかけ離れた突前変異の
ようなライフプランを立てたところで、それはしょせん
絵に描いた餅。人間、生きて来たようにしか死んで行
けない。これまでいいかげんに生きてきて、死ぬ時だ
け立派に死にたいと思っても、それは無理な話です。
先に死に方を決めておくのも、ライフプランの立て方の
一手法です。しかし、このプランだけは神様しか実行
できない。自分のプランに出来るだけ沿って、実行して
いただけるように「お祈り」することが田端の日課です。
2．身体的・精神的に心がけること
身体的には汗をかくことをお奨めします。汗をかか
ないと、身体の中の老廃物が外に出ないで体内に蓄積
される。やがて汗腺も退化し老化現象が進行する。吸
収力の衰退よりも、排出力の減退の方が老化の原因と
して大きい。汗腺退化予防のトレーニングを続けてい
ただきたい。
精神的には、定年前後であまり変わらない一日を、
週1回持つことをお奨めします。ややもすると解放され
すぎて、いつが日曜日なのかわからなくなるのが定年

後。日々が濁流にのまれ流されて行く。田端は毎週日
曜日に、教会に通っている。教会では礼拝会場の準備
とあとかたづけを担当している。「一週間を礼拝から始
める」という定年前後で変わらない1日をもつことで、
非常に心強いものがあるという。おそらく、濁流に飲
み込まれないための、杭のような役割はたしているの
ではないかと想像している。
3．他人との付き合い方（ハートキャパシティの拡張ト
レーニング）
田端は、自分と違う意見をもっている人を、逆に大

切にするように心掛けている。人それぞれ顔の形が違
うように、考え方が違うのが当たり前。むしろ、考え
方が全く同じという方がおかしい。ところが実際の付
き合いでは、同意しあうほど関係は滑らかになる。波
風がたたない。お互いに馬が合うと思い込む。日本
的・村的発想に他ならない。専門分野や同族とだけは
関係を蜜にするが、異文化や異色の思想・発想は排除
するのと同じ。自分に向かってノーと言ってくれる人
の勇気を認めれば、素直に耳を傾けることが出来る。
この姿勢があってこそ、自らの視野が広がり、同じ角
度で人脈・交流も広がって行く。
4．逆転の発想（艱難－忍耐－練達－希望）
誰にでも運のない出来事に遭遇することがある。そ

れが連続する時期もあり絶体絶命の窮地にたたされる
こともある。こんなとき、口から出るのは不平と愚痴
だけでは、ますます気持ちが沈んで行く。田端はこの
ような時、考え方を逆転する。与えられた境遇に感謝
するのである。成長するための試練と受け取る。
順風満帆だけの人生などあるわけがなく、必ず逆風

が吹く時がある。この逆風を乗り切ることで逞しくな
り、次なる逆風も果敢に受けてたつことができる。さ
らに、この逆風の中から、思いもかけない進路を見い
だすことがある。このように考えることで、逆境の中
でも胸をはって前進して行くことができる。
5．誰も歩かなかった道を歩く（「東洋工学」探求の旅）
人間には歩く道が三つあるという。一つは自分が歩

いたことのある道、二つ目は自分は歩いたことはない
が、他に誰かが歩いたことのある道、三つ目は世界中
で誰も歩いたことのない道である。
この三つ目の道こそリーダーの道であり、定年後に

歩むべき道ではないかと田端は考えている。ついつい
選んでしまうのが第一の道である。同じ事を繰り返し
ながら若い人を押さえながら歩む。これを称して老害と
いう。田端は、記録もなければ地図もない第3の道を志
す。神さまが決めてくれる昇天の時まで、ひたすらこ
の第3の道「東洋工学探求の旅」を続けるつもりである。

田端剛爾氏
㈲恵パシフィックエンジニアリング顧問

田端剛爾氏
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組織
・上司に、『いいかっこ』をさ

せよう：内部では、意見の相
違があって激論を闘わしてい
ても、上司が外部に対してい
るときは全面的にバックアッ
プしよう。これは上司のため
ではなく、グループ全体のた
め。最近の政治家とかマスコ
ミ関係にはこういうことがわ
かっていない人が多い。
・上司の指示に満点を求めるな：上司の指示が70点く
らいに思えると、100点に向かっての意見を主張（それ
も上司のいないところで）する人がいる。一見正しい
態度のようにも思えるが、組織の全員がそれぞれ最善
と考える方法を主張すれば、方向が定まらない。上司
の指示の内容が合格点に達していれば、小さいことは
後にして、全員、それに集まろう。
・出る杭はやはり打たれる：「出る杭を求む」という
上司がいても、それに乗って、好きなことをするのは
やめた方がいい。上司が求めているのは、平均的では
ないが上司のめがねにかなう人であって、上司の意に
逆らう人ではない。上司に受け入れられれば、もはや
出る杭ではない。出る杭はやはり打たれる。
・トラブルを全部報告しますか：いくら本当のことを
言えといわれても、自分が完全に処理できて、責任を
とる自信のあるトラブルについては、報告しない方が
いい。もし、トラブル処理がぜんぜんできない人であ
れば、組織の一員ではない。また、全員がすべての問
題を報告すれば、聖徳太子でない上司はオーバーフロ
ーする。
・子には、親の心はわからない：『親の心、子知らず』
という言葉がある。親がどれだけ自分の子供のことを思
っているかを子供は理解していない、という、どちらか
といえば、子供に注意するときに使う言葉。でも、考え
て見ればあたりまえで、親は子であった経験があるが、
子には親の経験がない。――ここで、親を上司に、子を

部下に置き換えてみましょう。
仕事
・趣味を仕事にしないこと：趣味は仕事、という人が
いる。本当にそうなら、仕事への参加費を出してもい
いはず。仕事というのは、肉体と精神を提供して給料
という代償を得るものである。だとすれば、特にサラ
リーマンにとっては、仕事に疲れたときの逃げ場が必
要。ひとりでできる趣味であればなおよい。
・イヤなことは、前へ：『振り下ろす、剣のしたは深
み川、踏み込んでこそ浮かぶ瀬もあれ』――これは決闘
の極意。サラリーマンとしては、自分にとって不利で、
いやな仕事はできるだけ避けよう。どうしても避けられ
なければ、仕方がない、諦めて、前進すること。引くと
どんどん不利になる。
・失敗を恐れよ：失敗すれば、自分にとっていろいろ
不利なことが起こる。さらに、他人に迷惑をかける。
他人に迷惑をかけることもよくないが、それよりも、
自分が他人に迷惑をかけるようなレベルの人間になっ
てしまうことの方が大きな問題。
自己研鑚
・おしゃれは、年を取ってから：若いときには、おし
ゃれをしようとしても自分の若さに負けてなかなかう
まく行かない。年を取ってから、特に男性は、おしゃ
れをしよう。年齢から来る自信と落ちつきと、センス、
それに適度の財力を加えられれば、立派な形が作れる。
・あがらない方法：緊張するとあがるというが、事前
準備を徹底して、自分で極度にプレッシャーを掛けて、
どこへも行き場がないというレベルまでもっていけば、
あがる余裕もなくなる。
その他
・自前の意見を持つ。でも、それは正しくない。：何
事に対しても自分の見解、意見を持ちたい。ただし、
それを正しいと信じてしまうと進歩が止まる。意見を
持って、結果を知って、それを材料にして、質を上げ
ていこう。
・生き方：若いときは、自己をしっかり見つめて、ま
わりに振り回されないようにする。年を取ると、パワ

会社生活三十有余年
石野喜英会員

石野喜英会員

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。

会員現況（1月9日現在）
個人244名、賛助38団体



ーが不足するので、他人から情報を取る。これを、『若
いときは霞を食って、年を取れば人を食って』生きる
という。
・鏡に向かって笑う：仏頂面をして、不機嫌にすごし
ても1日、笑顔で楽しく過ごしても、1日。朝、落ち込
んでいるときは鏡に向かって笑おう。ばかばかしくて
気がまぎれる。
・主婦感覚の政治：政治ほど難しいものはない。素人
にできるものではない。まして主婦感覚の政治なんて
ものはない。主婦が政治家になるのは悪いことではな

いが、まず、勉強して政治感覚を身につけてほしい。
いま、主婦感覚の政治家が多すぎる。
・自然科学の難しさ：人間は自然の中の存在のひとつ
である。したがって、自然を完全に制御することは理
屈からいってできない。自然に対するときには、この
事実を認識する謙虚さが必要。
・かなわない夢：夢を持ちつづければ必ずかなうとい
う人がいる。でも、夢がかなってしまえば、それから
はすることがない。夢というのはかなわないもので、
それを追いつづけるのが人生ではないでしょうか。
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まえがき
私は現役時代、海外出張中の週末にグリンデルワル
トへ行ったことがあります。この時「絵葉書より美し
い」という感動を経験して、定年後に再度訪れて見た
いという夢を持っていました。1999年6月に定年を迎え
て、ようやく夢が実現するようになりました。2000年
のハワイでのロングステイに続いて、2001年6月には、
憧れのスイスでのロングステイを計画しました。私が
作った「スイス準備編」を皆さんにマニュアルとしてお
使いいただけることを期待して、図1の「準備の流れ」
に従ってご紹介して行きたいと考えています。
1．最初の情報収集
最初の情報収集は図2に示すスイス政府観光局のホー

ムページにアクセスして資料を送ってもらいました。
資料を申し込むと運賃着払いで送ってくれます。私

は以下の資料を送ってもらって400円程でした。
・スイスへようこそ
・スイストラベルシステム
・スイスホテルガイド
・スイスひとり旅ガイド
・クリスタル・パラミック・エクスプレス
・氷河特急

2．滞在地を選ぶ
滞在地や滞在期間は滞在目的と絡み合って決まるもの

です。私の場合は、美しい自然に触れることとトレッキ
ングを目的に図3に示す滞在地と滞在期間を選びました。
選んだ滞在地での行動のポイントを図4にまとめました。
3．詳しい情報を集める
滞在地が決まりましたら次は更に詳しい情報収集で

す。今回は図5のインターネットの情報源と以下の書籍
やビデオを使いました。

読者の広場
ロングステイマニュアル－スイス準備編－

早川征男会員

図1 準備の流れ

図2 最初の情報収集先

図3 滞在地の選択と目玉

図4 滞在地での行動のポイント
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①旅行案内書
・地球の歩き方44（スイス、ダイヤモンド社）
②書籍
・アイガー北壁・気象遭難（新田次郎、新潮文庫）
・アルプスの谷アルプスの村（新田次郎、新潮文庫）
・スイス個人旅行術（池田光雅、双葉社）
・スイスロングステイの楽しみ方（鈴木光子、NTT

出版）
・スイスアルプス・ハイキング案内（小川清美、山
と渓谷社）

③ビデオ
・ヨーロッパ・アルプス（山と渓谷社）
4．移動日程表を作る
滞在地、滞在期間が決まり地域の情報が集まります
と全体の滞在日程のイメージが出来上がります。この
イメージに基づいて滞在地の宿泊日程と移動日程を作
成します。移動日程や日々日程を作るときには図5に示
すスイス国鉄のホームページのインターネット時刻表
は大変有効です。このインターネット時刻表の画面を
図6に、使い方を図7に示します。
インターネットが使えない場合でもスイスの公式時
刻表は国内で入手できます。公式時刻表の入手の仕方
を図8に示します。
今回作成した移動日程を資料1に示します。

（次号につづく）

図5 項目別情報源

資料1 移動日程

図6 インターネット時刻表使いこなし術

図7 インターネット時刻表使いこなし術

図8 公式時刻表の購入
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2002年秋季SSIS半導体工場見学会は、ソニーセミコ
ンダクター九州㈱熊本テクニカルセンター（熊本TEC）
にて、SSIS賛助会員14名、個人会員17名、地元熊本企
業8社8名合計39名の参加のもと2002年10月17日（木）
14：00～16：00実施された。
見学に先立ち、ITとAV設備が整えられた大会議室に
て松本博行副社長から歓迎のご挨拶とソニーセミコン
ダクター九州㈱のご紹介、楠田忠広常務から熊本TEC

の詳しい説明、ビデオによる「ゼロエミッション等熊
本TECの環境配慮」が上映された。

熊本TECは、主としてデジタルスチルカメラ用CCDと
プロジェクター用TFT LCDの映像デバイスの設計、開発、
製造、サービスまでの一貫体制の一大拠点である。
CCD

CCDはカムコーダー、デジタルスチルカメラ、スキ
ャナー、カメラ、最近では携帯電話や自動車にも搭載
され、映像の入口としてその用途は広がっている。ソ
ニーのCCDはワールドワイドの60％以上のシェアを誇
っている。熊本TECではデジタルスチルカメラ用オン
チップマイクロレンズの最適化による高感度、高性能
を実現したSuper HAD CCDを生産している。
LCD
これからの画像情報出力デバイスの中心を担うプロジ
ェクター、ビューファインダー、プロジェクションTV

用の高温ポリシリコンTFT LCDに特化した生産を展開し
ている。最近発表した0.9型XGAパネル（1024H×768V）

もこの300 mmウェーハラインで生産が開始されている。
ミニFab、300 mmウェーハ量産ライン
半導体は高集積化とともに世代交代のサイクルが短い

ため工場建設から製品出荷までの期間の短縮が市場競争
力を左右する。熊本TECはこの基本的な考えをもとに徹
底したコスト競争力の強化を目的とした、ミニライン構
想のもと、ソニー初の300 mmウェーハ量産ラインを導
入した。そして、地球環境に優しいFabとしてゼロエミ
ッション、ISO14001認証取得を達成している。具体的
には新生産方式のモデルはミニライン方式、各設備能力
の最適化、少フットプリントの設備、搬送ロボット等の
正確な工程管理等によって、①TAT（ターンアラウンド
タイム）：1/3、②処理時間：1/2、③コスト：1/2、④エ
ネルギー：▲60％を達成していると説明を受けた。
見学会後の懇親会
見学会後の宿泊懇

親会は阿蘇の入口に
ある大自然に抱かれ
た良質の天然温泉宿
泊施設アソシエート
で22名の参加者で行
った。参加賛助会員
による会社紹介に始
まって、熊本県の紹介、日本半導体産業のこれから、
協会SSISのあり方まで和やかな雰囲気の内に懇談が弾ん
だ。また、熊本県様から多分の日本酒、焼酎等を差し入
れいただき、その中で焼酎“鳥飼”が大好評であった。
幹事反省と参加者の声
工場見学会の参加者数はほぼ募集人員で盛況であっ

たが懇親会と親睦ゴルフコンペ（9名参加）の参加人数
が少なかった。会費がすべて参加者負担のため、会費
の設定と相当する企画が難しい。しかしながら参加者
皆さんの「最新の半導体工場はVIPでなければなかなか
見学させて貰えない。SSISだから出来た」「有意義な工
場見学、楽しく過ごせた懇親会」「非常に良い企画だっ
たと思います。次回の企画大変でしょうが楽しみにし
ています。」等の声に励まされ、次回も皆様に喜んで頂
ける企画をします。
謝　辞
今回の見学会の企画にあたり、熊本テクニカルセン

ターをご紹介いただいたソニー顧問牧本次生様、見学
会の企画運営をご協力いただいたソニーセミコンダク
ター九州株式会社熊本総務部の皆様および熊本企業の
参加を呼びかけてSSISを紹介いただいた熊本県企業立
地課の皆様に心から感謝を申し上げます。

（SSIS文化活動担当運営委員　鎌田晨平）
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新春のおよろこびを申し上げます。
新しき年を迎え、今年こそ良い年でありますように
と、誰しも祈念されていることでしょう。
気がつけば、私も半導体業界に身を置いて42年が過

ぎようとしている。シリコン技術第一世代である。上
司から渡され、手にしたウェーハは、丸くはなかった。
一辺20ミリ弱のおむすび形であった。上司は、何か素
子を作れという。すべてに夢があった時代である。
昨年10月に開催された、SSIS研修会のテーマ「半導
体産業の課題・半導体産業の構造改革に向けて」を拝
聴し、会場との熱い質疑応答を聞くうちに、いくつか
の歌謡曲が私の頭を過ぎった。菊地章子の「星の流れ
に身をうらなって・・・」やカラオケでよく歌った大
川栄策の「さざんかの宿」であった。「くもりガラスを
手で拭いて あなた明日が 見えますか・・・ああ 他人
の妻・・・」。恋人（半導体）を、米国から一度は奪っ
て妻にしてみたものの、若くて力強い韓国や台湾勢に、
奪取されてしまった。少々自虐的で女々しいと思うが、
自戒の念も込めて考えてみたのである。
中国の古典に「一年の計は春にあり」とある。何故妻

を他国に奪われてしまったのか。新年を迎えるにあた
り、反省してみる事も必要であろう。

1987年、ある米国人社長から、「やがて半導体産業は
日本でなく、韓国の時代を迎える」と聞かされた。実
は、前年の86年には「日米半導体協定」が締結され、日
本のIC生産高は、米国を抜き世界1位になっていたので
ある。そして85年から始まった世界的半導体不況も87

の半ばには景気回復し、90年まで続くのである。最盛
期には、世界半導体シェアも50％を超え、日本の春を
謳歌していた時代であった。だから韓国の時代と言わ
れても正直に言って納得出来なかった。
その後、92年に欧州の某装置メーカの社長から、

「2000年には、日本の半導体シェアは25％前後に低下す
る」と聞いた。私は彼に問い質した。「それは日本の大
手企業が半導体から撤退すると言う事か？」。「そうな
るは思わないが、米国の某調査会社の社長がその様に
言っている。」と彼は言った。この調査会社の社長と私
は、旧知の間がらであった。彼に手紙を書こうとした
が、仕事にかまけて何時しか忘れてしまった。

91年には、日本のバブル景気が弾け、半導体景気も
後退して行った。しかし93年には、米国と韓国の企業が

大型投資を行っている。不景気な日本を避けて、日本の
製造装置企業は販路を海外に求めて、本格的に輸出を開
始した。背に腹は変えられないからである。この年の後
半にウインドウズが登場し、パソコンブームが起こって
いる。IT時代の到来である。この時代辺りが、日本の半
導体デバイス産業にとってのターニングポイントであっ
た。バブル経済崩壊時に、某調査会社・社長は次のよう
に予測したのであろう。日本企業はいずれ設備投資を抑
える。一方米国と韓国は積極的投資を行うので、これが
いずれ企業の体力差となって現れるとしたのであろう。
日本が大型設備投資を開始したのは、94年の後半頃から
である。少し遅かった。またファブレス企業の登場は、
製造専門企業の必要度を加速した。

95年には台湾企業の大型投資が開始された。予想に
反して生産性が高かった。いよいよ群雄割拠の時代に
突入して行ったのである。国全体の体力が落ちた日本
よりも、昇り龍の如くに勢いづいた外国企業に、妻が
魅力を感じるのは、致し方がないことであろう。もう
一度妻は、日本に戻って来てくれるであろうか。それ
とも新しい恋人を見つけて、一節太郎のように、「逃げ
た女房に未練はないが・・・」と歌えるのであろうか。
ここで驚くべきことは、外国企業は日本企業の弱体

化を予測し、独自の戦略と戦術で日本打倒を目指して
いたことである。栄耀栄華を誇っていた時代、果たし
て日本は、外国企業の台頭を視野に入れた、ビジネス
展開のための戦略と戦術を立案していたであろうか。
新しい戦略を駆使する織田信長をみくびった、名

門・今川義元や朝倉義景になっていなかったであろう
か。一度は「三方ヶ原の戦い」で武田軍に敗北した徳川
家康が、最後に天下を取った例もある。家康は、教訓
として武田の戦法を学んでいたと伝えられている。
半導体産業自体は明らかに、グローバルな産業であ

る。したがって世界が競争相手である。そのため半導
体産業の再生に向けて、世界の市場で生き残れるシス
テムづくりをすべき時が来ている。このことは、デバ
イスメーカだけでなく、装置メーカ、材料メーカも然
りである。今一人一人の英知が求められている。大学
を出てからシリコンを恋人とし、妻として来た者の、
新年を迎えてのみみずの戯言である。 （H.H）
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