
2003年度総会の開催にあたって
1月29日　年次総会開催

東京千代田区の学士会館にて

去る1月29日、東京千代田区学士会館で協会定例の年
次総会が開催されました。川西会長から挨拶があり、
引続きSEAJ日本半導体製造装置協会の会長大坪氏から
来賓のご挨拶をいただきました。

来賓ご祝辞
ただ今ご紹介いただきまし
たSEAJ、日本半導体製造装置
協会の会長をやっております
大坪でございます。ご承知の
ように昨今の半導体の状況は
あまりぱっとしないというか
大変な状況です。去年、一昨
年と2年続けてかなり厳しい状
況でございまして、今年の3月
までの製造装置でいいますと

6％ぐらい伸びるかと思っていたものが3％ぐらいにな
るという状況です。
では、これからどうなるかということですが、私は非

常に良くなると思っております。私だけでなくそう思っ
ている人が増えてきていると思います。どういうことか
といいますと、今の不況は従来のサプライサイドの供給
過剰によるものではなくて、パソコンと携帯電話が停滞
したことによる需要サイドの停滞が非常に大きな原因
です。
もう一つ考えられることは、日本の半導体がちょっ

と元気をなくしてしまって、これからどうなるかとい
うことと重なって今の状況になっています。日本の半
導体は技術もマネジメントも世界一だと私は思ってい
ますが、いくつか欠けていたこともあるわけです。そ
れが一応整備されましたので、今年は日本半導体復活
元年になると確信を持って申し上げたいと思います。
何がそうするか、いくつか理由があります。まず日本

政府とわれわれが一緒に日本の半導体を復活させようと
いう意思を持ちまして、「みらい」、「はるか」、「あすか」、
いろいろなものを去年立ち上げました。科学技術の振興
についていろいろなタイプの会議もできました。
また、パソコンのあとに来る新しい商品はほとんど

全部、日本勢が非常に強いパワーを持っています。デ
ジタルカメラ、ロボット、車載、カメラ付き携帯電話、
何よりもデジタルテレビ、これらは従来のいわゆる第1

ティアと言われていた半導体のメーカーでなくて、ソ
ニー、シャープ、エプソン、松下、こういった家電メ
ーカーがリードして、これから半導体をやってゆく。
そこへ三星が一緒に入ってくる。こういう構図になる
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と思います。これからの10年間は日本半導体の黄金時
代になると思っているわけです。従って、これについ
てはわれわれ製造業界も大変プラスになります。
もう一つは、微細化についてのめどがだんだん立っ
てきた。特にリソグラフィについて一応めどが立って
きたということがあります。従って、半導体の進歩が
そこで停滞することはなくなったわけです。停滞する
どころか、もっと安いものができてくる。そのために
投資の幅が広がるし、今言った事柄に共通しているユ
ビキタス社会についてのインフラが整ったということ
があります。
更に中国の投資、これは日本の半導体の代替投資と
いう性格が非常に強い。日本のIDM宛の投資を中国が
やっているわけです。これだけ大きなデフレの発生源
である中国が生産拠点として非常に強くわれわれをサ

ポートすることになります。これは非常に大きく利く
だろうと思っています。
そのほかにも日本で今までは遅れていたマネジメン

トの問題、つまり意思決定を素早くしてお金を市場か
ら自分で持ってくる。ここの部分が非常にはっきりし
たかたちになって日本で再構築されたわけです。合併、
あるいはNECさんのように分社して資金調達ができる。
これで世界各国の半導体メーカーと互角なかたちにな
りました。ほとんどのものは全部そろって、あとは時
間が経過するのを待っていればいいという状況です。
これをわれわれは、ここにご列席の諸先輩の暖かい

ご指導のもとで頑張っていきたいと思っているわけで
す。簡単ではございますけれど、現状をちょっと報告
させていただきましてご挨拶に代えさせていただきた
いと思います。
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私の予測－世界経済は停滞の
時代に入った
人の予想には限界がありま
す。激変する世界において、
ロジック通りには経済は変動
してくれません。本日は、ア
ナリストとしての先行きに対
する予測の背景となるもの、
経済や株式市場、あるいは産
業といったものがどういう理
屈で組み立てられ、構成されているのか、合理的な説
明に必要な要素を取り挙げてみたいと思います。
私の予測を結論から述べますと、3つのポイントがあ
ります。まず1つめは、世界経済は今後2、3年あるいは
10年の長期にわたって、停滞の時代に入ったと考えて
よいだろうということ。日本はバブル崩壊から10年を
経過し、世界の劣等生のように言われていますが、角

度を変えれば日本は追随してバブル崩壊を迎えた世界
経済の先端を走っているという見方もできます。

2つ目は、日本経済の今後のシナリオとして可能性が
高いのは、世界大恐慌の引き金ともなりかねないデフ
レスパイラルではなく、停滞したゆるやかな推移の中
でのデフレ均衡であろうということ。
そして3つ目は、日本経済がデフレ均衡を保つことに

よって、下降する他国の経済に対して、相対的に浮上
していくだろうということです。これら3つのポイント
について説明を加えていきたいと思います。
世界の中で見たバブル経済
過去20年間の日本経済とアメリカ経済の株価の推移

を比較してみます（図1）。10年の期間を隔てて、非常
に似た曲線を辿っていることがはっきりと読み取るこ
とができます。この曲線のカタチを分析してみると、
それぞれの伸びの入り口に金融政策の変更があったこ
とが分かります。日本は1985年のプラザ合意の年、ア
メリカでは1995年にロバート・ルービン氏が財務長官
に就任し、強いドルこそ国益をもたらすとの考えから
為替政策を大きく方針転換したことをはずみとして株
価が急速な上昇を始めています。
ピークの手前に谷間があるカタチもよく似ています。

日本では1988年に国際協調の観点から異常ともいえる
金融緩和を打ち出しました。アメリカでも同様のこと
が言えます。そして、下降に追い討ちをかける谷間が、
91年の湾岸戦争と、2001年の同時多発テロといった具
合です。ただし、ネットバブルの崩壊以降もアメリカ
経済は堅調ではないか、日本とそこが違うというご意
見もあると思いますが、しかし、これは住宅ローンな
どの個人向け貸し付け、すなわちリスクのない融資に

世界デフレ時代の日本経済と株式
武者陵司氏（ドイツ証券チーフストラテジスト）

武者陵司氏



よって堅調という、極めて異常な状態と考えた方がよ
いでしょう。ニワトリに例えるならば、金の卵を産む
メンドリ（企業部門）ではなく卵を産めないオンドリの
みに餌を与えているような状態。所得を生めない個人
が借入をして家を建てるというのは、全体としては借
金が膨らんでいくに過ぎません。
日米のみを比較しましたが、1993年のメキシコ、95

年から97年にかけてのアジア諸国、98年のロシアと、
1990年代の10年間で、他の諸国でもバブル経済を経験
し、崩壊を迎えています。日米の類似した曲線、90年
代の相次ぐバブルの出現を俯瞰したとき、日本のバブ
ル経済とその崩壊は、日本固有の原因を含みつつも、
世界経済の大きな流れの中で起こった現象ではなかっ
たかというのが、まだ少数派の意見ではありますが私
の見方です。
経済介入によって演出されたインフレ時代の終焉
次に、これまでは金融緩和によって経済成長への期
待が高まり、インフレ化し、金利が上昇していくのが
セオリーと考えられてきましたが、果たして本当にそ
れが普遍的なことなのか考えてみたいと思います。歴
史的な位置づけから見てみましょう。過去200年を遡っ
て物価の推移を示したのが図2です。
これを見ると、物価が上昇するインフレの期間の方
が明らかに短い。インフレが経済の流れの中で決して
普遍的なものではないということが分かります。物価
が上昇を始めたのは1950年以降。実はインフレの方が

異常な事態で、今それが終わりつつあるという見方が
できるのではないでしょうか。
では、なぜ1950年以降の半世紀がインフレの時代で
あったのか。これは政府の経済介入の賜物です。意図
的に需要を作って借金をすることが当たり前になった。
そのツケが財政赤字やインフレというわけです。金本
位の通貨制度を放棄し、管理通貨制度を柱とした金融
政策が、この半世紀の経済を支えてきたといえるでし
ょう。
アメリカが世界経済の中心とするならば、アメリカ

が借金をして経済を活性化させることで、対米輸出を
柱とする日本をはじめとした国々も成長してきたわけ

3

図1 日本経済とアメリカ経済の株価推移

図2 米国マネーサプライと生産者物価



ですが、いいことばかりには終わらない。それがイン
フレで、行き場を失ったお金が様々な資産へと流れ、
そしてバブルが発生したというわけです。いま起こっ
ていることを歴史上の因果関係の中で見ることは非常
に重要なことだと思います。
日本経済がデフレ均衡時代に入る理由
先に日本経済が世界恐慌の引き金になる可能性は低下
したと述べました。そのいくつかの理由を説明します。
まず企業収益の低下が底入れしたことが挙げられま
す。企業の収益は過去10年間低下を続けてきましたが、
一方で限界利益率は上昇しています（図3）。限界利益
率は粗利に置き換えてもいいわけですが、限界利益率
が上昇しているということは、売り値が下がる以上に
仕入れコストが低下していることを示しています。で
はなぜ、収益が好転しないかというと固定費の負担率
が上昇していることが大きな原因となっていました。
しかし、それもついに減少しはじめています。リスト
ラが進んで、賃金抑制が本格化し、地方自治体までが
賃金を抑制しはじめた。遅れていた賃金メカニズムの
変更が進みつつあります。これは一方的な収益悪化に
歯止めをかけるという意味では好材料です。
また、バブル崩壊当初、バランスの大きく崩れた内
部資金と設備投資のバランスが、ここにきて落ち着い
てきたことが伺えます。
さらには、輸出が伸びていることも注目されます

（図4）。アジア向けの輸出が増加傾向にあり、韓国に対
して黒字、中国に対しては大きな赤字かと思えば、香

港経由のものを含めるとそうでもない。これは日本で
しか作れないものがまだ多くあって、高値で輸出され
ているために相互補完されている状態といえるでしょ
う。この状態が恒常的なものとはいえないまでも、少
なくともあと5年は続くと予測しています。
これらの要素から、大きな上昇の予測はできないな

がらも、今の安定したデフレ均衡という状態が続き、
世界恐慌の引き金になることはないと考えています。
図5は、1929年の世界恐慌のプロセスを示したもので

す。日本の今日の不況に類似する点を散見することが
できます。ただし、決定的に異なるのは、日本の場合
これだけ金融経済において劇的な変化と痛みを伴って
いても、生活水準はほとんど傷んでいないということ
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図3 日本企業の利益構造（1311社）

図4 日本の貿易収支と輸出の伸び率



でしょう。それはなぜか。金利が劇的に下がったこと
によると考えられます。投資家も投資のリターンに対
して法外な期待を抱かなくなってきました。これは、
デフレ均衡を受け入れる体制が整いつつあると見るこ
ともできるでしょう。
今の米国はデフレスパイラルになる可能性が高いと
予想しています。バブルが潰れてデフレ経済下にある
状況は同じですが、日本と違って債務国です。景気が
悪い、デフレだといっても日本のような超低金利政策
には踏み切れないのではないかと考えるからです。
株式市場は期待感によって大きく左右されます。デフ
レ均衡によって安定した日本経済が相対的に浮上してく
れば、日本に対する期待も、大きくはなくとも、好転し
ていくことが考えられます。日本は列後ランナーではな
く、先頭ランナーと言えるのではないでしょうか。

質疑応答
質　問　デフレとデフレスパイラルの関係
武者氏　デフレとは物価下落現象、所得が不変ならば
購買力が高まるので、いいことです。私の意見は、世
界の歴史は物価下落の歴史、物価が下落したおかげで
豊な生活ができるようになった、というものです。
デフレスパイラルは所得と需要の悪循環が物価下
落を起点として起こります。デフレだから次はデフ
レスパイラルだ、恐慌だというわけではありません。

第3の安定的な道があるはずです。一番可能性が高
く、持続期間が長そうなシナリオは、デフレ状態で
ありながら経済の安定が続くというものです。過去
何年間かの日本はそのような状態だったといえます。
先ほどデフレの被害者だとおっしゃった方がいま
すが、年金の受給とこれまでに蓄えた資産をお持ち
の高齢者はデフレの利益者ではないかと思います。
金利は下がりましたが、実質的な資産価値は高まっ
ています。現状をあまり悲観的、被害的に見る必要
はないのではないでしょうか。
質　問　低金利政策かインフレターゲットか
武者氏　今の日本の安定を支えている一番大きなキー
ポイントは、ほとんどリターンを求めない資本家の
存在です。謙虚なリターン、この低金利がすべての
安定の大本にあります。時間をかけてなんとか経済
運営をしていくということであれば、低金利が最大
の政策の合意でなければいけません。
新聞によく出てくるインフレターゲットや円安は、
金利を上げる条件を造ろうというものですから、い
まのバランスを壊し、企業に多大なダメージを与え
ます。一、二年前まではそのような手段もあるので
はと私も考えましたが、世界経済がますます危機に
なる今では到底選択肢になりません。日銀の議論が
一番論理的で、責任という観点から首尾一貫してい
ると思います。
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図5 大恐慌展開のプロセス



1月29日　年次総会開催
東京千代田区　学士会館にて

総会報告
2002年度活動報告・2003年度活動計画

2002年度活動総括報告は、梅田運営委員長により報
告がなされ、会計報告は山根幹事より報告がなされ承
認された。2003年度活動計画の基本方針は梅田運営委
員長より、各委員会活動計画は各委員長より説明され、
予算については山根幹事より提案された。その概要に
ついては以下の通り。

I. 2002年度活動報告
【活動の総括】

2002年度は、半導体産業がかつてない程の不況な状
態にあることを見通して、私たちの半導体シニア協会
の活動を暖かくご支援していただいている賛助会員様
の賛助会費を30％削減させていただき、全賛助会員様
のご協力が得られました。
そうした対前年度比30％減の緊急予算の中で費用効率
を常に考えながら積極的に活動致しました結果、ほぼ予
算内で多くの活動と成果をあげることができました。
のちほど各委員の方から詳しい報告を致しますが、
研修会は東京、大阪で定期的に行われ、好評を博し、
半導体シニア協会の会誌「アンコール」は隔月に定期的
に発行され、その内容の充実については皆様ご覧の通
りであります。
関西地区の活動として2002年6月19日SEMI Forum

Japan（大阪）に半導体シニア協会は単独参加し、一日
中満員御礼の盛況にありました。現役半導体関係者も
多数参加され、半導体シニア協会が我が国半導体産業
に貢献している姿勢を実現しました。
ライフプランは著名な方々をお招きして貴重なお話を
伺い、文化活動としてはソニーセミコンダクタ九州㈱
の工場見学をさせていただき賛助会員14社、熊本現地
企業8社が参加されました。
提言グループは我が国半導体の発展に向けて提言を
アンコールに発表いたしました。
わが国半導体の大きな転換期を迎え、大手賛助会員
様から「今こそ半導体シニア協会に多く期待する」と期
待される3社から現役の社員会員として参加させたいと

要望され協会の名称変更の要請もありました。半導体
シニア活動をより充実すべく、運営委員会にタスクホ
ームチームをつくり半導体シニア協会のあり方につい
て検討を重ねました。
その結果、財産基盤の強化が最重要と結論し、今後、

会員の増加を図るために会費を15,000円から10,000円に
引き下げるなどをまとめました。これらの結果につい
ては2003年度の計画に折り込むことに致しました。
【活動内容】
1．会員状況

2．主要な協会運営総括
（1）年次総会　1月23日学士会館（東京神田）
（2）運営委員会　毎月第2木曜日
（3）諮問委員会　12月25日
（4）賛助会員連絡会　7月8日
3．委員会活動
3.1 研修委員会

従来採り上げられなかった新しいテーマ（下記＊印）
で研修セミナーを開催し、多数の参加者を得た。

1月　総会　特別講演会の企画と司会
3月　シリコン結晶技術に関連する研修セミナー＊
5月　ISSCC2002年の概況報告＊
7月　賛助会員説明会　特別講演会の企画と司会
8月　携帯電話の技術市場動向＊

10月　半導体産業の課題（経済産業省から見た競争力
強化策）

12月　半導体商社論＊
詳細はホームページ（以下HPと略）またはEncore誌を参照

3.2 編集委員会

報道性の向上を目指し、総会とSSISシンポジウムを
それぞれ3月号と7月号に特集した。また講演について
は臨場感をもった原稿の制作に努めた。 情報交換の場
として「読者の広場」の活用につとめ、投稿件数が1件
から4件へ増加した。
3.3 広報委員会

協会と会員間の相互交流を目指し「通信会員制度」
を立上げた。12月現在のHPへのアクセスは18,666件に
達した。
3.4 ライフプラン懇談会

講師と実施月（詳細はHPまたはEncore参照）
2月　渡辺賢亮　イーメッツ社長
4月　角野浩二　東北大学名誉教授
6月　伊藤雄一　元TI管理本部長
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2002年1月10日 2003年1月10日

個人会員 247名 244名

賛助会員 42団体 38団体�



7月　若槻泰雄　元玉川大学教授
9月　田端剛爾　元住友重機常務

11月　西村吉雄　東京大学教授
3.5 関西委員会

研修会（4月と11月）及びSSISシンポジウム（6月）と
計3回実施した。計289人と過去最高の出席者で、関東、
中国、四国、九州からも広く参加された。
3.6 提言・提案グループ

協会としての意見、コメントを発信するグループを発足
した。第1回のまとめはEncore No.26（9月号）へ掲載した。
3.7 文化活動委員会

10月、半導体工場見学会及び懇親会、さらに第5回
SSIS懇親コンペを阿蘇東急ゴルフクラブで実施した。
3.8 半導体教育交流会

会員の知識、情報、経験等を持ち寄り相互に高め合
い、講習、教育内容を充実させることを趣旨として発
足した。半導体専門家に付与する“資格認定”制度を作
る方向で事前調査、情報収集を行った。

II. 2002年度会計報告
2002年度の会計報告を表1に示す。

III. 2003年度役員の選任
承認が得られた。詳細はホームページに掲載いたします。

IV. 2003年度活動計画
【基本方針】
本年度も半導体市況は厳しい状況が続くと見られ、
賛助会員様の負担を軽減するため、昨年度に引き続き
30％削減の年会費でお願いすることに致したい。
よって予算も昨年規模と同じ17,500千円で運営を致します。
半導体シニア協会の活動内容についてはのちに各委
員長より詳細を説明いたしますが、基本的には昨年と
同様な活動を行う予定であります。

2002年度の活動総括説明で一部述べましたが賛助会
員から期待されている協会活動の実現と会員皆様がよ
りよく活動していただくために、当半導体シニア協会
のあり方について、タスクフォースチームで検討し、
運営委員会でも承認されました次の目標の実現に向け
て会員の皆様と一緒に努力して参りたいと思います。
①財政基盤の強化、年収入3,000万円の目標に向かって
賛助会員様の増強と新人会員の増加を図る。
②会員数の増強のために会費、15,000円を10,000円に値
下げする。現在の約240人の会員を1,000人へ増強す
る。2003年は少なくとも100名の増強を行う。
③賛助会員の現在38社を100社に増強する。
④現役の人の入会を促進する。

⑤協会運営の強化を図るために運営委員長の下にステ
アリングコミティを設ける。
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表1 2002年度会計報告

収入の部 予算 実績
科目 16,210,000 20,266,487

1．会費収入 14,700,000 15,962,500

個人会員 3,300,000 3,412,500

賛助会員 11,400,000 12,550,000

2．参加料収入 1,500,000 2,803,500

研修会 1,000,000 2,433,500

総会 500,000 370,000

4．雑収入 10,000 487

3．寄付 － 1,500,000

支出の部 予算 実績
科目 17,960,000 19,221,930

1．活動費 9,700,000 10,821,316

求人求職サポート活動費 0 0

ニュース発行費 2,800,000 2,333,618

集会費 3,400,000 4,759,780

総会費 800,000 816,637

研修会費 2,600,000 3,943,143

（東京） 1,600,000 1,430,688
（大阪／SFJ） 1,000,000 2,512,455
文化活動費 0 36,260

図書資料費 0 0

分科会費 1,000,000 455,178

ライフプラン懇談会 300,000 415,178

提言グループ費（新） 500,000 40,000�
教育交流会費（新） 200,000 0�
その他分科会 0 0

運営委員会費 200,000 1,000,175

委員会交通費 1,200,000 1,517,455

活動振興費 100,000 41,410

通信費 1,000,000 677,440

2．管理費 8,160,000 8,269,364

業務委託費 7,560,000 7,560,000

事務所維持費 0 0

ホームページ維持費（新） 400,000 418,800
消耗品・コピー費 200,000 290,564

3．雑費 100,000 131,250

差額 －1,750,000 1,044,557
シニアファンドより繰入 1,750,000 －1,044,557
収支差額 0 0

＜シニアファンド＞  

期首（前期より） 18,017,311 18,017,311

一般会計より繰入  1,044,557�
利子収入 0 30,183
支出 1,750,000 0

期末（次期へ） 16,267,311 19,092,051
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【主要な協会運営総括】
1. 年次総会　2003年1月29日（木）学士会館
2. 運営委員会　毎月第2木曜日開催予定
3. 諮問委員会　年2回開催予定
4. 賛助会員連絡会　年1回開催予定

【各委員会の活動】
各委員長より説明
1．研修会（研修委員会）
次の2テーマを重点に採り上げたい。①国際的競争力が

高い、または②近い将来特に拡大が見込まれる半導体分
野を手がける半導体メーカより講師を招聘し、講演を依
頼する。研修セミナーの効果的な開催広報手段、参加者
からのアンケートによる意見聴取などの試行を開始する。
2．会報関係（研修委員会）
発行回数を年4回、頁数を標準20頁／回とする。
講演の記事化作業の外注化復活と誌面構成の見直し
をし、編集作業の負担低減と効率化を図る。また会
誌・会報の経験者の参画を求める。新企画「半導体今
昔物語海外編」を連載する。
3．広報委員会
月一回程度のペースで協会活動の様子をe-mailで配信

し、併せて掲示板への投稿を働きかける。関東圏と関
西圏に各1名マスコミ対策委員を置く。担当委員は会員
から募集する。
4．ライフプラン懇談会

2003年はさらに角界の優れた方々にお願いする。
2月　高橋氏　国連大学顧問
4月　鳴戸氏　富士通特別顧問
以降交渉中、出版は2004年6月以降を予定する。

5．関西地区活動計画
研修会は年2回を予定、関西地区における有力な講師

とパネラーの開拓を行いたい。6月開催のSSISシンポジ
ウムは中国人から見た日本のビジネスマン（座談会）、
若手とベテランが交える景気論議（パネル）などほぼ内
容が固まっている。
6．提言・提案グループ
テーマの選択から入る予定、中国との共生、雇用確
保、人材の流動化など。
7．文化活動委員会
昨年の経験に学び、親睦と健康増進を目的に工場見
学とセットにした親睦ゴルフコンペの開催を5月頃に開
催を予定する。また、海外半導体工場及び文化施設の
見学会を10月頃に予定する。
8．半導体教育交流会
資格制度の制定に向けた活動を主とする。趣旨に賛
同し、活動される方はどなたでも参加いただく。

2004年度に制度の形をつくり、2005年度からの実施
を目標とする。

V. 2003年度予算
2003年度予算を表2に示す。

表2 2003年度予算

収入の部 予算
科目 17,210,000

1．会費収入 14,700,000

個人会員 2,700,000

賛助会員 12,000,000

2．参加料収入 2,500,000

研修会 2,000,000

総会 500,000

3．雑収入 10,000

 

支出の部 予算
科目 18,960,000

1．活動費 10,700,000

求人求職サポート活動費 0

ニュース発行費 2,800,000

集会費 4,200,000

賛助会会議費 800,000

総会費 800,000

研修会費 2,600,000

（東京） 1,600,000

（大阪/SFJ） 1,000,000

文化活動費 0

図書資料費 0

分科会費 1,000,000

ライフプラン懇談会 500,000

提言グループ費 300,000

教育交流会費 200,000

その他分科会 0

運営委員会費 400,000

委員会交通費 1,200,000

ステアリングコミッティー 100,000�
活動振興費 100,000

通信費 1,000,000

2．管理費 8,160,000

業務委託費 7,560,000

事務所維持費 0

ホームページ維持費 400,000

消耗品・コピー費 200,000

3．雑費 100,000

 

差額 －1,750,000

シニアファンドより繰入 1,750,000

収支差額 0



日本のおごりが半導体産業を
ダメにした
日本の半導体産業は存亡の
危機にあるという記事まで新
聞に掲載される今日です。こ
こから再び、世界市場のリー
ダーとして蘇るためにはどう
したらいいのか、今日は商社
の立場から勝手なことを述べ
てみようと思います。
かつてアメリカはベトナム戦争によって疲弊し、立
ち直るのにおよそ15年の歳月を要しました。バブルの
崩壊以降、日本経済の再生は産業界の努力と強い政治
の後押しによって再生されるだろうと考えてきました
が、15年が経過しようとするいまもその兆しはうかが
えません。
日本の半導体産業は、70年代、80年代、90年くらいま
で、いろいろなことがありながらも大きく成長して、日
本の半導体はアメリカに勝ったなどと言っていました
（図1）。世界の半導体の60％近くを生産し、電子立国

日本などと言っていたのもその頃です。日本の産業を支
えてきたのは私たちシニアの世代ですが、ダメにしたの
も私たち。私たちの世代には大きな責任があります。
中国の電子産業を見て
日本の停滞を尻目に中国の電子産業の発展には目覚

ましいものがあります。中国の電子産業は、生産基地
として発展してきましたが、経済の発展に伴い、消費
基地として大きく成長しています。そして、先日訪中
した際に感じたのが、頭脳基地としても着実に頭角を
現わそうとしているということでした。
訪中の際に深セン大学を訪問しましたが、中国の学

生は非常に熱心で、ハングリーな印象を受けました。
中国にはおよそ1,000の大学があるそうですが、十数億
の人口からいうと、誰もが学べるところではありませ
ん。日本青少年研究所が各国の10代に対して実施した
夢に関する調査によると、「どんな人になりたいか」の
問いに対して、中国では、自立した人、勉強のできる
人、日本では自分の趣味をエンジョイする人、日々を
楽しく暮らす人。「将来就きたい職業」という問いに対
しては、中国は会社経営者、管理職、法律家、日本で
は公務員、フリーターという回答が上位に挙げられて
います。また「人類にとって21世紀は希望のある世紀
か」の問いに対してのイエスの回答が、中国では90％、
日本では30％と大きな差が生じています。
青少年が夢を抱かない国が、そして産業が栄えるわ

けがありません。
日本の半導体産業の再生の鍵
私は、日本の半導体産業を成長させてきた要素とし

て、高学歴、それから農耕民族特有の協調性といった
ものが重要であったと考えています。いまの日本でい
うと、中国が高学歴が高学力を意味するのに対し、高
学歴でも低学力というのが現状なのではないでしょう
か。苦労をしたくない、自分の好きなことをして楽し
みたいという発想も日本人特有の協調性はすでに失わ
れてしまったことを思わせます。かつて日本の産業を
支えてきた要素はなくなってしまっているのです。
日本の半導体産業が再生していくためには、もう一

度後進国にもどって、日本特有のものを見つめ直す。
そうしたことが再生の鍵を握っているように思います。
弊社に講演にお招きしたある大学教授の先生が、ヨ

ーロッパとアメリカではネクタイのストライプの向き
が違うという例を上げて、真似をしないものづくりに
ついて話されていました。私のカフスボタンは左右が
違います。実はこれ、なくしてしまったためなのです
が、これはこれで面白い。話のネタにはなりますし、
組み合わせを楽しむこともできます。右と左が違って
もいいではないか、こういう発想も大切なのではとい
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12月度研修会

私の「半導体商社論」
半導体商社から見た
日本半導体産業の将来

共信テクノソニック㈱代表取締役会長　春名昌哉氏

春名昌哉氏

図1 世界半導体産業における日本半導体産業のシェアの変遷



う気がします。日本のメーカーはどうでしょうか、そ
れぞれに専門性を追っていたとは思いますが、結果は
DRAMに群がって、同じようなことをやってきたので
はないでしょうか。
主人公を間違えない経営
話題は少し変わりますが、私の講演をお聞きになっ
たある病院の院長から「IT投資が膨大で償却ができな
い」ということで、ご相談をお受けしたことがありま
した。私はお会いする前にその病院を見ておこうと思
いました。見に行くと、その病院では病院のスタッフ
が廊下のまん中を歩き、患者が端を歩いている。院長
にお会いしたとき、そのことを述べて病院のサービス
の主人公は誰なのかということを問いました。以後、
その病院ではスタッフが廊下の端を歩くようになり、
そうした取り組みをすることで3カ月で3％、6カ月で
5％と収益が伸びて、結果としてIT投資の償却も容易に
なったということがあります。これは一例ですが、主
人公を間違えた経営は必ず失敗します。これは私自身
がいつも胆に命じていることでもあります。
さて、こうした視点で見たとき、日本の半導体メーカ
ーは本当にお客様を大切に考えてきたといえるでしょう
か。かつてはプロダクトアウトからマーケットインへの
転換など、取り組みがあったと思います。しかし、いま
はまた自社の利益のことに終始しているのではないか。
商社の立場から見ると、そのように映ります。
こうしたことをはじめ、課題は私達半導体産業の中
にあるのです。アメリカがどうか、韓国がどうかでは
なく、どんどん時代が変化していく中で、利益の上が
らない状況は、構造から変えていかなくてはなりませ
ん。いま、分社や統合などが各社で進められています
が、これを転機とした新たな利益体質への改善が求め
られています。
半導体商社の果たすべき役割
半導体商社はというと、以前はメーカー側に寄って
いました。在庫をもって販売し、発注に応じて輸送す

るという具合です。それが今日では、在庫も3日分しか
もちません。むしろお客様が何を求めているのかを知
るためのマーケティング活動や、ボードやモジュール、
LSIの設計・開発、金融といった部分を取り込みつつあ
ります。輸送はアウトソーシングで賄います。これか
らの半導体商社は、いかにお客様の近くで商売をする
かが重要になっています。eビジネスやダイレクトオペ
レーション等と併せて、商社不要論なども聞こえてき
ますが、私たちが言いたいのは、お客様の代弁者とし
ての商社の機能を活用し、むしろメーカー内での中抜
きをしていってはどうかということです。例えば、メ
ーカーは製造のみに専念することで身軽になり、利益
体質を得て、独自性の開発が可能になるということも
あり得ると思います（図2）。
半導体産業に不可能はない
ここではあえて、いろいろ批判的なことを述べまし

たが、半導体産業に関わるものとしては、もちろん再
生の可能性を信じています。デジタル家電をはじめと
した家電、自動車、FAといたジャンルにおいて、日本
はいまなお強い国際競争力をもっています。そうした
分野に集中し、お客様との強固な協力体制をもって、
中国を含めたアジア圏をマーケットとして展開してい
けば、打開の可能性はあると考えています。
こんなに素晴らしい半導体技術が、ビジネスになら

ないわけがない。改善していくべき点は少なくありま
せんが、熱いこころをもって、取り組んでいきたいと
思います（図3）。
最後に私が常々話す言葉をご紹介します。「美しい常

識」です。これを私は“スタンダードの上の概念”とし
て使っています。例えば、日本人が本来もつ先輩を敬
い、弱者をいたわるといった協調性や礼儀。そうした
「美しい常識」を大切にしながら、夢に向かって歩んで
いこうということです。夢をもたない国に産業は栄え
ません。可能性はあるのですから、やり方を変えてい
けばよいのです。
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図2 半導体商社に求められる機能（条件） 図3 これからの日本半導体産業に期待すること



IEDM（International Electron

Devices Meeting）は、 IEEE

（The Institute of Electrical and

Electronics Engineers）が主催
し、毎年12月に、サンフランシ
スコとワシントンDCで交互に開
催されている。また、IEEEの
EDS（Electron Device Society）
の主要な表彰が行われる等、
電子デバイスとその応用技術
に関する世界で最も権威のある会議の一つであり、広
範囲な領域の最新動向情報が得られることから、大変
な人気がある。今年はサンフランシスコにおいて、30

ヶ国から644件の投稿があり、219件が採択され、37セ
ッションに分かれて発表が行われた。以下にその内容
を紹介する。

基調講演、Luncheon、Evening Panel
Discussion、Short Course

最初にヨーロッパと日本、アメリカから1件ずつ基調
講演があった。まずヨーロッパのIMECより、テクノロ
ジーノードが90 nm以下での露光技術について、KrF

（波長：193 nm）、F2（157 nm）、EUV（13.4 nm）等につ
いて最新技術が紹介された。次にソニーの牧本次生博
士より、エンターテイメントロボット用チップ技術の
最新動向と将来が語られた。半導体チップの使用量の
多さとともに、ユーモアに溢れた発表により、明るい
将来を感じる大変印象的な発表であった。最後に
UCLA（University of California、Los Angeles）のProf. E.

Yablonovitchより、ナノレベルの微細な構造を持つ光集
積回路の展望が紹介された。

2日目昼のLuncheonでは、学会50周年を記念して、
IntelのDr. Andrew S. Groveにより、"Changing Vector of

Moore's Law''と題する講演があった。Moore's Lawに沿

った技術革新の歴史的動向から、様々な材料やEUV等
の最先端露光技術、消費電力低減技術等を用いた将来
の方向性に渡り、非常に示唆に富んだ内容であった。

2日目夜のEvening Panel Discussionでは、東京大学平
本俊郎教授を司会者とした "Will SOI Ever Become a

Mainstream Technology ?" と、North Carolina State Univer-

sityのDr. Veena MisraとInfineonのDr. Helmut Tewsによる
"Process Technology - High-k Dielectrics: Performance and

Reliability" と題して、活発に討論が行われた。特に前
者では、SOI技術に対する各機関の温度差を強く感じ
る興味深い討論会となった。
開催前日に行われたショートコースでは、"RF Device

Technologies for Communication Systems" と "The Future

of Semiconductor Manufacturing" の2つのテーマを設け
て、活発な討論が展開された。

本論文の紹介
筆者の専門領域であるCMOSデバイス領域への偏り
はあるが、以下に本論文の内容に関して紹介する。

極微細MOSFET
65 nmノード以下向けの物理ゲート長が30 nm以下の
領域の研究開発が多数発表された。まず東芝から、熱
履歴低減によりソース・ドレインエクステンション
（SDE）を浅接合化し、同時にpoly-SiGeゲート電極によ
り空乏化を抑制したゲート長14-nmのbulk CMOSの発表
があった。またAMDより、ダブルゲート構造の一つで
あるFinFET技術を用いて短チャネル効果を抑制したゲ
ート長10-nm CMOSデバイスの発表があった。さらに
IBMより、7-nm厚のUTB（Ultra-Thin Body）-SOIを用い
てSDEを浅接合化したゲート長6-nmのpMOSFETの発表
があった。NECから既発表のEJ-MOSFET構造によるゲ
ート長8-nmに続いて、実際のMOSFET構造での10-nm

近辺の実現により、ゲート長の微細化の将来性を感じ
させる発表がなされた。

SRAM
近年、SoC向け混載6Tr-SRAMの面積縮小が大きな話
題となっており、本会議でも数多くの発表があった。
まず東芝より、Thin cell layoutによる0.6-µm2-SRAMを
有する65 nmノードSoC技術が発表された。また三星より、
低待機時電力（Low Standby Power：LSTP）応用向けに
High-k（HfO2-Al2O3 laminate）を選択できる、0.79-µm2混
載SRAM技術も発表された。今後SRAMは、SoC基幹技
術として益々重要になることが容易に予測される。
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High-k MOSFET技術
18件程度の発表があり、実用化に向けて研究開発が
非常に白熱していることが分かる。2002 Symposium on

VLSI TechnologyでTIから発表された、80％程度の移動
度を実現できるHfSiON膜に始まり、IEDMでは、ALD

法によるHfON膜またはHfSiON膜が注目を集めた。概
ね、15％程度の移動度劣化に収まっている。また、微
細MOSFETへ適用されており、実用化に向けてまさに
秒読み段階であると言える。

高移動度MOSFET技術
6件程度の発表があった。まず、歪みシリコンチャネ
ル技術の先駆者であるMITのProf. Judy L. Hoytより、こ
れまでの技術推移と、格子緩和SiGe膜中不純物の挙動
に関する最新研究結果を基に、今後の課題を議論した。
また、今回のIEDMで最も聴衆を集めたのが、Intelの90

nmノード技術である。（少なくともどこかに）15％のゲ
ルマニウムを含むシリコン・ゲルマニウム膜よりチャネ
ルシリコン膜に歪みを印可し、高移動度化することで、
ゲート長微細化の速度を緩和しても、これまで通りの
高性能化を実現できていることが示された。EUV露光
が本格的に立ち上がるまでの代替技術としての初めて
の実例であり、大きな注目を集めた。しかし例年通り
詳細な内容は言及されなかった。またIBMはThermally

Mixed Strained Silicon/SiGe on Insulator（TM-SGOI）技術
により、SOI構造上でも歪みシリコンチャネルを形成
でき、高移動度化によりnMOSの駆動電流を20～25％
向上することに成功している。さらに三菱より、シリ
コン・ゲルマニウム膜を用いることなく、層間膜によ
る歪みシリコンチャネルを実現し、nMOSの駆動電流
を15％向上できたことが報告された。高移動度化技術
は、High-kと共に有望な高性能化技術であると言える。

FinFET
アメリカの機関より、5件程度の発表があった。この
技術は、従来の2次元レイアウトと互換性を保ちつつ、
短チャネル効果抑制効果のあるダブルゲート電極技術
である。IBMより、実効チャネル幅増大のために必要
なメタルゲート電極技術として、仕事関数を制御でき
るNiSi膜技術に関する発表があった。さらにIBMより、
FinFETを用いたSRAMに関して発表があった。未だ課
題は多いが、High-kと高移動度化の次世代技術として、
盛り上がりを感じる内容であった。

カーボンナノチューブ
IBMより、Single Wall Carbon Nano Tube（SWCNT）

に関して2件の発表があり、3.3 µS/tubeを達成している。

シリコンデバイスの一つの究極型であると考えられ、
シリコンナノワイヤとも言えるFinFETの次世代技術と
して、夢の膨らむ発表であった。

配線
配線に関しても、Cu/low-k配線技術を中心に活発な

研究開発がされている。まず銅配線の信頼性確保に重
要な、ストレスマイグレーションに関する課題と解決
法が、東芝、日立、NECより同時に提案された。しか
し、欧米からはこれに関する発表が無く、信頼性に対
する温度差が感じられた。またTSMCより、ポーラス
膜Low-k層間絶縁膜のインテグレーションに関する先
駆的なプロセス提案があった。しかし各社とも、65 nm

ノードに関する配線微細化の総合的な実現は未だ課題
であると言える。

聴講後の雑感
今年のIEDMで目立った発表は、当然何れも質が高く、

また発表件数の多い機関からのものばかりであった。
またそのほとんどは比較的業績の良い企業であること
から、管理者の卓越した判断により効率的な研究開発
が遂行された結果として、論文の質と量が向上してい
ると思われる。一般に65 nmノード以下では、露光技術
の困難さから、様々な高性能化技術を同時に導入して
高性能化を実現する必要があるため、選択と集中に加
えて、研究開発効率の高さが重要となることが容易に
推測できる。従って、研究開発者の裁量に任されたボ
トムアップ的な研究開発よりも、高度な管理者判断に
よるトップダウン的な研究開発スタイルの確立が急務
であると考えられる。結果的に最良な判断ではなくて
も、その実現が速ければ、成功を勝ち取れると考えら
れる。現在の混沌とした半導体業界にこそ、卓越した
管理力と判断が望まれていると思われる。
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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（3月13日現在）
個人245名、賛助36団体



はじめに
私がN E Cへ入社したのは

1959年8月で、それまでは原子
力関連の研究に従事していた。
しかし学生時代から半導体を
志していたのでその夢捨てき
れず途中入社となった。以後
トランジスタ、ICと一貫して
最先端デバイスの開発に携わ
ってきた。ところが72年8月ハ
ニウェル社へのICの売込み計画が打ち出され、私が米
国ボストンに駐在してその任にあたることになった。
まさに180 度の方向転換で、同年11月にボストンへ赴
任、以来76年8月まで米国の半導体市場開拓にあたり、
MOS メモリ輸出の先鞭をつけた。ここにあらためて当
時の状況をふりかえってみることとする
1．ASTOデリケーション

NECのコンピュータ部門は60年代初め頃からハニウ
ェル社のコンピュータ部門と技術提携関係にあった。
71年にそのハニウェルの先端技術の開発を担当してい
るASTO（Advanced Systems ＆ Technology Operation）の
技術者教名がNEC を訪れた。この時同社の新しいコン
ピュータ・システム（NPL）の計画について説明があっ
た。このNPLでは従来のシステム（CPL）で使用してい
た独自の規格のTTLを変更して、標準の74Hシリーズを
使用するので、現在は売手市場でもありこれを機会に
NECもTTLを売り込んだらよいということであった。
ただしこのNPLには500 mW、50 nsの256ビット・メモ
リが絶対必要なので、是非作って欲しいということで
あった。またこれとは別に新しいアセンブリの方式と
してTAB（Tape Automated Bonding）チップの採用、お
よびウェーハ・スケール・インテグレーション、つま
りウェーハ1枚で全システムを構成することを検討して
いるので、これらについても協力して欲しいというこ
とであった。さすがに後者についてはまだそのような
段階に至っていないのでとりあげないことにしたが、
TABについては社内からも要求があり、TTLメモリと

共に開発に着手することにした。実はこれまでにビー
ム・リードの技術が確立されていたので、TABに関し
ては比較的容易と考えられた。
従来は特許料や技術提携費等、一方的に外国に支出

するだけであったが、このハニウェルからのすすめが
きっかけとなり、ICの輸出により逆に国外から収入を
得ようという決断が上層部によって下され、私がボス
トンに駐在しTTL を売り込むことになった。当時は集
積回路事業部第一回路技術部長代理の職にあった。
2．NECAM出向

72年11月、当面出張の形で赴任し、ボストン郊外の
バーリントンにあるコンピュータ関連のリエーゾン・
オッフィスNECSYL（NEC Systems Lab.）の一室を借り
て事務所をかまえた。
着任した当日、前年来日してICの売り込みをすすめ

たハニウェルのライセンス担当者に挨拶に行ったとこ
ろ、ちょうどその夜技術者達の集まるパーティがある
から出席するようにとのことで、あらためて会場へ出
掛けて行った。そこでいきなり皆に紹介され、一言挨
拶をというので突然のことで多少あわてたが、「今まで
は我々はアメリカに対し特許料や技術使用料等お金を
払うばかりであった。これからは我々のICを売り込ん
で大いに金もうけをしたい。そのために私はここへや
って来た」というようなえらそうなことを数十名の前
でしゃべってしまった。驚いたことにこれがやんやの
拍手喝采を浴びた。
ハニウェルのコンピュータ工場は主力がボストン

（BCO）とフェニックス（PCO）で、他にも周辺機器関
連の工場があったが、とりあえずNPL用のTTLを売り
込むためBCO主体に考え、技術部門と折衝を重ね規格
を確認し、いくつかのグループに分けて認定試験を依
頼した。
実は米国へ来て驚いたことはNECの技術は世界でも
トップレベルであるということであった。73年1月に
256ビットのTTLメモリのサンプルを提出したところ、
30 nsというスピードで驚異の目を見張らせた。NPL用
に50 nsを予定していたが、これを満足するメーカは他
になかったようであった。ただ残念なことにハニウェ
ルの規格は出力がオープン・コレクタで、これを確か
めずに新しいタイプのトライ・ステートにしてしまっ
たことである。直ちにNECへ変更を求めた。またある
時ICの受入検査担当の係長と話をする機会があったが、
2～3％返品ということを聞いて桁違いの不良率に驚い
た。それ程厳しいのだと言いたかったのかも知れない。
またMOSのDRAMは、1 KビットのPチャネルで、メー
カはインテル他3社だけ、NチャネルはNEC以外になか
った。そこでDEC等近郊のコンピュータ・メーカにも
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売込みを試みたところ、高性能、高品質は一応理解さ
れたようであったが、セカンドソースがないためか、
あるいは無名の海外メーカからの輸入に不安を感じた
のか、結局は実を結ばなかった。

73年4月からNECAM（NEC America, Inc.）出向となり、
電子部品グループのジェネラル・マネジャーに任命さ
れた。グループのメンバーはニューヨーク本社に3名、
ロスアンゼルス支社に1名で、半導体、タンタル・コン
デンサ、PDP、リレー等を扱っていたが、半導体に関
してそれまで必ずしも積極的に市場を開拓しようとい
う意向はなかった。妙な恰好であるがボストンにはジ
ェネラル・マネジャーがただ一人で、この時は家族も
日本から呼び寄せレキシントンに居をかまえた。その
後NECSYLのオッフィスも同じレキシントンに移った。
この頃はBCOの技術部門、購買部門との人間関係も
非常によくなっていたが、運悪くオイルショックの影
響により技術者がつぎつぎとやめたりして認定試験も
遅々として進まず、NPL計画そのものも5月に大幅に変
更になってしまった。この頃TTLのゲート類は大口の
場合12セント（当時1ドル300円程度）位、メモリはバイ
ポーラ、MOSとも10ドル位であった。従って運賃、保
険、関税等を考慮するとTTLロジックでは赤字は目に
見えているので、売込みをメモリにしぼった方がよい
のではないかとNECに提案していた。ところが73年11

月に74年末までに30万個、75年3月までに30万個発注す
るという知らせが入り、その第1弾として13品種5万個
のオーダーが74年2月に入った。しかし1万5千個出荷
しただけで残りはNECAMの在庫になってしまった。
逆にBCO在庫のICをNEC用に買いとってくれないかと
いう話まで出て来た。オイルショックの影響は予想外
に厳しかった。

73年後半からハニウェルのコンピュータ・ビジネス
の主体は、BCOからPCOへと完全に移ってしまった。
PCOはもともとGEのコンピュータ部門をハニウェルが
吸収したもので、BCOとは異なるGCOSと称するソフ
トウェアを使用していた。これが意外と評判がよくオ
イルショックの影響はあまり受けていなかった。この
頃からPCOへの訪問が頻繁になって来た。またロスア
ンゼルス近郊のNPCという会社への民生用トランジス
タの出荷が本格的になって来たこともあり、終に74年
半ば頃から、一週おきに東部のボストン、ニューヨー
ク地区と、西部のフェニックス、ロスアンゼルス地区
を往復するようになった。

PCOではTTLについては新しいベンダーを探す意志
はないということであったが、256ビット・メモリにつ
いては別であった。スピードは80 nsのものを使用して
おり、出力はやはりオープン・コレクタであるが、ト

ライ・ステートも使用可能なように設計変更中とのこ
とであった。しかし結局この変更は行われなかった。
74年7月にオープン・コレクタのサンプルが漸く届き、
早速PCOへ持込んだところスピード、パワーとも申し
分なく、担当技術者も驚く程であった。75年1月に認定
試験完了、すばらしいという評価を得たので早速バイ
ヤーにかけあったが、6月までの発注は完了しており今
更変更は不可能で、NECは100万ドル損したと言われた。
どうやら他のベンダーは性能もはるかに劣り、供給も
必ずしも順調ではなかったようであった。

74年のISSCCでNEC眞弓らにより25 nsの1 Kビット
TTLメモリが発表され、大変な反響を呼んだ。PCOか
らは前年から256ビットのTAB CMLメモリの要求があ
り、このためTTLメモリの回路変更が遅れてしまった
が、この発表後早速1 KビットのTAB CMLメモリの開
発依頼があった。これはNPLの最上位機種に是非とも
必要で、作れるのはNEC以外にないということで大き
な期待を寄せられた。かくしてTAB CMLメモリについ
てはとりあえず、76年1～3月までの256ビット1万5千個、
1 Kビット5千個を75年11月に受注することになった。
価格はそれぞれ1個何と21.6ドルおよび84ドルという驚
異的な値であった。結局75年度のバイポーラ・メモリ
の売上は、このPCO向けのCMLメモリだけで、2億円
をわずかに上廻る程度に終った。

（次号へ続く）
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西村は1942年（昭和17年）
旧満州・遼陽に生まれた。終
戦3年前のことである。西村が
意識していたかどうかは定か
ではないが、日本敗戦の動乱
期の中を、中国人の親切心に
も助けられ、家族揃って引き
揚げてきた。幼心が通過した、
初めての時代の節目である。
引き揚げ後は、東京・深川の
木場で育った。父親は製材所を営んだ。

1965年に東京工業大学理工学部電子工学科を卒業。
67年に同大学大学院理工学研究科電子工学専攻修士修
了。同年博士課程入学。ところがこの博士課程を休学
し、仏モンペリエ大学固体電子工学研究センターに留
学した。留学してまもなく大学紛争が始まり、翌年
（1968年）5月にはゼネストになる（いわゆる5月危機）。
その時こんな出来事が起こる。西村は男子寮で生活
していたのだが、当然のこと、男子寮内は女子禁制、
女子寮内は男子禁制であった。ある時、男子寮前にぞ
くぞくと女生徒が集合。その数、数百人にも膨れ上が
った。これだけの女生徒が集まると、さすがに西村も
気になる。じっと様子をうかがっていると、ある時刻
を境に、彼女達がいっせいに男子寮内に入り込んでき
た。後から聞いたところによると、女子寮でも男子生
徒による同じ行動が起きたという。この事件を境に禁
制の規則が解かれ、男女を問わず、寮内への出入りが
自由になった。
同じ1968年、チェコでは「プラハの春」が起こる。こ

の時、西村はモスクワで開催される半導体の国際会議
に出席するためソ連に向かう途中、チェコに立ち寄り、
東京工業大学に留学していたかつての友人を訪問した。

チェコの友人は西村に、民主主義に対する希望と憧れ
を熱く語ったという。西村が国際会議に出席している
時、ソ連軍がプラハに侵攻する。フランスの戻ると
「プラハに自由を」のデモの声が鳴り響いていた。

1年間の留学を終え、博士課程に復学すると、今度は
東京工業大学が紛争に突入。大学はロックアウトされ
てしまった。フランス、チェコ、日本での、西村25歳
から26歳にかけての出来事である。博士過程を終えた
ら大学の先生か大手メーカーの研究者にでも、とぼん
やり描いていた将来像に抵抗が生まれる。
おりから日経マグロウヒル社（現日経BP社）の新エ

レクトロニクス雑誌創刊準備を知り、博士課程を終え
ると同社に入社した。職業としては、雑誌編集・記者
が人生の中核を占めることになる。1979年からは『日
経エレクトロニクス』の編集長を務める。1990年には
発行人、1994年には調査開発局長に「出世」するが、仕
事内容は西村にとっては編集長時代ほど魅力に満ちた
ものではなかった。

1995年には日経BP社をいったん退社し、非常勤編集
委員として再契約する。直接の動機は奥さんの病気で
ある。広い意味では更年期障害と言えるのかも知れな
いが、奥さんは神経が不安定となり、それが原因で
様々な肉体的症状が続いていた。西村はフルタイム勤
務が困難となる。二次的に退社を後押ししたのが、仕
事への内面的な枯渇である。西村は経営よりも、言論
活動の再開に気持ちを引かれていた。
前後して両親が介護を必要とするようになる。西村

の母親は2003年現在で90歳。骨骨粗鬆症を患い、下半
身不随となる。医療の専門家による介護が必要である。
父親は92歳で、軽い痴呆症がある。西村は両親のため
に診療所併設の老人ホームを探すうちに、ふと、その
施設は奥さんにとっても有効に機能するのではないか
と思い当たる。結局、両親とは別室ではあるが、西村
夫妻も同じ老人ホームに入居した。
西村からすると、五つの仕事場を持つことになってし

まった。これまでの生活の場であった、20年前に購入し
たマンション。同マンション内に借りた、仕事用の部屋。
現在の役職である、東京大学教授としての教授室。理事
を務める財団のオフィス。そして、老人ホームである。
全五つの部屋にはすべてパソコンを設置し、どこからで
も仕事ができる環境を整えた。もちろん、モバイルPC

も含めてである。もし、インターネットが存在しなけれ
ば、決して成立しない仕事環境である。
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西村吉雄氏　東京大学大学院教授

西村吉雄氏



（1）8 mm時代
『私にも写せます』『マガジ
ン・ポン』『フジカシングル、
エーイト』こんなCMを記憶さ
れてる方も多いと思う。
現在、国土交通大臣の扇 千
景さんの女優時代に出演した
富士写真フィルムの8 mm映写
機「フジカシングル8」のCM

である。
1965年の東京オリンピック、1970の大阪万国博覧会
と日本が高度成長期を迎えていた。
「フジカシングル8・P300」は売値29,800円・8 mmフィ
ルム一本1,300円・現像代500～600円・撮影時間は3分間。
私の月給は約5万円強だった。ポケットマネーは月3～

4千円で子供が3人目になり、どうしても子供達の可愛さ
を撮影したく、毎月フィルム一本買って大事に使った。
そこで取得した撮影技術は“早撮り”である。マニュ

アルでは“ゆっくりと周囲の情景から導入して、ズー
ムインする－画面切替を急いではいけない…”とある
のだが、どうしても急いでしまい、如何に沢山のコン
テンツを効果的に入れるかで迷う。自ずとズームイン、
アウトも気ぜわしくなる。
毎年家族で正月スキーに行った後の家族映写会では

“子供の初滑り”は好評だが“早撮り”と“同じ様な映像”
が続くと、“飽きちゃうよ！”と不満が出る。
このように、フジカシングル8・P300は重さ670 gで
コンパクトな為、携帯用に持ち歩くには便利で、手軽
に自ら撮影した映像を家族の団欒で楽しめる文化をも
たらした。
（2）ビデオ時代

1992年10月、液晶応用商品の液晶画面を見ながら撮
影するビデオカメラがシャープから「ビューカム」の

名前で発売された。ソニーのビデオカメラの商品名は
「カムコーダ」で松下電器とトップを競っていた。それ
までは、ビューファインダーをのぞきながら撮影しな
ければならなかった。それがシャープのビューカムは、
覗き込まず液晶画面を眺めるだけで、写す映像の位置
合わせが出来るので、見易く撮り易いのでソニー、松
下を追い上げた。量販店からは『ソニーのビューカム下
さい』と言われる程人気があります、とさえ言われた。
私は“早撮り”の呪文から開放出来ると飛びついた。
液晶ビューカムVL-HL1；定価は21万円、重さ890 g、
テープ一本1,100円でまだ高価だが、30分から1時間じ
っくり撮れる。
しかし、似たような場面を撮り過ぎて、家族の撮影

会ではダラダラと過ぎ、映写途中から“疲れちゃう”
と不満が多く好評ではなかった。
それでも、自分の子供達が出てる場面は、家族が見

てくれる。
（3）携帯電話時代

2001年4月、J-Phoneから“写メール”と名打ったカ
メラ付き携帯電話機が発売された。若者を中心に急速
に広がり、現在では日本でのカメラ付き携帯電話の比
率は50％を越える勢いまでになってきた。欧州・アメ
リカ・中国でも人気が出始めた。
私も昨年（2002年）3月予約して当時最新型の「写メー
ル SH51」（31万画素CMOSセンサーカメラ、5秒動画パ
ケット送受信可能）を購入した、定価6万3千円、重さ
108 gで胸ポケットに入る。
今年の正月スキーでは、胸ポケットから取出したカ

メラ付き携帯電話機で雪上を滑る姿を5秒間の動画撮影
モードで息子に撮影してもらい、携帯電話メールで送
ってもらった。
友人との会話の導入に5秒間のスキー滑降動画を音声

入りで一瞬見てもらい楽しんでいる。5秒間は不満の入
る余地が無い。
（4）将来
今年末からスタートする地上波デジタル放送は、携

帯テレビの画像が鮮明に写るのが特徴だ。PDA上で画
面切替えて鮮明なテレビ画像が見られる。第3世代の動
画携帯電話もいよいよ本格的にブレークする予感がす
る。ユビキタス時代の到来で家庭用サーバが本物にな
る兆しもある。大型平面テレビはPDPとLCDが売れ筋
の30～40型で覇を競うのが、来年からと聞く。新しく
は有機ELやカーボンナノチューブ電極のFEDも控えて
いる。
まだまだ、映像を楽しむ環境はこれから発展して行

くだろう。
“皆様長生きをしましょう”
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アマチュア撮影・変遷記
－私にも写せます－

石井三男会員

石井三男会員



（前号よりつづき）
5．貸し別荘を手配する
日程ができますと次は航空券の手配と宿泊施設の手
配です。航空券の手配については多くの格安航空券が
出回っていますので、ここでは宿泊施設の手配につい
てのみご紹介します。
貸し別荘の手配は図9の手順に従って行います。私は
図10に示すグリンデルワルトにある日本語観光案内所
に依頼しました。この時の関連資料を資料2、3に示し
ます。
6．役立つ情報集
今回の概略予算を図11に示します。2人1ヶ月で百万
円は使いすぎかもしれません。この理由は、航空機は
JAL、貸し別荘はバスタブ付、1ヶ月のスイスパスはフ
ァーストクラスという風に一寸贅沢をしたからです。少
し工夫をすれば2人1ヶ月で50万円でも可能と思います。
周遊旅行者には日本の常識が認められても、ロング
ステイヤーには生活者としての現地の常識が求められ
ます。特にヨーロッパは環境先進国です。生活者とし
てのごみに関する現地の常識は勉強して行かなければ

なりません。スイスのごみ事情の一部について図12に
示します。
今回収集した情報の中から、役に立つと思われる情

報について図13から図15に示します。
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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9 貸し別荘手配の流れ

図10 貸し別荘の手配

資料2 調査依頼書

グリンデルワルト日本語観光案内所殿(41-33-853-5053)�
2000年6月26日�

以下の内容で貸し別荘の調査をお願いいたしますので調査結果を郵送、
FAX、e-mailの何れかの方法でお知らせください。�
① 物件の内容�
② 地理的条件�
③ 価格�

1．調査をお願いする条件�
① 物件：貸し別荘�
② 1Bed Room with Kitchen�
③ With Full Size Bath Tab�
④ Rental期間：下記の通り�
＊  Grindelwald : 9 June 01 ～ 23 June 01 (2 Weeks)�
＊  Zermatt : 23 June 01 ～ 30 June 01 (1 Week)�
＊  St. Moritz : 30 June 01 ～ 7 July 01 (1 Week)�

⑤ その他：長期滞在ですので部屋からの景色は問いません�
2．調査依頼のための情報�
ふりがな�
氏名�
性別�
生年月日�
自宅郵便番号�
自宅の住所�
自宅住所のふりがな�
自宅の電話番号�
自宅のFAX番号�
自宅の電子メール�
同行者名簿�
氏名�
ふりがな�
年齢�

図11 概略総額予算



あとがき
綿密かつ周到な計画を立てての旅行もあれば、基本
計画だけで、後は遭遇する応用問題を解きながらのベ

テランの旅行もあります。私はビギナーですので、で
きる限りの準備を心がけました。私の準備の方法が旅
行好きの皆さんのご参考になれば幸いです。
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図15 概略総額予算

図12 スイスのゴミ事情

図13 荷物の別送（ライゼゲペック）方法

図14 海外で使えるCash Cardの準備

資料3 調査報告書
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運営�
委員会�

諮問�
委員会�

求人・求職�
委員会�

研修�
委員会�

編集�
委員会�

文化活動�
委員会�

広報�
委員会�

関西�
委員会�

提言・提案�
グループ�

半導体教育�
交流会�

委員会�

2003年度SSIS年間活動計画表�

コメント�
案件ごとに�
対応�

HP更新�
時随時�

目標�
年4回提言�

 1月 9     9�

 2月 13    13�

 3月 13   ＊3 13�

 4月 10    10�

 5月 （8）    （8）�

 6月 （12）    （12）�

 7月 （10） ＊1    （10）�

 8月 （7）    （7）�

 9月 （11）   ＊4  （11）�

 10月 （9）    （9）�

 11月 （13）    （13）�

 12月 （11）    （11）�

 1月 （8） ＊2   （8）�

総会� 賛助会員�
連絡会�

研修会� 文化活動� SSIS特別�
シンポ�

ライフプラン�
懇談会�

ENCORE

集会� 刊行物�

 1月   特別講演　29    No.28�

 2月   東京　27   13�

  3月�

  4月   東京予定（23）   10 No.29�

 5月    東京予定 開催予定�

 6月      大阪予定（25） 開催予定�

 7月  開催予定（8） 特別講演会予定（8）   開催予定 No.30�

 8月    東京予定      ＊No.31�

 9月          開催予定�

 10月    東京予定 開催予定   No.32�

 11月    大阪予定   開催予定�

 12月    東京予定�

 1月 通常下旬�

注）表内数字は日付。（　）は予定。（　）なしは済み。�
＊1：通常、賛助連絡会に併せて開催　＊2：通常、総会前に開催　＊3：特別講演会企画　＊4：総会特別講演企画�

＊No.31：SSIS特別シンポジウム特集�



「運はよく準備された実験装置に訪れるものだよ」と
いう小柴博士の言葉に興味をそそり、全くの門外漢な
がらノーベル賞受賞記念「ニュートリノ」展を訪れた。
会場で「カミオカンデ」と呼ばれる実験装置が完成す
るまでの記録映画とか、その装置が宇宙ニュートリノ
の検出にいかに活躍したかを示すパネルを見て回るう
ちに、そうだったのかと納得した。
会場では博士のインタビューの録画が放映されてい
た。にこやかに話されていたけれど、結構きびしい内
容であった。
・勘を磨く
考えて考えて考え抜けば、勘が磨かれる。勘が磨か
れればだんだん当るようになる。当らないのは思考が
まだ不足しているからだ。
・プロジェクトリーダとしての資質
私は元来怠け者だから、これは面白いぞと若い人へ
焚きつけておいて、いざとなると責任をおつけてきた。
若い人は伸びる。特に責任のある地位に就くとどんど
ん伸びる。私はそんなに偉くならなかったから役職手
当をいただいたことがないが、部下たちは貰っている。
・お気に入りの研究は太陽ニュートリノ
計画して計画通りなったから。人がゴミとして捨て
たものからダイヤモンド（ニュートリノの相互作用）
を見つけた。

・研究の卵のふ化
巨大な光電子増倍管が研究に必要だった。技術的に

可能な上限は50 cmφではなかろうかと思い、メーカの
社長に頼み込んだ。
・研究者になるために実験をやろう
二つのことをやっている。一つは大学院の試験に筆

記だけでなく面接を加えた。2軸的思考を育てるのに効
果があった。
もう一つは昨年から始めたこと。夏休みにテーマを

こちらで決めて希望者を募り、応募者に3万円を支給し
必要な装置を貸して実験させた。自分で計画を立て自
分で答えを出す訓練として効果があった。
本展は東京大學総合研究博物館（本郷三丁目）で6月

20日まで開催される。 （O）
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運営委員会（委員長：梅田治彦）�

求人・求職（委員長：運営委員長）�

研修（委員長：中原 紀）�

編集（委員長：内田雅人）�

文化活動（委員長：鎌田晨平）�

広報（委員長：荒巻和之）�

関西（委員長：森山武克）�

ライフプラン懇談会（委員長：星野 清）�

提言・提案グループ（森山武克）�

半導体教育交流会（河崎達夫）�

SSIS運営委員会役割分担�

SSIS News Letter "ENCORE" No.29
発行日：2003年4月21日
発行者：SSIS 半導体シニア協会

会長　川西剛
本号担当編集委員　岡田隆

〒112-0012 東京都文京区大塚3-11-6
ニッセイ大塚3丁目ビル7階
TEL：03-5940-7860，FAX：03-5940-7980
URL http://www.ssis.gr.jp
E-mail：ssis@blue.ocn.ne.jp

個人会員�

栗林 茂樹 ㈱日製エレクトロニクス�

井上 誠一 元㈱千代田化工建設�

高岡 元章 オムロン㈱�

吉田 庄一郎 ㈱ニコン�

松村 宏 STマイクロエレクトロニクス㈱�

馬場 玄式 ウンピン国際特許事務所�

賛助会員�

熊本県企業立地課�

マイクロン ジャパン㈱�

 （入会順）�

新入会員（2003.1～2003.3）�

お詫びと訂正

28号の“話題の技術”の記事に誤字がありました。
6ページ22行目の「6インチの向上」は「6インチの工場」の誤り
です。お詫びのうえ訂正します。

事務局移転のお知らせ

この度下記にオフィスを移転することになりました。
今後ともさらなるご愛顧を戴きますよう宜しくお願い申し上げ
ます。
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