
川西会長 本日はお忙しい中お時間を割いていただ
き、たいへん有難うございます。
私共SSISは7年前の1998年に発足いたしました。
半導体関連のシニアの人たちが引退し、そのまま
盆栽いじりなどしているのはもったいない、活用
してはどうかと言うご意見があり協会を作って今
日まで7年経っています。いま個人会員が約270名
と賛助会員として企業など約40団体に加入いただ
いております。運営はその年会費でまかなわれて
おりますが、殆どは会員のボランティア活動で、
内容的にはかなり良いことをやっているのではと
自負しております。
今日の対談のテーマとしましては、一寸考えて
おりますのは、日本のIT産業が幸いなことに復活
の兆しがあります。さりながら一つの課題として
は老齢化社会が到来し、ワーキング人口が減って
いる、これをどうするんだという問題。この老齢
化社会に対し、シニアの役割に関する話、女子の
職場をもっと広げなければいけないと云う問題、
或いは外国人を招聘する工夫があり得るだろうと
いうこと、この辺りについては知事に後で触れて
いただくことにします。いま地方の時代ですが九
州は特に私共半導体関連も多くの市場をもってい
るお隣中国に近い位置にありますし、シリコンシ
ーベルト構想で半導体産業の根づくり、振興を進
めておられます。そこで、まずシーベルト構想の
現状についてお話し願います。

麻生知事 シリコンシーベルト福岡プロジェクトは
大きくは二つの狙いがあります。一つはシステム
LSIの設計開発拠点化です。福岡市、北九州市、飯
塚地区の三つの拠点を一体化し、世界的なシステ
ムLSIの設計開発拠点とすることです。それは単に
国内を視野に入れるのではなく、シーベルトで結
ばれた韓国、上海、台湾、香港、シンガポール等、
半導体産業に取り組み更に発展に取組んでいる国
や地域と分業・協力体制をつくってゆきたい。九
州が、いまでは日本の半導体生産の約1/3、世界の
半導体生産の約10％を担っていて、半導体産業が
最も基幹的産業となっています。この基幹となる
半導体産業を更に発展させ、雇用創出力或いは地
場産業として今後とも成長してもらわなければな
らないわけで、そのための一つの頭脳拠点を目指
した計画なのです。
このプロジェクトの具体的な中味は、一番目は
研究開発です。
省電力の機能を持ったシステムLSIをはじめ約60

の研究開発を進めています。その多くは産官学協
力で行っています。ただこの産官学協力も実際に
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実用化、市場に出されるところで大きな壁にぶつ
かっておりましたが、われわれは産官学で研究開
発を組む際に誰が実用化を担当するのか誰が市場
化に責任を持つのかを明確にしてこの壁を乗り越
えるようにしています。二番目にこのプロジェク
トで行っていますのは設計人材の育成です。
これはシステムLSIカレッジの設置です。これで
昨年は延べ約500人の設計人材教育を実施しており
ます。 このカレッジは、日本の今後の教育のあり
方の一つの新しい方向を切り開いているもので、
教えている先生方は25の大学と、産業界から、14

の企業等からおいでいただいています。一つの大
学で半導体の設計というような幅広い分野をカバ
ーする教授をそろえるということは困難です。そ
れに適した先生を準備するということで必要に迫
られて教授陣を開拓した結果、殆どが大阪以西の
大学ですがインターユニバーシティの教授陣とな
っていますし、加えてインターインダストリーの
教授陣にもなっています。いま新しい教授陣が一
つの大学の枠を越えた形で構成されていることに
加え、大学の教育と一体化して、大学の単位とな
るような仕組みも取り入れられておりますし、最
初はソニーでしたが、企業の社員教育のアウトソ

ーシングの場になっており、人材養成が活発に行
われています。三番目はベンチャーの育成です。
半導体特にシステムLSIは大量生産でやってゆくよ
うなものもありますが相当な部分が多品種少量生
産型で大企業といえどもすべて社内でやるのでは
なく特定の分野は外部に委託するし、外部で受け
る産業も分業体制となってゆくので、ベンチャー
を興すことが非常に大事だと思っています。ベン
チャーを興すために三つの大きな制度を持ってい
ます。第一は福岡システムLSI総合開発センター内
に多くのインキュベーションを設けている事です。
このインキュベーションの良さは、センター内に
カレッジをもち、研究所を持っている事です。九
州大学はじめ各研究機関を集積したいわば頭脳銀
行の指導を受けられるといった優れたインキュベ
ーションを提供しています。第二は設計したもの
に対し検証センターを設けている点です。設計し
てもうまく動くか検証する必要があり、ベンチャ
ーにとって結構お金の掛ることですが、“共同試作
検証ラボ”を持っていてこれを安価に提供し、且
つ試作に対する助成も行っています。第三はある
程度発展した場合、“九州ベンチャーパートナー
ズ”という地域ベンチャーキャピタル会社があり
ここで積極的に初期投資をやってゆき企業を育て
てゆく。そのあとに企業が発展段階で必要な経営
資源を投入できてゆく仕組みを取れるというやり
方です。こういうことを通してベンチャーを育成
していきます。四番目はもう一つのプロジェクト
の狙いでもあります、シリコンシーベルトとの分
業協力体制です。具体的には川西会長もご参加い
ただいた“シリコンシーベルトサミット”を実施し
ていて、ここでは年1回日本、シーベルト地域、ア
メリカ、ヨーロッパからも参加していただき技術
開発の動向、市場変化の動向、これに対して半導
体やセットメーカーがどのような方向で協力し合
えるのか情報交換と将来の方向づけ等を国際的視
野で話し合う事を行っています。
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川西会長 教育の面が非常に大事だと考えますが、
中国、インドで学生の顔色を見て日本の学生はい
ささか問題ありと感じられるのですが、福岡県で
はいかがですか。
麻生知事 これは重要問題で日本の若者は大学生ば
かりでなく全体的に自分の能力を低く見る、自分
の将来を悲観的に見ている。また社会の将来を悲
観的に見ている。その結果学ぶ意欲が低いのです。
福岡県の大学では4000人強の、主としてアジア人
ですが、留学生がいます。大学院、特に博士課程
では半数以上が留学生で、先生方の話では目の色
を変えて、夜を徹して実験データを取るのは外国
人ばかりだそうです。
私は留学生と混ぜるのが良策と考えています。
目の前で血相を変えて頑張る者がいれば引っ張ら
れます。今後産業だけでなく文化の面でも少子化
の中でいい人材をどう確保していくかは大きな課
題ですが、シニアといわれる階層の人々がもっと
頑張って働く事が必要でしょう。平均寿命は20年
前は70位だったはずですが今では男性で80才です
し、女性に至っては86才近くになっています。そ
れだけ元気なわけです。
川西会長 ロシア人より20年日本人の方が長生きし
ていることになり、これを活用しない手はないわ
けで、シニア協会もここに存在意義があると思っ
ています。
麻生知事 皆長生きできるようになってきており、
それとの関係で働く年限も決めるべきです。なん
となく50才だ60才だと決めるのではなく、何年生
きられるかとの関係の中で設計すべき事だと思い
ます。
川西会長 つぎにベンチャーの問題についてですが、
半導体の場合ベンチャーのあり方として大企業の
下請け的な形と、完全に独立して世界と戦う形が
ありますが、福岡県としてはどちらを勧めておら
れますか。
麻生知事 我々は当初独立形ベンチャーを念頭にお
いていましたが、現実はある程度の基礎となる需
要と経営基盤を得なければ世界と戦えません。そ
こで経営基礎を特定の大企業と結びついて確保す
ることを想定しながらやってゆくことにしています。
川西会長 これは大企業側から見ても必要なことで
あり、そのような活動は続けていると思います。
とは云いながらベンチャーが育ちにくいという声
が一方では強いのですが。

麻生知事 考えなければいけないのは日本の場合多
くのベンチャーが企業発ベンチャーだということ
です。昨今では各企業が新事業をベンチャーとし
て立ち上げる形が主力になっています。ところが、
この企業発ベンチャーが最近低調になっています。
一方大学発ベンチャー概念を作って、これが大成
功してきていて、数も大分出てきています。企業
発ベンチャーという概念を確立し、企業の人がス
ピンオフ、半スピンオフ等独立できる形を考える
べきです。大企業が選択と集中を繰り返している
ことがベンチャーを少なくし、将来の可能性を摘
む要因になっていないか心配しています。従って
選択と集中をやる一方で企業発ベンチャーの育成
を盛んにやらないと、10年の単位で見て日本の活
力は失われてゆく心配があります。
川西会長 これは企業の現役にも聞かせないといけ
ないお話です。
つぎに高齢化社会の到来に話題を移していただ
き、国際化社会を迎える中で問題は生産人口がど
うなるかということです。知事が指摘されていた
年齢で決めないで、元気度で決めるという社会に
なれば良いのですが、現実には直ぐにはそうなら
ない内に、2年後には団塊の世代の定年が始まりま
す。産業はやはり人が基本だと思いますので、シ
ニアの問題に加え、女子の問題、外国人の問題が
浮上しています。この点に関し知事のご見解をお
聞かせ頂きたいと思います。
麻生知事 団塊世代がリタイアの年齢に入りますが、
リタイア形態はずいぶん変わるのではないでしょ
うか。年齢で一律に退職してゆくというやり方で
は、現実に補う方の若者が不足します。私共の地

3

川西会長



域でも若者は多目に採用しておこうという動きが
でてきていて、明らかな若者不足です。従って団
塊世代が一律に年齢で辞めていったら、即座に埋
めることは出来なくなっています。このため辞め
方も有用・有能な人は残ってもらう方向に行かざ
るを得なくなっています。我々は、シニアに関し
二つの事業をやっています。一つは各地域への請
負形のシニアセンターの設置です。そこで仕事を
請負って、会員に分けて消化するやり方です。現
在この県内総売り上げは100億位になっています。
かつては庭仕事や襖張りなど単純な仕事が主でし
たが、最近は女性が参加し子育て応援、高齢者に
よる高齢者の世話というような仕事が増えていま
す。もう一つは、派遣形の業務で現役時代の知
識・経験を生かせるような高度技能者、或いは高
度知識の職業人を特に中小企業に派遣するもので、
公的に支援していることもありこれが着実に伸び
ています。必要に迫られてシニアの働き方も変わ
って行くと思います。
川西会長 次に女性と外人の雇用について知事のご
見解は如何ですか。
麻生知事 女性についてはいやが応でも社会進出を
活用するということにならざるを得ないです。一
つには女性の教育水準が高まったことです。女性
は勉強意欲が高く、自分の能力を生かそうという
意欲が男子を上回っています。所詮人材というの
は意欲のある人間でなければだめなわけで、ます
ます女性を活用する機会が増えています。現実に
昔は考えられなかったような大工さんになったり、
重機を動かしたり、女性の職場がどんどん拡大し
てきています。
逆にこの力がなければ男性だけで社会の生産活
動を支えるのは、不可能になってきていると思い
ます。私共も男女共同社会の発展を積極的に進め
ていますが、いくつかの問題もあります。結果と
して少子化が極度に進むことではないかという点
です。問題は結婚をしない、或いは結婚が非常に
遅くなるということです。女性が結婚をしない或
いは子供を産みたがらない理由の一つに、結婚し
子供が出来たあと元の仕事に戻れないという問題
があります。せっかく勉強し能力をつけ仕事の楽
しみを知ったのに、育児休業後に職場に戻れるケ
ースが少ないのです。そこで現在取組んでいるの
が「子育て応援企業」の拡大です。これは子育て
終了後の職場復帰を確約し、安心して出産育児休

業を取ってくれと宣言する企業を募るものです。
中小企業は熱心に協力してくれておりますが、大
企業は未だ冷淡です。中小企業では女性が貴重な
力となってきている社会環境の現れで、社会の考
え方、女性の位置づけ、意識や慣行を変えて行く
ことが大切です。
外国人については入れてゆくことは不可避でし
ょう。仮に入れない選択をしても、不法が増える
だけで数を抑えることは出来ないでしょう。これ
だけ所得格差があれば命がけでも流入してくるわ
けで、密入国ビジネスで入ってくるか、或いはも
う少し規制緩和等して日本で定着できる制度的な
仕組みをつくり支援してゆくことが大切です。知
的な人たち、特に日本の大学に留学している人達
の中には日本で就職を希望する者が沢山います。
これらを人材として活用してゆくことを考えなけ
ればいけません。福岡では外国人留学生と地元企
業で就職面談会を持つようにし、大規模におこな
ったのは昨年が初めてですが中堅企業を中心に約
20社、留学生が約300人参加し、ほぼ1割の就職が
決まりました。
川西会長 福岡県は進んでおられる。今後も続けら
れるお積りですか。
麻生知事 今年も行いますが、いい留学生に日本で
永住権を与えて処遇しもっと知的能力と働く意欲
を活かすことを考えるべきです。特に大企業は問
題点を先に挙げてしまい、教育しても逃げられて
しまうといったことばかり強調してしまいます。
中堅企業は研究開発でも、アジアのビジネスやセ
ールス体制でもこの人たちを積極的に使わねばや
っていけないという状況にあり、それなりの処遇
を考えるわけです。国としても良い人を雇用し定
着させることが必要で、しかもその量は年間10万
～20万とまとまった単位でないと制度として確立
しません。経団連が昨年春先に新しい移民政策を
発表しました。まだ若干観念論の感はしますが
徐々に気運がでてきており、世の中そのような方
向に動いていかざるを得ないでしょう。
川西会長 本日は長時間にわたりほんとうに有難う
ございました。たいへん感銘を受けました。これ
からも宜しくお願いします。

（この対談は、去る5月12日、福岡県東京事務所で行
われました。編集担当大塚英雄）
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去る4月13日東京千代田区のホテルニューオータ
ニで「イスラエル－日本ハイテク・ベンチャーキャ
ピタル・フォーラム2005」が開催された。このフォ
ーラムは1979年から毎年開催されていて、今年で9

回を迎える息の長いもので、イスラエルの優れたハ
イテクやベンチャー企業の紹介と個別商談および投
資の呼び込みを目的にしている。フォーラムはオー
プニングセッション、分科会、個別商談会、全体会
議の四部構成でおこなわれ、メインは分科会部門で
ソフトウエア＆ IT分科会、半導体分科会、通信分科
会、ライフサイエンス分科会の4分科会に分かれ各
分科会で主としてイスラエル側の先端ベンチャー企
業の製品や技術紹介を中心に進められた。
今回イスラエル大使館より当協会に討論または講
演の形での協力要請がよせられ、これにつき川西会
長が半導体分科会での講演をご快諾されたことで大
使館からの申し出が具現化した。またSSISが後援団
体に加わることとなり、これをうけて中原研修委員
長が4月度の研修会と位置づけられた。
フォーラムの概容と川西会長のゲストスピーチ

（約15分）の梗概を報告する。
開催日：4月13日（水）9：00～17：30

主　催：イスラエル大使館、財団法人 中東協力セ
ンター

後　援：日本貿易振興機構（ジェトロ）、
社団法人 日本パーソナルコンピューター
ソフト協会、
SSIS半導体シニア協会、
社団法人情報サービス産業協会

会　場：ホテルニューオータニ
オープニングセッション

参加者約500名、イスラエル参加企業61社の盛況
の中、主催者側から副主相兼産業貿易労働相エフッ
ド・オルメルツ氏、在日イスラエル大使、日本側か
らは経済産業省副大臣保坂三蔵氏、中東協力センタ
ー専務理事河野英樹氏の挨拶があった。ひきつづき
今回のイスラエル企業団団長格のエルロン社社長ド

ロン・ビルガー氏、日本ベンチャーキャピタル協会
会長堀井慎一氏ほかのスピーチがおこなわれた。
イスラエル副首相オルメルツ氏挨拶　要旨

イスラエル－日本 テクノロジ・VCフォーラム
2005の参加者の皆様にこのようなかたちでご挨拶で
きることを幸甚に存じます。
日本とイスラエルとの取引の始まりは約55年前に
さかのぼります。当初は活発ではなかった関係が
2004年度には双務取引22億5000万USドルにまで成
長しました。イスラエル政府は、貿易、投資、研究
開発において日本は最も重要な可能性を秘めた市場
のひとつであるとみています。テレコミュニケーシ
ョン、ソフトウエア、バイオテクノロジー、医療機
器、ナノテクノロジーにおいて日本およびイスラエ
ルの企業相互の利点を利用し、世界を先導していけ
る分野であると確信しています。
私は日本・イスラエル両国に潜在する相互協力の
可能性をしっかり見極めるよう双方の企業に望みま
す。毎年70もの取引が両国間で実現しているという
事実は相互協力の可能性を証明するものです。今日
の会合が成功裏にすすむことをこころからお祈りい
たします。
半導体分科会（12：45～14：00）

半導体分科会はSSISからは梅田運営委員長ほか15

名近い参加があり、全体では90名を超す盛況であっ
た。SSIS川西会長がゲストスピーカーとして約15分
の特別講演をおこない、引続きイスラエル、日本の
IT ベンチャー企業5社のプレゼンテーションが行わ
れた。
プレゼンテーション企業

ChipX Corp.（アムノン・フィッシャー社長／CEO）
Passave Japan KK（西村政司社長）
Accretech（ジラッド・ゴーラン社長）
Adimos Inc.（サンディープ・クマール社長／CEO）
Jordan Vally（アイザック・メイザーCEO）

イスラエル－日本・ハイテクフォーラム2005から

片野弘之（SSIS事務局長）
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川西会長講演　要旨

わが国半導体産業の現状

半導体産業にはシリコンサイクルという大きな変
動がある。長期的に見ればこの産業は変動があって
も年率2桁台で成長してきた。シリコンサイクルの要
因として主なものは①エマージーングマーケット②
半導体のイノベーション③新興国の台頭があげられ
る（図1）。

2000年、2001年は世界的に半導体不況であったが
2002年になってデジタルコンシューマの到来で特に
日本は急速な立ち上がりを見せ2004年は最高の年で
あった。今後多少のスローダウンが予想されるが
2006年以降再び力強く成長するであろう。その市場
牽引力は①デジタルホーム②カーエレクトロニクス
③ロボット等であろう（図2）。
日本半導体産業の課題の大きなものの一つは、何
を自社および日本でやり、何を他社と組むかあるい
は海外にアウトソーシーングすべきかということで
あろう（図3）。特に半導体開発にあたって年々増加
してきたソフト技術をどのようにして強化するかが

大きな課題である。
ソフトのアウトソーシング先としてはインド、中
国、イスラエル等があげられるが（図4）、この中で
イスラエルは技術では世界的レベルにある（図5）。
日本にとってやや遠い国の印象はあるが性格の全く
異なる民族性が故にむしろ補完し合い、協力し合う
ことができるのではなかろうか。

［片野弘之記］

図1 Silicon Cycle in Long Term

図2 Silicon Cycle in Near Future
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図3 Japanese Semiconductor Manufacturers’ Strategy

図4 Soft Ware Outsourcing

図5 Japan and Israel：Comparison
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カーオーディオやカーナビゲーションシステムに
代表される車載情報機器は、自動車が追求しつづけ
ている「安全・快適・便利」の実現のために、より
高性能化が進んでいます。
車載情報機器は、図1のように従来から標準的に

装備されているカーオーディオシステムと、最近特
に普及のめざましいカーナビゲーションシステムの
二つを軸にして、それらの複合化や、新機能の取り
組みながら進化しています。
なお、カーナビに代表されるCar Information Sys-

tem は、世界各地域別に見たときに、その基本機能
に違いがあります。図2にまとめたように、日本で
は、ご存知のとおり正確かつ詳細な地図情報の表示
に加えて、本物の建物を実写しているようなリアリ
ティのある三次元風景表示機能が人気です。一方欧
米では、万一の盗難や事故のときの通信手段を中心
としたテレマティクスと呼ばれるシステムが一般的
です。地図は二次元的でもいいようですが、音声認
識などのドライバ用支援が充実しています。そして、
今後の大きく発展するといわれる中国では、無線電

話とサーバを組み合わせたシステムが有望視されて
います。なにしろ道路や建物の建設ラッシュで、一
元管理しないと難しいのかもしれません。
総合的に、日本製ナビの高度な技術とゴージャス
な表示機能は世界をリードしています。
全国津々浦々の細かい道の情報が整備されている

半導体メーカから見た
車載情報機器の動向

山内直樹（㈱ルネサステクノロジ）

図1 融合化・高度化する次世代車載情報機器システム

図2 地域別に見る車載情報システムの分化と融合
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ことや、日本人特有の細部へのこだわり、また、作
り手の気配りが集約されています。なお、最近では
各地域別の特長を相互に取り入れながら、その機能
が進化しています。
これらの車載情報機器に要求される機能は、図3

のように、複数機能同時処理やマルチ画面化など、
ますます高まるばかりです。一方で、セットはDIN

サイズと呼ばれる寸法の中に実装されなければなり
ません。ですから、その中心となるSoC（System on

Chip）やマイコンに対して、高性能化と低消費電力
化を両立させながら進化することが求められてい
ます。
一方で、広く普及しているカーオーディオについ
て見てみましょう。この分野も、図4にあるように、
基本的な「受信感度と音作り」への改良に加えて、
最近普及しているデジタル・オーディオへの対応、

DVD再生など、カーエンタティメントからマルチメ
ディア端末へとバリエーション展開がなされていま
す。ここまでくると、カーナビゲーションシステム
の付加機能と変わりません。
ところで、これらの車載情報機器は、自動車メー
カやディーラーで組み込まれる純正品と呼ばれるも
のと、自動車部品量販店等で売られる市販品と呼ば
れるものがあります。システムメーカは、そのどち
らに対しても、幅広いラインナップの商品を効率よ
く開発・生産する必要があります。このためには、
基本回路構成やソフトウェア構成を標準化した「プ
ラットフォーム」を統一することが有効です。その
中で、CPUの共通アーキテクチャ化が特に肝要です。
図5に例としてルネサスの統一アーキテクチャ化へ
の取り組みを紹介しておきます。
先ほどご紹介しましたが、車載情報機器は、パソ

図3 車載情報機器の特徴と、デバイスへの要求項目

図4 カーオーディオ用デバイス（MCU）の展開

図5 今後の車載情報システム用コントローラの発展
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コンやテレビやDVDプレーヤーなどの機能をDINサ
イズの筐体に詰め込んでいます。そして、基本的に
は零下40℃から85℃までの動作保証をした半導体を
使用します。ですから、SoCやマイコンには高性能
化と低消費電力化の両方が求められます。そのため、
パソコンのように動作クロック周波数を上げること
は困難です。そこで、図6にあるように、システム

の処理内容を分析・理解して、内部バス性能の改善
やアクセラレータと呼ばれるハードウェアの付加な
ど、デバイスとしての地道な磨き上げに努力してい
ます。その次には、マルチCPU化の時代になると見
ています。
小型化のためのもうひとつの有効手段として、

System In Package（SIP）と呼ばれる高密度実装方式
が注目されています。図 7が最新の SIPの例です。
これは、700MIPS級のCPUとDDRメモリをSIP化し
たものです。この製品を使うと、単に小型化できる
だけではなく、対雑音性能向上や不要輻射低減、複
層プリント基板の層数減低といったメリットもあり
ます。
以上ご紹介したことからも、車載情報機器市場で
日本メーカの地位が高い理由と、国産CPUが採用さ
れている理由がご理解いただけると思います。ユー
ザに対するセットメーカのきめ細かい気配りと、消
費電力を考慮しながらの実効処理能力の改善に努力
する半導体メーカの技の集合体といえます。
最後に、今後の車載情報機器のキーワードと、そ
の実現のためのデバイス及び要素技術を図8にまと
めました。今後、車載情報機器は、走行支援と車内
エンタティメントの両面から、ますます進化します。
そのためには、リアルタイム性、索装を増やさない
ネットワーク、安全のためのセンサ応用など、広範
な要素技術を活用したデバイスの開発・展開が不可
欠です。今後とも、携帯電話やデジタル映像機器等
との技術共用にも取り組みながら、マイコンをはじ
めとした魅力的かつ実用的なデバイスを開発してま
いります。

図7 高位プロセッサとDDRメモリによる車載SIPの適応例

図8 今後の車載情報機器と共に切り開くデバイス・要素技術

図6 システムパフォーマンス向上、低消費電力化に対する取り組み
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ISSCCは、毎年2月にサンフランシスコで開催され
ている。ここ数年の動向をウォッチし、流れの変化
についても触れながら紹介する。

ISSCC2005への参加者は約3000人で、バブル期を
除くと過去最高の参加人数になる。
今回の学会テーマは「ナノエレクトロニクスの集
積回路」。論文の採択は579件の投稿に対して、233

件で、40％の採択率であった。
トピックスは、アジア、特に台湾の躍進、マイク
ロプロセッサの巨大化、日本の大学の存在感増大、
アナログの広帯域化と低電圧化、メモリの更なる大
規模化などであり、かつてはゲテモノと云われたよ
うな異質なものとの組み合わせが表舞台にでてきた
ことも注目される。

アジアの躍進
論文数の推移（図1）に見るように、アジアと欧州
からの論文が堅調に増加している。比較して、米国、
日本の企業、大学は概ねフラットに推移している。
全体の中でアジアの割合がますます増えているの
が、ここ10年来の傾向と云える。
細かく分析すると、国立台湾大学の躍進には目を
見張る。今年の論文は、台湾がトータルで16件。昨
年が5件であったから一気に3倍増となっている。そ
の内国立台湾大学が8件を占めている（図2）。台湾大
学の発表内容は、ウルトラワイドバンドのセッショ
ン、RFのトレンド、ベースバンドの処理と云った通
信関係に集中している。これらは緻密な回路設計と
試作・評価が必要な分野であり、設計インフラやフ
ァウンドリ・サービスの充実と、実装・評価体制の
充実が伺い知れる。台湾の大学は、TSMCから50％、
CIC（Chip Implementation Center：国家晶片系統設計
中心）から50％の補助で、実質的に無料でTSMCの
最先端プロセスを利用しており、これも躍進の大き
な理由と云えるであろう。

アナログ／RF関連の増加
アナログ／RF関連について、2003年から2005年の

3年間の動きを見ると、セッション数の割合で2003年
が45％。バックプレーン、ワイヤレスPAN、40Gbps

通信、携帯通信、ワイヤレスLAN、ワイヤレス情報
端末等が取り上げられていた。2004年は46％で、
WLAN、携帯システム、ワイヤレス家電、DSL。今
年は52％まで増加して、バックブレーン、WLAN、
UWB、携帯用RF-IC、家電用ワイヤレス受信回路等
も登場している。家電用ワイヤレス受信回路は、例
えばテレビで云えばディスプレイとチューナーの間
を無線でつなぐ技術などが発表されている。

日本の大学の活躍
日本の大学の活躍について述べる。昨年の発表で、

ISSCC2005の報告
潮流の変化の先取り

益子耕一郎（㈱半導体理工学研究センター）

図1 ISSCC論文数推移（件数）

図2 採択論文の傾向
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今年表彰された東大の桜井先生の曲げられる有機フ
ィルムの接触センサー。ロボットなどに使われる技
術であるが、Sugano Awardを受賞した。ISSCCの呼び
物はパネルディスカッションであり、東工大の松澤
先生が参加した6人のパネルディスカッション『アナ
ログ回路設計の黄金時代は終わったのか』が表彰さ
れた。今年の発表で静岡大学の川人先生が、Beatrice

Winner Awardを受賞している。これはエディトリア
ル的にも興味深く、メカニズムとチップのつながり
の部分で面白いアイデアとして評価された。
講演関係も活発で、7名の先生から計8件の講演が
行われた。奇しくも講演された7名の先生方は、皆
STARCのプロジェクトに関わっていた方々である。
日本の先生方の活躍が目立った。

プレナリ－セッション
ISSCCでは、毎年プレナリーセッションを行って
いる（図3）。例年、テーマ設定が秀逸である。今年
のテーマは「ナノエレクトロニクスの集積回路」で
あったが、先を行き過ぎず、後追いでもない流れに
乗ったテーマ設定になっていた。2001年がインター
ネット、2002年が通信、2003年が低電力の技術、
2004年は組み込みシステムであった。
今年も3件のプレナリートークが行われた。アジ
アからは韓国の情報通信大臣Daeje Chin氏がユビキ
タスとナノエレクトロニクスについて。欧州からベ
ルギー・ルーベンカソリック大学のHugo Du Man教
授が、アンビエント・インテリジェンス、欧州版の
ユビキタスで、その夢と現実と言う話を。米国から
インテル上級副社長Sunlin Chou氏が、ナノエレクト
ロニクスのイノベーションとインテグレーションに
ついて講演した。
プレナリーセッション内容を詳しく紹介する。

Daeje Chin氏の話は、IT産業にはバリューチェイン
があって、即ち「サービスの立ち上げ」から「イン
フラ構築促進」「対応機器の市場拡大」とつながって
行くとし、韓国政府はこのチェインにおいて民間を
よく助けて行くことをメッセージしていた。具体的
な取り組みとして、2005年春から携帯機器向け地上
派デジタル放送サービスを開始すること、また2006

年にはWiBroといわれる高速移動体データ通信サー
ビスを開始することをぶち上げていた。

Hugo Du Man教授は、アンビエント・インテリジ
ェンス（環境知能）、即ち日本で云うユビキタスに当
たるが、その構想の夢とナノスケールテクノロジー

の現実とのギャップについて言及した。問題は、消
費電力、バラつき、異種デバイスの集積化、実装、
開発コストなど、まだまだ課題が多いこと。高位で
は、ソフトウエア、アーキテクチャ、プラットフォ
ームなど、どんどんギガスケールの、何百万という
デバイスが集積される時代に、そうした複雑さにど
う対処していくべきか未だ見えていないと警告して
いた。対応策として、チップ上にネットワークを作
るアイデアNoC（Network on a Chip）、AboveICプロセ
ス、MEMS、SiPと云ったものが、問題解決のポイン
トになると指摘していた。
インテルのSunlin Chou氏は、シリコン技術の歴史

は電力効率化の歴史であることを強調した。ナノエ
レクトロニクスの時代に入り、トランジスタ構造と
して歪シリコン、マルチゲート等への変化、アーキ
テクチャではマルチコア並列動作、動的制御として
電源電圧、ボディ電位、クロック周波数、パワース
イッチらをダイナミックに制御するアイデア、プロ
セスでEUV、原子レベル操作、自己組織化等を取込
みながら構造を作っていく考えを述べた。結論とし
て、ムーアの法則は、CMOSより長生きするだろう
とのこと。

UWBに向けた回路技術
ウルトラワイドバンド（UWB）は約3GHzから

10GHzまでの広い幅の周波数を使って情報伝達する
考えで、最初はパルスを使うアイデアが主流であっ
たが、途中から違う規格がでてきた。マルチバンド
OFDMと呼ばれるもので、3GHzから10GHzの帯域を
複数に分けて使うアイデアである。複数のサブバン
ド夫々に従来の技術を投入し、周波数ホッピングの
技術で高速切り替えを行いながら、ワイドバンドを
活用しようという訳である。
しかし、従来のPLLは切り替え速度が遅く使うこ

図3 プレナリーの講演者変遷



とができなかった。この課題解決のためのアイデア
が今年のISSCCでは、目白押しだったと云える。オ
ランダのフィリップス社は、PLL自体の周波数を変
えることなく、2つのPLLで周波数を組み合わせ乗算
して対処するアイデアを発表し、台湾大学はこれと
近いアイデアをさらに対応範囲の広い将来性の高い
プランに実測データを添えながら発表した。また、
UCLAと台湾のRealtek社は、共同考案した3つのPLL

を組み合わせるアイデアと消費電力を抑える巧みな
設計を発表した。

UWBの進展を見ると、ある標準のスペックが発表
され、その中で高速切り替えのテーマが浮上し、対
応する回路設計が出てきたことで、改めて標準化活
動の重要性を感じる。その点、米国はリードしてお
り、アジア、日本にとっては、今後の課題として残
されるところである。

ヘテロジーニアス・インテグレーション
同じRFの分野であるが、ヘテロジーニアス・イン
テグレーションについて触れる。異種の集積、これ
までゲテモノと云われてきたもので、具体的には
MEMS、フィルタ、トランス、バイオ、光と云った
信じられないものがインテグレートされている。櫛
形容量の電極熱膨張により容量値をスイッチするデ
ュアルホップ広域帯レシーバ用チューナブル・バン
ドパスフィルタ、Q値900を実現するFilm bulk acoustic

resonatorsと電気的接続を行う回路、バラン、スイッ
チ、マッチング素子が不要になるトランスをチップ
上にのせる技術、脳とコンピュータのハイブリッド
を目指した鼠の神経細胞とチップをつなぐ実験、集
積回路に光を導入することで大規模チップの隅々ま
で正確なタイミングクロックを供給し、高速データ
転送に寄与する技術ほか、将来的に有望な様々な技
術が発表されていた。
その他、CELLプロセッサ、Itaniumなど、大規模

チップ設計技術も注目を集めていた。

台湾の躍進
アジア諸国の躍進を支える行政サポートに関し台
湾を例に紹介する（図4）。
台湾は、契約下請け製造業からR&Dや技術革新を
主とする業態に転換すべく、研究開発を司る台湾行
政院国家科学委員会（NSC）と、教育を司る日本の文
部省に当たるMOE、実践を管轄する経産省に当たる

MOEAが協調してプロジェクトを推進している。IC

デザインからIP、製造、テスティングに至るワンス
トップサービスの実現を目指している。
台湾では、産学が協調する中、2002年から2005年
にかけて250人LSI設計の専任教授を増員するなど、
技術者育成に力を入れている。また、2003年には民
間・政府が7：3で100億円の投資を行ったファブレス
デザインハウスの育成も効を奏し、メディアテック
社は、世界5位（2003年）の売上げまでに成長した。
日本と比較して、台湾の産学連携が巧くいってい
る要因の一つには、独立系で満遍なく広がるサプラ
イチェーンの構成の違いもあろう。また、世界各国
に散らばる技術者を呼び寄せる人脈も隠れた国力と
して台湾の躍進を支える一つの力になっていると考
えられる。

おわりに
ここで、重要性を感じる一つはヘテロの集積化で
ある。日本の機械工業の強さは、町工場の強さであ
ったと思う。蒲田や東大阪と云った町工場的なアプ
ローチが、機械分野の発展に有効であったのに対し、
半導体でそういうアプローチができていないと感ず
る。次に見えない競争力。それは人材の国際化や、
インフラとして台湾に見るサプライチェーンの構成
などもそうである。行政のコミットメントの重要性。
台湾、韓国のような国を上げての支援策の力は強力
である。巨大プロジェクトにおいては、垂直分業か
ら水平分業へ、さらに、異なる能力や資源を持ち寄
り構成されるチーム化への移行が、今後の活性化の
鍵を握っていると感じた。

12

図4 台湾の躍進－行政のサポート
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司会 今回、九州地区のご担当で活躍されておら
れます荒巻さんにお話をいろいろ伺いたいと思い
ます。

半導体とのかかわり
司会 荒巻さんが、まず半導体にかかわったころか
らのお話をお伺いしたいと思います。
荒巻 昭和40年、ヤマハ株式会社、その当時の日本
楽器製造株式会社に入ったのです。あまり楽器が
好きというわけでもなかったのです。ヤマハで、
エレクトーンと言う電子楽器の開発部門に配属さ
れました。ちょうどその頃、電子楽器をシリコン
トランジスタで造っていました。それを日立さん
とかNECさんから買っていたのです。当時、電子
部品の品質管理や信頼性とかをやっていました。
司会 シリコントランジスタを買っていたのですか。
荒巻 でも、ヤマハでも電子楽器は自前でICを造らな
ければいけないということで、半導体を始めようと。
「おまえは、そういう信頼性をやって経験があるか
ら、このプロジェクトに参画せよ」と。将来性が
あるかもしれないと思い半導体に。
司会 では自分の所で造ろうと。
荒巻 いや、もっと大きなきっかけはヤマハが当時、
世界でもトップシェアの電子楽器を造っていまし
た。それが、アメリカにアレンと言う、電子オル
ガンのメーカーがあったのです。そこでオールIC

の電子楽器を開発しました。それで、「いよいよ
電子楽器もオールICの時代が来る。これはやはり

自分たちでやらないと
将来は駄目だ」と。

MOS ICが出始めた
ころでした。アメリカ
のフォードの子会社で
フィルコフォードと言
う会社があり、そこか
ら技術導入して、昭和
44年にMOS ICの製造
を始めたのです。
司会 44年にICの内製
を始めて、その時に荒

巻さんはもう最初からですか。
荒巻 そうです。その時に参画した7人のプロジェ
クトチームの1人として、私は信頼性関係、テス
ティング関係をみなさいということで、そこから
私の半導体の仕事が始まったのです。
司会 IC内製化というのは、決断だと思いますけれ
ども。その時に技術は何もないわけでしょう。
荒巻 もう全部素人です。それで仙台の（財）半研
の西沢潤一先生の所に技術者を送ったのです。半
導体の本当に基礎を勉強しました。MOS ICはアメ
リカのフィルコフォード、半導体のいろはは西沢
先生から教わったというところから始めました。
司会 それで浜松に、工場を造って、それで最初に

MOS ICを造ったのですね。
荒巻 近くの豊岡に一貫工場を造ったのです。46年
ぐらいじゃないですか。電子楽器用のデバイダ、
分周器です。そこから始めました。
当時、大変な苦労がありました。いいものがで
きなかった。Na汚染による問題、アルミ段切れ、
コロージョンなどいろいろありましたけれども、
一番大変なのは市場に出てから、お客さんの所で
出るのが最悪でした。
それから、内製が始まって翌年ぐらいに、浜松
の5年後に鹿児島に量産工場を造ろうと、それで
51年に工場を造ったのです。
司会 鹿児島工場を造ったあと10年ぐらいは、荒巻
さんは豊岡工場で。
荒巻 品質管理の課長をやっていました。その時に、
「おまえ、九州出身だよな、工場長で行ってくれ
るか」と、ちょうど40歳の時でした。ただ、そこ
に含みがありまして、「子会社化するという計画
が、実はあるのだよ」と。要は工場ではなくて、
分社して子会社化するということがあるので、そ
の社長をやってくれんかと。

第二の転機
司会 最初ヤマハに入られたのが一つの転機ですけ
れども、鹿児島工場に行くというのが2番目の転
機になるわけですね
荒巻 まだ40才で、しかし工場長はローテーション

半導体とともに苦楽を歩んだ
私の人生

荒巻和之会員
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しますから、比較的楽です。でも、子会社の社長
といったら移籍ですからもう帰れないのです。だ
から子会社になるときに、先頭切ってすぐに、ま
ず社長の私が自ら移籍しなさいと。移籍というよ
り転籍ですよね。
司会 最初は鹿児島工場に工場長として行かれた。
それは完全に責任者として行ったわけですね。
荒巻 工場長はお金とかも全部本社が見ます。人事
制度も全部本社が見るし、経営的なところはほと
んどないですけれども、子会社は全然別です。人
事制度から、給与体系から全部作らないといけな
いです。だから、もう行ってすぐです。
司会 今まで信頼性のいろいろな仕事をしていたの
が、工場の経営をやって、すぐに子会社化して、
その会社の社長をやられたと。
荒巻 売り上げが100億ぐらいで、従業員が300人ぐ
らいでしたか。そんな会社が突然できたわけです。
それで社長で。びっくりですよね。40歳で「社長
です」なんて言って、いろいろインタビューも受
けました。もともと工場があったのをただ受け継
いだだけで、元は私が作ったわけじゃないですけ
れども。でも若かったから、いろいろな失敗をい
っぱい重ねました。
司会 工場にしておくよりも、独立会社にしたほう
がいいですよね。
荒巻 それはそうです。経営の弾力性があるとか、
半導体はヤマハにとって特殊な事業だとか、いろ
いろなことがあって、やはり独立性を高めようと
の思いがあったのです。でも、半導体の製造工場
ですから、営業もないし設計もないわけです。基
本的には工場と一緒です。ただ、経営的な面で、
子会社としてやっていかなければいけない。
司会 仕事は順調に伸びていった？
荒巻 そのころはね。でも、ある時期が来ると、能

力が増える割には社内需要がないから、では外販
をしなければいかんと。その後、実は1999年にヤ
マハの半導体事業自身が大波に遭遇したのです。
半導体を続けてゆく体力がもうなくて撤退と。そ
れで、「鹿児島も閉鎖しよう」という話も本社でか
なり進んでいたのです。私は残してくれと、かな
り本社にもアピールしました。五百数十人いたの
ですけれども、「250人ぐらいにして、半分辞めて
もらって、半分は残る、それで仕事を続けさせて
くれ」と。今でも会社は残っていますよ。
司会 それから、荒巻さんは。
荒巻 私は2000年に辞めました。辞めたというのは、
従業員の半分辞めてもらいましたから。私も「もち
ろん最後に辞めるけれども、君たちも辞めて欲し
い」と。そういうことで労働組合と交渉しました。
司会 その過程はともかく、楽しかったですか。
荒巻 楽しいこともあったし、つらいこともありま
した。いろいろなことを経験できました。
社長というものは、普通はやろうと思ってもで
きないですから。やりがいのあることをいろいろ
やらせてもらいました。変動に耐える工場はどう
したらいいのだとか、いろいろ工夫しながら運営
していました。
司会 それで、非常に大きな決断をされていますけ
れども、まだお若かったでしょう。
荒巻 54歳でした。

新たなチャレンジ
司会 じゃ、どうするのだと。まだ年金をもらって
という年じゃないし。
荒巻 製造をずっとやってきていますから、新しい
ことは難しいな、やはり経験した半導体のことで
やるしかないなと。ここにコンサルティング的な
仕事、セミコンブレーンと言う会社を作ったので
す。なぜセミコンブレーンかというと、私はずっ
と半導体の製造しかやっていなかったですから、
ネットワーク、人脈がなかったのです。やはり情
報というか、人脈がないと、いろいろ難しいとつ
くづくと感じました。私もシニアに入っていくの
で、情報の提供などをやりながら、コンサルティ
ングをやっていきたいなと。
司会 インターネットを使って、それを主要な武器
としてやろうというお考えだったのですか。
荒巻 そう。半導体もこれからそういう時代が来る
なと。例えば教育にしても、コンサルティングに
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しても、情報提供という時代が来ます。アメリカ
はそういうのをやっていましたから、海外のサイ
トを見たりして、いろいろ調べていました。
司会 半導体事業の斡旋、教育の仕事ですか。
荒巻 はい、やるのだったら仲介とか教育とか、ウ
ェブでできることかなと。それはやはり海外のい
ろいろな情報も分析したりして。そういうことか
ら始めました。
けっこうお金はかけて作りました。

司会 お金をかけて、しかもこれで稼ぐようになる
まではやはり時間がかかるわけでしょう？
荒巻 今でもほとんど稼げていないですけれども、
アクセスだけはけっこうずっと増えてきて、今、
日に800件ぐらいあります。
本来の目的は、シニアの人たちを集めて、ベン
チャーとシニアの人たちのお見合いサイトです。
それでシニアのいろいろな経験ノウハウをベンチ
ャーに提供しようと考えたのです。
司会 こういうビジネスは、これから発展していき
ますか。
荒巻 eラーニングは伸びています。まず大手企業
がいろいろなことをやっていますけれども、これ
からは、専門的な教育というのも少しずつ伸びて
いくのではないですか。遠くに素晴らしい講師が
いて、全国の人に、田舎でも教えることができる
とか。ただこの弱点は、実際の装置を使って教え
ることができません。それをどうやって解決する
かという方法もいろいろ考えています。最終的に
は装置を使うことになるかもしれませんけれど
も、それに近い、要はシミュレーションみたい形
で教えることも含めて、うまくいけばいい特長に
なるかなと思います。

半導体シニア協会とのかかわり
司会 半導体シニア協会とかかわりを持たれたの
は？
荒巻 私は昔から鎌田さん（現クリーンイー、元ア
ドバンテスト）を知っていたのです。ある方が、
「あの人がシニア協会で何かやっているよ。そう
いう協会があるよ」。それで、入会させてもらい
ました。目的は業界人脈を少しでも増やそうと。
九州の片田舎の製造では本当に狭いです。もう少
し人脈作りをやらないと駄目かなということで、
たまたま機会に恵まれた。3年ほど東京に通って
運営委員にしてもらったのです。

司会 それで今度、SSIS九州を立ち上げられた。
荒巻 一区切りがついたのでどうしようかと思いま
した。ただ、「おい、九州やらないの？」というこ
とで、いろいろ相談して九州でやらせてもらおう
かと。去年の4月に、一応九州の担当でどうだい
ということです。熊本もあるし、そこを事務所に
して一応アドバルーンを上げたという感じで、も
う1年ぐらいになります。

半導体シニア協会への期待
司会 最後にシニア協会に対して何かご意見ご感想
はありますか。
荒巻 シニア協会のあるべき姿というか、仲介とか
でもいいですよ。シニアらしい活動を具体的にど
う展開するかによって、これからもっと発展して
いく感じはしています。今、九州でちょっと違っ
た、もちろん方向としてはシニア協会のミッショ
ンの中で、九州で何か。今、私が思っているのは、
東京にいるいろいろな技術者は九州出身も多いで
す。大都市圏の大手企業に就職して、そのまま家
を造ってお住まいになっている人がいっぱいいる
のです。やはり大手のかなり技術を持った人が、
九州をサポートしていただくようなシステムをつ
くるとか、そういう考え方がいろいろあると思う
のです。
司会 今、九州もいろいろ新しい展開が見えていま
すから、ぜひ荒巻さんに頑張って頂きたいと思い
ます。
ありがとうございました。
（SSIS九州半導体工場見学会、懇親会後に収録、
司会：内田雅人,高畑幸一郎,まとめ：大塚英雄）
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まえがき
1994年6月3日、アメリカから一通の封書が届い
た。差出人はJune Huntzinger夫人（以下Juneと記す）
で、思いもかけず夫Richard Huntzinger氏（以下Dick

と記す）の死を知らせるものであった。1994年3月
24日逝去、享年69歳、日本人の標準からすれば早す
ぎる死である。気丈な夫人は夫の死の悲しみもさめ
やらぬなか、Dickの死亡前後の様子や現在の家族
（既に独立している 4人の娘、6人の孫）の様子を
細々と伝え、Dickとの47年におよぶ結婚生活が幸せ
なものであり、夫がRCA引退後、生れ育った故郷
（Palmyra, PA）に戻って、ともに静穏な日々をおくる
ことができたことを喜んでいると結んでいた。私は
早速、弔意を表するとともに、その年の12月にワシ
ントンで開かれる学会の帰りにPalmyraに寄り、Dick

のお墓にお参りしたい旨を書き送った。

出会い
Dickと私の最初の出会いは上記手紙の日付から33

年前の1961年3月にさかのぼる。日立製作所電子事
業部の武蔵工場からRCA社の半導体主力工場である
New Jersey州のSomerville工場へ研修生として派遣さ
れたときである。当時ゲルマニウム・トランジスタ全
盛時代で、日本でもその量産化が開始されて間もな
く、日本や欧米の電子部品メーカの多くが当時すぐ
れたGeアロイトランジスタの量産技術を確立してい
たRCA社と技術契約を結び、定期的に自社の技術者
を数ヶ月、Somerville（New Jersey州）その他のRCA

半導体工場に滞在させ、実地の技術を習得させるこ
とを慣例としていた。これのためRCAはInternational

Licensing部門を設け、次々と派遣されてくる各社の
研修生を受け入れ、Licensee Serviceの数人がそれら
研修生の面倒を見ていた。このLicensing部門のスタ
ッフの一人がDickで主として私の面倒を見てくれた。
Dickはドイツ系のアメリカ人として 1924年 11月、
Pennsylvania州、Lebanonに生まれ、私より3歳年長
であった。その地のハイスクール卒業後、第2次世界

大戦に軍曹として従軍したが、後方で通信兵として
勤務し危険にさらされることはなかったという。復
員後Lebanon Valley Collegeに進み、1951年卒業後、
バイオ関係の会社に就職したが 1955年、RCAの
Licensee Serviceスタッフの募集に応じて再就職した。
これが私との出会いのきっかけとなった。

Dickは比較的無口で、こちらが問いかけない限り
自分のことを語ることはほとんどなかった。上に書
いた彼の略歴の一端も、Juneから聞いたり、彼が死
んだことを伝える地方紙の死亡欄からの情報を私な
りにまとめたものである。しかしDickは無愛想とか
とっつきにくいというわけでは決してなく、家族ぐ
るみで私を迎入れてくれた最初のアメリカ人であり、
私が必要とする技術情報が得られるよう、つねに気
をつかってくれていることが無言のうちに伝わって
来るような人柄であった。また私の主目的である技
術研修の他にも、英語の慣用表現をメモして教授し
てくれたり、当時アメリカで流行していたボウリン

Dick Huntzinger氏の思い出（1）
大野　稔（㈱日立製作所半導体事業部OB）

写真1 Dick直筆のメモ（1961年3月）
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グ場につれて行き、そのルールを説明してくれたり
した。また仕事が終わった後、行きつけのバーに誘
って、カクテルの種類や独特の支払い慣習なども手
ほどきしてくれた。そこには戦後日本に駐留したし
たことのある日本通（？）のバーテンダーがいて
“KONBANWA”と愛想よく迎えてくれた。渡米する
日本人の数が今とは比較にならないほど少なく、特
にSomervilleのような田舎町では私の存在が珍しいら
しく、 戦後日本に駐留したことがあるバーの常連が
日本でのかっての生活をなつかしそうに話しかけた
り、片言の日本語を得意げに披露してくれたりした
が、決して戦争にかかわる不愉快な話題が持ち出さ
れることなく、楽しい一夕を過ごすのが常であった。
こんなアメリカ人の無邪気さとおおらかさを見て、
物質的はいうにおよばず精神的にも豊かなこの国と
戦争をした愚挙を改めて不可解に思ったのをおぼえ
ている。Dickはさりげなく私を米国の庶民生活にふ
れさせ、アメリカへの理解を深めさせようとしたの
ではないかと理解している。

Mountaintopへ
RCAはSomerville工場の他にパワートランジスタ
の生産を中心とするMountaintop（Pennsylvania州）と
小信号トランジスタを主力するFindlay（Ohio州）工場
を持っており、研修プログラムにはこれらの工場の
見学が組み込まれていた。Somervilleでの生活にもあ
る程度慣れ、英語によるコミュニケーションもいくら
かできるようになった3月の末、DickはMountaintop

を訪問する手はずを整えてくれた。教えられたよう
に長距離グレイハウンドバスでWillkes・Barreまで行
き、そこでDickがピックアップしてくれることにな
っていた。約束通りDickが出迎えてくれたが、車を
運転してきたのは思いもかけずDickの夫人 Juneで、
これが彼女との最初の出会いとなった。勝気そうな
夫人は笑顔も見せず、とりつく島もない感じという
のが私の初印象で、Mountaintopへの一時間ばかりの
車中でも夫人はDickと2～3短い会話を交わすのみで
何となく気まずい雰囲気となっていた。Dickはそん
な空気を察していろいろ気を使ってくれた。しかし
後になって考えてみると、当時 Juneは3人の子供を
抱え、子育ての真っ最中でしかも3番目のSallyが扁
桃腺炎をわずらい研修生の相手をする心の余裕など
なかったと思っている。しかしMounta in topの
Huntzinger家では、私の歓迎の意味を含め、近所の
人も呼んでささやかな夕食会を開いてくれた。メイ

ンディッシュはDick自ら腕をふるったステーキであ
った。これが一般的アメリカ人の家庭に招かれ夕食
をともにした最初の経験で、第一回目のRCA訪問期
間において最も忘れられない一夜となった。

（つづく）

写真2 MountaintopのHuntzinger一家：左よりDick、次女Sandy、
長女Sue、三女Sally、June（1961年3月）

SSIS九州、6月末に移設
本号の“NOSIDE”にゲストでご登場の荒巻和之会員（㈲セミコ
ンブレーン代表取締役、協会運営委員・九州担当）の事務所に
SSIS九州を設置しておりましたが、このほどセミコンブレーン
社の移動に伴いSSIS九州も移動になりました。
【SSIS九州】
〒861-1116 熊本県菊池郡合志町福原1-35

セミコンテクノパーク　㈲セミコンブレーン内
TEL：096-292-4312 FAX：096-292-4313

★㈱ヒューマン（協会賛助会員）本社の1階になります。

地図等は協会ホームページにあります。シリコンアイランド九
州での、SSISの拠点として発展いたしますよう、会員皆さまの
ご支援をお願い申し上げます。
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去る5月24日（火）・25日（水）の両日にわたり、本
年の春季見学会・懇親会を2年ぶりに九州で開催し
た。24日にはソニーセミコンダクター九州㈱大分テ
クノロジーセンターと㈱東芝 セミコンダクター社
大分工場の2ヶ所を見学し、25日には希望者による
懇親ゴルフコンペも開催した。2社の見学は46名、
別府・ホテル清風での懇親会は40名、懇親ゴルフは
13名の、それぞれ参加を得た。梅雨近い九州とあっ
て天候を心配していたが全くの杞憂で、素晴らしい
天候に恵まれた。
ソニーセミコンダクター九州

大分テクノロジーセンター

大分空港から自動車で約10分の場所に位置し、84

年5月に開設された。同所はソニーセミコンダクタ
ー九州㈱（SKC）の量産拠点として高密度半導体実装
拠点としての役割を担い700名を超える人員が働い
ている。セット商品の軽薄短小・高機能化への要求
に対応した最先端パッケージ組立を行い、顧客にと
って魅力ある商品の実現に貢献している。さらには
周辺部品を含めて機能ブロック化を図り、よりモノ
づくりに近い領域で実装技術の拡大を進めていると
のこと。
見学者一行は、別府湾を見下ろす素晴らしい眺望
の食堂を見学かたがた通過し、SKC代表取締役大久

保清社長以下の皆様から事業内容の説明を受け、大
分TEC代表片平元文後工程部門長の案内で2001年11

月に竣工した実装開発新棟（ここではプレイ・ステ
ーションポータブルのパッケージやメモリスティッ
クのメモリ等を手がけている）、「モック工房」と称
するSIPデザイン・ラボ（「より安く・薄く」を目指
した接合・成形・内蔵・配線の先端技術で開発－評
価解析を行っている）等を見学した。
東芝セミコンダクター社・大分工場

同所は1970年の創業以来常にトップランナーたる
を保ってきた歴史ある工場だ。都合3度の敷地拡張
に伴い、メモリからロジック、そしてシステムLSI

へと技術の変遷・革新を進めてきた。2004年には量
産機能・試作機能をあわせもつ最新鋭の300mmク
リーンルームが竣工、ブロードバンド時代No.1のク
リーンルームを標榜している。90nm／65nmテクノ
ロジーを駆使し、ユビキタスネットワーク社会の構
築に欠かすことのできないシステムオンチップの生
産を行なっている。同所ではDRAM混載・アナログ
混載のSoCのほか、イメージセンサ、MCUを担って
いる。
大分工場大島次郎工場長の事業内容説明とQ&A、
先端FAB構築推進部米倉明道部長、経営変革部首藤
俊次参事をはじめ技術者の皆さんのご案内で8イン

鎌田 晨平 会員
（SSIS文化活動委員）見学記�

2005年春季見学会・懇親会報告

ソニーセミコンダクター九州㈱大分テクノロジーセンター前での記念撮影
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チと12インチの回路線幅65nmの最先端プロセスを用
いたSoC製品群を生産する先端クリーンルームを見
学した（概要説明では「100ナノがひとつの技術的壁」
という実感のこもったコメントもあった）。いずれ
もそれぞれの世代の最先端工場であることが一見し
てとれた。なお見学に際しては、参加人数が多いた
め 2班に分割し、構内では我々のツアー・バスによ
っての移動となった。
環境への配慮

なお両所ともISO14001認証を受けているなど、環
境問題への取組が重要なポイントになっており、活
動概況ご説明でも時間を充てて言及されたのには時
代の流れを強く感じた。また両所で、見学参加者か
らの質問とそれに対する見学先ご担当の方との質疑
応答が、概況説明といわず見学中を問わず必ず活発
に繰りひろげられたのは恒例のことである。

別府・ホテル清風での懇親会では、見学とは打
って変わって寛いだ雰囲気のうちに終始した。川
西会長の総括、加藤運営委員の乾杯の発声があり、
宴酣になれば席を移って酒を酌み交わし、さらに
懇親の実を結んだ。途中、荒巻運営委員（九州担当）
による本年入会の在九州の会員の紹介等もあり、
シリコン・アイランド九州のポテンシャルをここ
でも再確認した次第。なおこの席では、熊本県よ
り同県産焼酎のお心遣いをいただいた。あまりの
美味にあっという間になくなったことを感謝とと
もに記しておこう。
第2日目の懇親ゴルフコンペは、13名の参加を得
て別府ゴルフ倶楽部で開催された。1位は池野成雄
会員、2位は福田弘会員であったことを報告する。
謝辞

今回の見学には、ソニーセミコンダクター九州㈱
ならびに㈱東芝 セミコンダクター社ご両所の全面的
なご協力によって開催し得たものである。SKCの大
久保清社長、東芝大分工場の大島次郎工場長はじめ、
受入のためにご尽力いただいた皆様に厚く感謝を申
し上げる次第である。なお今回の見学打診に当たっ
ては、川西会長・加藤運営委員に仲介の労をいただ
いた。併せて感謝の意を表したいと思う。
また、秋の見学会も「さすがはSSIS」と膝を打つ

ような企画とするべく鋭意準備中なので、会員各位
には乞ご期待！

（幹事補助　山本直志　記）

㈱東芝 セミコンダクター社・大分工場での記念撮影

見学先でのひとコマ
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SSISの個人情報取扱いについて

去る4月より個人情報保護法が全面施行されまし
た。SSISが法に言うところの「個人情報取扱事業者」
に該当するか否かによらず、プライバシーの尊重の
観点から、会員の個人情報の保護についてはさらに
細心の注意を払って取り扱って参ります。ほんの一
例ですが、個人情報の記載のある紙については、裁
断処理するなどを実施しています。
事務局宛に個人会員の連絡先等のお問合せをいた
だくことがありますが、場合によってはご回答でき
ないことがあることをご了承下さい。個人会員のE-

mailアドレスは、承諾のあった方に限られますが、
ホームページの会員専用ページ（ユーザ名・パスワ
ードを入力しないと閲覧できません）に掲載があり
ますので、そちらをご活用下さい。
なお、SSISでは年会費請求書のお届けとともに会
員データ確認票をお送りしていますが、これは事務
局に備える会員原簿の同期較正にのみ使用します。
紙または電子データ等による会員名簿発行に際して
は、別途各項目の開示可否をお問合せします（現在
名簿発行の予定はありません）。
賛助会員連絡会・特別講演会の予定

来る9月8日（水）午後、東京・学士会館において
本年度の賛助会員連絡会、特別講演会を開催の予定
です。特別講演の講師には、東京エレクトロン会長
の東 哲郎氏をお迎えし、日本の半導体製造装置産業
の競争力についてご講演いただく予定です。詳細決
定次第ホームページで情報をオープンにするほか、
会員皆様には従来同様お便りでご案内を差し上げま
す。どうぞご予定下さい。
SSISの拠点

本号記事にもありました通り、SSIS九州が移設に
なりました。ここで改めてSSISの各拠点をご紹介い
たします。
SSIS事務局（東京）〒160-0022 東京都新宿区新宿5-14-3 有恒ビル4階

TEL：03-5366-2488，FAX：03-5366-2487
SSIS関西 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-6-4 サムティ伏見町

ビル6階　システムLSI技術学院内
TEL：06-6222-4416，FAX：06-6222-4417

SSIS九州 〒861-1116 熊本県菊池郡合志町福原1-35 セミコンテ
クノパーク　㈲セミコンブレーン内
TEL：096-292-4312，FAX：096-292-4313

各所とも地図はSSISホームページの「アクセス」
に掲載されています。
新会員の一言
福D稔浩会員（シグマテック）

福cと申します。半導体・FPD製造装置での自動
化機械設計は構想計画から詳細設計まで、主担当で
の実務経験があります。
中田靖夫会員（㈲ソフィステック）

LSI設計を始める方のためのトレーニングをはじ
めました。半導体業界の動向を幅広く知りたいと思
い、入会しました。
田辺淳介会員（㈱ヒューマンウェイブ）

昨年の夏、奈良県から福岡県に引越して参りまし
た。九州は酒も魚も美味しく、仕事にも精が出ます。
今後とも宜しくお願いいたします。
西村安弘会員（ヒューマンネット経営顧問事務所）

メーカ営業40年で培った経験や人脈、コネ、情報
を生かせる健康維持、社会貢献の場を探していた処、
研鑽もできる最高の団体です。

個人会員�
福c 稔浩 会員 シグマテック�
中田 靖夫 会員 ㈲ソフィスティック�
吉崎 寛信 会員 ㈱ヒューマンウェイブ�
中根 　久 会員 東京応化工業㈱�
田辺 淳介 会員 ㈱ヒューマンウェイブ�
西村 安弘 会員 ヒューマンネット経営顧問事務所�
大城戸 浩 会員 ㈱旭精機�
須田 儀昭 会員 日本サイペックス㈱�
松橋 郁夫 会員 ゴールドマン・サックス・ジャパン・�
 ホールディングス㈲�
櫛山 寿夫 会員 元NEC�
城口 博隆 会員 インフィニオン   テクノロジーズ   ジャパン�

賛助会員�
ウィンボンド・エレクトロニクス㈱�
㈱プロアシスト （入会順）�

新入会員（2005.4～2005.6）�
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会員現況（6月13日現在）
個人262名、賛助41団体
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