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平成18年の新春を迎
え、謹んで新年のお喜
びを申し上げます。
皆様方には、日ごろか
ら当県の産業振興のた
めに多大なお力添えを
いただいており、心から
感謝を申し上げます。
鹿児島は、一昨年の
九州新幹線の一部開業
を皮切りに、鹿児島中

央駅の駅ビル「アミュプラザ」や鹿児島本港区
の商業施設「ドルフィンポート」がオープン
するなど、街は活気に満ちあふれております。
また、本格焼酎や黒酢、黒豚、かごしま茶
といった特産品や食材などが県内外に注目さ
れ順調に売上を伸ばすなど、これまで鹿児島
の歴史・風土の中で育まれてきた食文化や生
活文化が脚光を浴びてきており、今、まさに
鹿児島は「旬」の時代を迎えております。
これまで鹿児島のイメージは、「桜島」、

「焼酎」、「西郷さん」の3つの「S」が有名でし
たが、最近では、新たに4つの「S」を加えて
7つの「S」を県内外にアピールしております。
冒頭でも述べさせていただきましたが、ま
ず「新幹線」の「S」があります。一昨年の一部
開業により、各地への移動時間が大幅に短縮
されました。5年後の全線開業時には鹿児島
と福岡が1時間20分で結ばれるようになり、
九州の縦軸が一気に圧縮され、県民の利便性
の向上はもとより、当県経済の発展に大きく
寄与するものと期待されています。
また、霧島、指宿に代表される「温泉（spa）」

の「S」があります。鹿児島県は大分県に次い
で泉源が多く、健康を維持するために、この温
泉を利用した新しい取組が期待されています。
このほか、豊富な食材の「スローフード」
の「S」、豊かな自然・おいしい食材・温泉等
に囲まれたゆったりとした生活空間「スロー
ライフ」の「S」があります。このように、
鹿児島の魅力は「S」に集約されるのではな
いかと考えております。
さらに、当県には京セラ、ソニーなど、我が
国を代表する「半導体」関連企業が数多く立
地しておりますが、この「半導体（semiconduc-
tor）」も「S」であり、当県の経済を支える重要
な産業となっております。
鹿児島県は東京から見ると本土の最南端と
いう遠隔の地になりますが、中国や東南アジア
へ近く、アジアへ開かれた南の拠点として好位
置にあり、世界的な企業とのビジネスチャンス
に恵まれております。また、半導体企業の集積
により関連企業の協力も得やすい状況にあり、
事業展開する上で優れた立地環境にあります。
現在、当県では「かごしま電子デバイス・
フロンティア構想の推進」に取り組んでおり、
シンポジウムや交流会等を通じて、企業や大
学、県工業技術センター等と一体となった産
学官連携を促進し、半導体関連産業・電子関連
産業の更なる集積に努めているところです。
当県といたしましては、今年も「半導体」
産業の更なる発展のため、その一翼を担い、
会員の皆様とともに活動してまいりたいと思
います。
今後とも鹿児島県をどうぞよろしくお願い
申し上げます。

半導体関連産業隆盛の一翼を担う 伊藤 祐一郎 鹿児島県知事

巻 頭 言

伊藤祐一郎鹿児島県知事
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1．はじめに
昨年に引き続き佐藤氏に再登壇をお願いした。
多数の有識者の見識を小刻みに沢山聞くことも有
益であるが一定の人をマークしてじっくりと聞きそ
の思考の論理回路を理解していくのもまた有益な知
的活動である。これはまさに昨年このセミナーで
提案した“借脳”である。
（1）講演とレポートの流れ

先ず“日本半導体産業界再編”の必要性を論じ
て次に“2006年の業界の見通し”にふれていただ
き最後に経営の手法としてのM&Aの論点を明確に
した。

（2）検証のための膨大な資料
佐藤さんは自らの論理と見解を立証し検証する
ために138頁もの充分な資料を準備いただいた。
この資料だけでも参加した価値がある内容のある
ものである。
佐藤さんが日頃接することの多い外資系の投資家
投資会社の観点から見た日本の半導体産業に対する
見解評価をまとめた提案であり講演である。

2．昨年度の佐藤さんの予測の検証
協会誌アンコール2005年1月号報告
◇日米マクロ経済　dull and slow

◇半導体小幅マイナス
◇株式市場　買い時―外国資金の大量流入
◇M&Aの活発化―開発スピードの短縮
であった。
半導体は上振れしたが、それはPC、携帯でBRICs

の成長を低く見たのが原因である。

3．日本半導体業界再編か
～日本の電機産業の競争力低下の要因～

本論に入る前に、需要サイドに位置するセットメ
ーカーである日本の総合電機メーカーの状況を見る
と1980年以降25年間で大手7社の売上げは3.5倍に伸
びているが営業利益はほぼ横ばいである。（大手7社
NEC、富士通、日立、東芝、三菱、ソニー、松下）
従って当然営業利益率は8～9％から2～3％まで下落
している。

1990年代には、アジアへの技術流出とアジア企業の
積極的な資本市場からの資金調達による急速拡大が
あった。
その間日本企業は研究開発費を約半分に削減した
り、大幅なリストラにより間接費の人件費を落とし
たりしたが急進するアジア勢との間での安値競争に

SSIS秋季特別セミナー（05年11月29日大阪倶楽部）報告

佐藤文昭氏（ドイツ証券）熱く語る

日本デバイスメーカーの再編の
視点と方向

森山 武克 会員（関西支部長）
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まきこまれた。これが低収益の主たる要因である。
（1）では何故淘汰が進まないのか

特殊な仕様、言語のカベ、高コスト（高機能、
過剰品質）を背景にした鎖国市場の中で低利益の
まま生き残っている。PC、白物家電、携帯、重電
機器すべてそうである。高機能高品質で日本製を
求める日本人消費者の存在が大きい。

（2）儲かる企業が存在する。何故か、それは産業構
造である。
①日本よりコスト構造が高いかもしくは同等の欧
米企業が残っていること

②日本よりコスト構造が低いアジア企業が少ない
こと

③①と②の中で世界で高いシェアを有している企業
④世界の企業数が少なく寡占化されていると更に
良い
例・自動車 GM、フォード、トヨタ
・複写機 ゼロックス、リコー
・プリンタ HP、キヤノン
・鉄鋼 USスチール、新日鐵
その他　製造装置　コンデンサー　シリコン
ウェハー等である。

（3）PC、携帯、白物家電、重電など総合電機がコン
グロマリットとして事業を行っているが、一社
当たりの規模は小さく国際競争力もない。
将来数を減らす合併統合を進めない限りジリ貧
が続く。
成熟市場では供給側のプレイヤーの数を減らし
て寡占化を進めて存立をはかることは当然の帰
結である。

（4）日本半導体の低収益体質
世界平均の半分位、米国に比較すると1/4から

1/3位の営業利益率である。
300mmウェハ月産1枚当たりの投資額でも投資

効率は約半分である。（韓国、台湾比）

（5）もうかっている半導体企業のビジネスモデル
①最先端投資の可能なトップ商品を持っている。

DRAM、プロセッサー　etc.

②アナログ・ディスクリート等、枯れた技術で余
り投資が必要でない分野。

③ファブレス　投資をしない　デザインハウス
（6）再編の提案
①システムLSI 2グループ
②メモリー　1グループ
③ロジック系 ファブレス　デザインハウスを指向
の再編を提案する。

①システムLSIグループは
東芝、日立を中心とした2グループであり、
セットメーカーである。ソニー、松下が必ず参
加する必要がある。
売上高1兆円の規模として1ライン3,000億円の
投資とメンテを含め毎年2,000億円の投資能力を
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表1 海外メーカーが参入できず、国内メーカーだけで市場を分け
合う構造

出典：ドイツ証券�

表2 日本企業の敗因

出典：ドイツ証券�

表3 日本半導体産業の業界再編の青写真



持つことが必要である。
共同工場設立構想は駄目である
各社がラインを維持し、そのバッファー機能を求
めるのでは、技術人材共に最新鋭が出てくるわけ
がなく必ず失敗するし、資本市場から資金調達出
来ない。

IPOを前提に新会社を設立すべきである
東芝も日立もこの新会社に投資をさせ自分の

lineには投資しないことが明確なら資本は集まる。
読売、日経の記事は勇み足である。企画会社設
立は妥当であり、実現するであろう。
②メモリー　1グループ
アップルとサムスンの共同工場の構想は破談
となったがインテル、マイクロンのジョイント
によるNANDに進出が決定し情勢が急迫してき
ている。
以上の情勢からこれに対抗するにはエルピー
ダ、東芝が連合するしか勝ち目はない。マイク
ロンはメモリー全分野のソルーションカンパニ
ーになる。その背景には米国の国家戦略も見え
かくれする。これからはPCより携帯のメモリー
が主戦場となる。

対談と質疑応答
森山　佐藤さんは規模の利益を追求しているが、低
収益体質同志の統合では設備投資・開発投資能力
がついていかないのではないか？
佐藤　総合半導体メーカーとしての事業形態同志の
合体では駄目。商品毎にバラバラにして統合すべ
きである。そうすればまだ望みがある。
その中で大企業をスピンアウトした人々による
ベンチャー企業がどんどん創出されることによ
り、新局面が展開してくる。
米国が80年代スクラップアンドビルトの中で今を
ときめくシスコ・システムズ（’84）、デルコンピュータ
（’88）、クアルコム（’85）、ザイリンクス（’84）、アル
テラ（’84）等多数のベンチャー企業がスタートした。
森山　この状況に皆気がついていながらここまでき
たのは何故か？
佐藤　トップマネジメントがリスクをとってこなかっ
た。撤退、売却が各種しがらみで進まなかった。
山本　佐藤さん、西岡さんの現状分析と提案は分か
った。具体論として業界から強力なリーダーを3

人挙げてもらいたい。リーダー不在で第一次再編
は必ずしも上手くいっていない。

佐藤　エルピーダがモデルである。CEO、COOは思
い切って外部から導入すべきである。
森山　業界の人材不足か、Find outされていないのか。
これからの議論は何故リーダー不足か、それでは
いかに見出して、いかなる方法で育成すべきかを
論じるべきである。それを今年のSSISの特別シン
ポジウムの午前の座談会で行った。
佐藤　若い時から経営者として教育されていない、
特に資本調達と云う面で弱い。
長谷川　坂本社長に会った。二社からの出身者の人
間で話がつかないところに三菱の人が入ってきて
決断された。プライド等非論理的要素も決断を阻
害している。多数決で進めるべきと思った。
森山　日本半導体が弱体化することは産業連関から
装置、材料、部品の長期的な体力低下につながる。
装置メーカーは何故元気なのか。
佐藤　日本の装置、材料は今後共に強くなる。アジ
ア系がまだ入っていないもうかるビジネスモデル
である。
川西　日本はまだまだ強い。しかしコンソーシアム
は駄目だ。統合は賛成だが強制はできない。苦し
くなると政府に頼るし、政府・官も手をさしのべ
て皆で弱くなる。韓国、米国のように弱いものは
死ぬのが原則である。
佐藤　米国ではスクラップアンドビルトの中で、強い
企業が残った。日本では一社もつぶれていない。
井上　8inch当たりのASP（平均販売価格）で競争力
をチェックしているが日本は平均値以下である。
ASPをいかに上げるかが大事である。

4．2006年の見通し
（1）半導体は3～4％、携帯6％、PC 7～8％

（2）米国経済は個人消費が軟調に転じ総じて緩やか
なスローダウンとなる。

（3）携帯は現在18～19億人が所有、内12億が途上国で
ある。2015年32億と推定、その時途上国は24億。

（4）途上国経済はバブルに近く05、04と前倒し需要が
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表4 半導体市場見通しの修正



発生。06年は限界普及率から見て6％程度と算出。
（5）PCも買い換えサイクルから見ても7～8％になる。

上昇は07から08年、新OS Windows Vista 06年末
の発売の影響は中立と見ている。

（6）株価　途上国のバブルが沈静化する
米国系企業のマージンが低下し始めており上
昇のエネルギーは不足気味、EMS系は2％程度
の利益率まで低下。

（7）フラットTVの市場規模が見えてきたが、三種の
神器に続く次の大型商品が見えてこない。従っ
て2006年の電機株は強くない。

5．M & Aの論点
（1）買収ターゲットになりやすい企業

・技術力がある　・中堅の専業企業
評価する対象分野がクリアーである。半導体
製造装置等である。

（2）買収ターゲットになりにくい企業
・コングロマリット企業　・カリスマ経営者の存在
コングロマリットディスカウントである。極め
てわかりにくいし、買うと欲しくないものまで沢
山ついてくる。GEと日立とは20：1であるがGE

が欲しいのは電力機器とメディカルのみである。
（3）親子の時価総額逆転

親会社を買収すれば連結優良子会社が手に入
る。親に吸収合併して時価総額を上げる方向で
対処してきているが事業の組織形態として今後
の検討課題。

対　談

森山　カリスマ経営者は材料装置メーカーの中堅企
業に多い。従って買収されにくい。45nmのFab建
設は2010年の完成が必要だとすると2006年が決断
のタイムリミットか？
佐藤　その通りである。事業合併、統合は本来好景
気に実行すべきだが従業員の反対も強くテーブル
につかない。事業の売却は事業価値が高い時に実
行すべきだ。
森山　マクロ経済として、国内個人消費、設備投資
はどうか。輸出環境として、中国経済の見通しは。
佐藤　日本の個人消費は総じてポジティブである。
半導体設備投資も横バイから微増、中国は2008年
までは成長軌道にある。

6．さいごに
・2000年SEMIハワイ会議でシスコ・システムズのプレ

ゼンテーションを聞いた。余りのショーマンシップの
演技に辟易したが、資本市場から金を集めながら勝
ち上がってきた経営者のたくましさを強く感じた。
・日本の半導体は由緒ある重電・通信メーカーの嫡
男として大事に育てられた。
歴史的にみれば、日本の重電・通信機メーカーの
インキュベーターとしての姿勢と実績は高く評価で
きる。然し半導体の事業責任者で資金集めに外部
を走りまわった人は少ないと思う。再編の進行と
共に佐藤さんの云うように大企業をスピンアウトし
た方々によるベンチャー企業の創出が期待される
が将来を見すえての高い技術見識があり更に商品
開発ができる人と資金調達のできる人と同一人物に
求めてはならないと思う。役割分担が重要である。
・最近堀江 伸さんの指導で勉強会が開催されTIの

DSPの発展の歴史を聞く機会があった。当時売上
比率14％の小さいDSP部門に全資源を集中し、そ
の他の部門の売却を進めてきた“決断”の論理と
“勇気”に強いショックを受けた。
・セミナー終了後のパーティーで佐藤さんが私に
“どうしたらいいのですかね”と言われた。“タイ
ムリーな正論は必ず浸透します。言い続けること
です”と申し上げた。
・この研修会活動はボランティアで進めてきて5年
以上になる。
メンバーの使命感・インセンティブを継続維持
することが最大の課題である。萎えかかる気持を
フジキンさん東京エレクトロンさんはじめ沢山の
企業の方々の“友情と御理解”に支えていただい
た。心から感謝したい。

SSIS人材情報センターのスローガンでしめくく
りたい。
Stand up now.   Fight back.   Walk tall.

関西実行委員

石破、河崎、瀬崎、田中、本田、麻殖生、三宅、
和田、森山
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1．はじめに
カーエレクトロニクスは、1970年代に導入がはじ

まり、以後拡大の一途をたどっている。ここでは、
現在までの拡大の歴史を振り返り、今後の動向とし
て、利便性・安全性向上のための車両走行系の統合
制御システム、ハイブリッド車・燃料電池車、衝突
時の安全性確保のための乗員保護・歩行者保護シス
テムについて紹介する。

2．カーエレクトロニクスの歴史
カーエレクトロニクスは、1980年代には、アナロ

グ制御回路に代わって、マイコンを用いたデジタル
制御回路が導入された。以後、車両に搭載されるソ
フトウェアの規模は、飛躍的に増大し、現在では、
車両に搭載されるソフトウェアの総プログラム行数
は300万行を超えている。このうち、200万行はナビ
ゲーションである。

カーエレクトロニクスは、1990年代前半までは、
メカ機能の代替による付加価値アップの方策として
導入されてきた。たとえば、エンジンの燃料制御を
電子制御化することにより、燃費向上、排気ガス清
浄化を図る等である。そして、1990年代後半からは、
これらの車両の部位ごとに電子制御化されたエンジ
ンやブレーキなどの制御システムを連携させ、車両
全体としての性能を向上させる時代に入ってきてい
る。たとえば、レーダーで車間距離を測定し、車間

距離を一定に保つようにしたクルーズコントロール
システムなどが、この例である。
今後も、環境問題や高齢化社会、そして脱化石燃
料社会への移行に伴い、ハイブリッド車の普及や燃
料電池車の実用化、バイワイヤシステムの進展が予
測されている。

3．バイワイヤ化のメリット
“走る曲がる止まる”が車両の運動機能の基本で
ある。電子化以前の車両では、アクセルペダルとエ
ンジンはワイヤで接続され、ブレーキペダルは油圧
配管でブレーキ本体と接続され、ハンドルは、ステ
アリングシャフトやギアなどでタイヤと接続されて
いた。バイワイヤ化とは、アクセルペダルやブレー
キペダルがポテンショメータ化され（概念として。
もちろん耐久性・安全性を考慮しなくてはならな
い）、この指令値に基づき、電子制御でエンジンの
スロットルやブレーキを動作させる方式に切り替え
ていくことである。これにより、従来どおりの車両
本来の機能に加えて、電子制御で車を動かすことが
できるようになる。そして、プラスアルファの車両
運動制御を加えることにより、安全性向上や利便性
向上を実現することが可能となる。

4．バイワイヤ化の現状
すでに、個々の機能のバイワイヤ化はかなり実現
している。
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カーエレクトロニクスの現状と
今後の動向

石上和宏（日産自動車㈱電子システム開発部主管）

図1 車載ソフトウェアの爆発的増加

図2 走行系・電子制御化の進展の状況



たとえばアクセルペダルをポテンショメータ化す
るドライブ・バイワイヤについては、直噴ガソリン
システムの導入のタイミングなどで採用されてきて
いる。ブレーキ・バイワイヤもハイブリッド車など
で実用化されている。ステア・バイワイヤはまだ実
用化されていないが、安全性・利便性向上のため、
開発が進められている。

5．安全性・利便性を向上させたシステム
バイワイヤシステムにレーダーやカメラを組み合
わせることにより、ドライバの運転を支援するシス
テムが、すでにいくつも実用化されている。ここで
は、2つの事例について紹介する。
（1）アダプティブ・クルーズ・コントロール

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、先行
車との車間距離をレーダーで測定し、車間距離を一
定に保つように制御を行うシステムである。下図に
制御の例を示す。

このように、先行車が未検出である場合は、
100km/hで定速走行し、先行車を検出すると減速し、
追従走行する。その後、先行車が車線変更などで車
線から外れると、再度加速し、100km/hの定速走行
に復帰する。

（2）レーンキープサポートシステム

ここでは、2000年に日産シーマに搭載されたレー
ンキープサポートシステムの紹介をする。このシス
テムではカメラで取得した画像から道路の白線を検
知し、車線から逸脱しそうになった場合に、これを
補正するべくハンドルを操舵支援している。下図に
先行車と白線検知の画像を示す。このように、白線
を画像認識で検知し、自車の車線逸脱の可能性を予
測している。

6．エンジンに代わるパワーソース
脱化石燃料社会に向けて、ハイブリッド車、電気
自動車、燃料電池車などが研究開発されている。
（1）ハイブリッド車

環境にやさしい車として、特に日米で現在注目さ
れているのがハイブリッド車である。以下にハイブ
リッド車の構造図を示す。

ハイブリッド車はエンジンとモータを組み合わせ
た動力源を用いるが、単なるパワーソースの置き換
えだけではなく、回生協調ブレーキなど走行システ
ム全体の改良を実施する必要がある。
（2）燃料電池車

更なる高効率のパワーソースとして燃料電池車が
開発されている。2015年程度には実用化されると予
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図3 ステア・バイ・ワイヤ・システム

図4 自車設定車速100 km/h、先行車車速80 km/hの場合の制
御例

図5 白線検知の写真

図6 ハイブリッドカー



測されている。現在、主に開発されている方式は水
素システムと呼ばれている方式である。以下に水素
システムの図を示す。

水素と空気中の酸素を元に燃料電池で発電を行
い、これをモータに供給することにより走行する方
式である。現在、各社とも研究開発を行っているが、
燃料電池車にはまだ数多くの課題が残されている。
実用車両としての耐久信頼性、燃料電池の発電特性
に起因する低温始動性および高温での出力低下の問
題、更に、後続距離の問題、高コスト問題、そして
インフラとしての水素の供給の問題がある。この様
に、燃料電池車の実用化の道はまだ遠い。
（3）ディーゼルエンジン車

このような中で、ヨーロッパでは電子制御化され
たディーゼルエンジンが注目を浴びている。すでに、
新車販売の半分近くをディーゼル車が占めるように
なっている。

7．乗員保護・歩行者保護
自動車業界では、安全系のシステムを、大きく予
防安全系と衝突安全系に分けて考えている。予防安
全とは、事故が起きないように回避するシステムで、

たとえば、車間距離を測定し、追突の恐れがある場
合に、ブレーキ支援をするシステムなどである。こ
れに対し、衝突安全とは、事故が起きても、怪我の
程度を軽微にする等の概念で、この分野の中心はエ
アバッグである。ここではエアバッグを中心に機能
拡大について説明する。
エアバッグは、1990年代の中頃に普及が促進され
た。最初は、運転席のみのバッグであったが、助手
席や後席のエアバッグが追加された。また、衝突の
タイプ毎に、車両のドアなどにぶつけられた場合な
ど、衝突の方向に応じていち早く事故を検出するた
めのセンサが車両内に複数搭載されてきている。
更に、乗車している人物が大人か子供かを識別す
る乗員検知システムが導入されてきている。乗員検
知センサの方式には、面圧センサ方式・重量センサ
方式・電界センサ方式などがある。以下に面圧セン
サの例を示す。シートを押す圧力の分布を測定し、圧
力分布の状況から、大人・子供の識別を行っている。

今後は、乗員の保護と共に、歩行者など事故の相
手側を含めた保護のシステムに機能が拡大していく
と予測されている。下図は、歩行者保護のための跳
ね上げフードシステムの実施例である。

自動車が、真に安全で環境にやさしい乗り物となる
ように、今後も電子技術が応用されていくと考える。
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図7 水素システム図の例

図8 ヨーロッパにおける乗用車のディーゼル比率
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図9 乗員検知センサ例（面圧センサ）

図10 歩行者保護　跳ね上げフードシステム
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偶然にもマイコンとパソコンの黎明期に巡り会い、
多くの同僚と参加することの出来た筆者ですが、多
分に個人的な記述の多いことをお許しくださいます
よう、はじめに御願い申し上げます。

ミニコン「PDP-8」に学んだこと
67年、日本電気に入社した頃、半導体事業部は当
時、Siプレーナトランジスタの量産に成功した後バ
イポーラのオペアンプ、ディジタルのTTLロジック
SSI、MSIに次いでMOSを立ち上げたところであっ
た。配属先の生産設備部では自動試験機を担当し、
当時の安藤電気、ミナトエレクトロニクス等の外部
計測器メーカに発注し試験設備を調達していた。60

年代末にはMOSも電卓用に本格的に採用されはじめ
集積度も増し、本格的なLSIテスターが必要となっ
てきていたが国産メーカにはなかった。そこで事業
部ではフェアチャイルド社製モデル8000A型を通産
省の補助金で購入し、私がその運用を任せられるこ
とになった。このシステムの制御部に使われていた
のがDEC社のミニコン、「PDP-8」であった。演算は
12ビット、メモリーはフェライトコア、回路はディ
スクリートトランジスタで構成されていた。OEM供
給されていたこの「PDP-8」には回路図とソフトウエ
アのソースコードが添付されており、私は暇を見つ
けては回路図とプログラムを読み尽くすという幸運
に恵まれた。DECUSという団体に申し込めばソフト
ウエアライブラリーが無料で送られてきた。その中
にFOCALというBASIC言語に近い演算パッケージが
有り科学計算式など簡単にプログラムが出来便利で
あった。「PDP-8」の割り込み制御や IO、DMA制御
は シンプルだが応用価値のあることがすぐ理解でき
た。私には自由に使える、マイ・コンピュータであり
パソコンであった。この時の経験が後にマイコン・
キットやパソコンを世に出す原動力になっている。

マイクロプロセッサーの誕生
このミニコン「PDP-8」をそっくり ICで置き換え
てしまおうかと当事の上司、渡辺和也（当時課長）
氏＊ 1と話し込んだが、テスター部分の技術課題も山
ほどあったので「ミニコンを作ってしまおうか」は
話しだけで終わり、その先長い間ずうっと気になっ
ていたが、そのもやもやをふっとばしてくれたのが
マイクロプロセッサーの誕生である。インテル社が
71年に発表した「4004」マイクロプロセッサーのSDK

を購入し、テレタイプに繋いで動かしてみたのは出
向先の九州日本電気であった。目的は膨大になった
LSIのテストパターンを記録する紙テープの複製用に
高速リーダと鑽孔器を制御することであった。指先
に乗るようなチップでもプログラム次第で殆ど無尽
蔵の応用分野が開けることをデバイスの製造現場に
居ながら実感した瞬間であった。ミニコンより何倍
も面白いが、「ソフトが無ければただの石」でもあっ
た。73年、九州日本電気からマイクロコンピュータ
販売部の応用技術部門に呼び戻されマイコンの応用
開発と顧客への技術説明がメインになった。74年イ
ンテルが本格的な 8ビットマイクロプロセッサー
「8080」を発表するや、互換機チップの開発を周到に
準備していたNECは速やかに開発を終えたのだが、
最大の課題はユーザ教育であった。小型チップとメ
モリーチップ等を組み合わせてボードを作り、プロ
グラムをROMに書き込んで目的のシステムを作り上
げる過程を体験させることが必要であった。当事準
備されていた機材はミニコンのような装置に入出力
装置として数十万円ものテレタイプを接続するもの
であった。

マイクロコンピュータ・トレイニングキット
「TK-80」

そこで考えたのがシングルボードコンピュータに

後藤富雄（インテリジェントディスク㈱　取締役）

ことはじめ�

半 導 体�

日本PC事始　その1

マイコンがボードコンピュータで
あった頃

＊1 初代マイクロコンピュータ販売部長、NECのマイコン販
売戦略、初期のパソコン開発の総責任者、日本のパソコ
ンの父と慕われる。

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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仕立て、プログラミングに必要な入出力機能を装備
してしまうことであった。入力は0－Fの16進キー、
表示は7セグメントLEDとし、操作部はまるで電卓
のようなシンプルなものに出来あがった（写真1）。
TK-80の開発は1976年新入社員として入って来た加
藤明君＊ 2と二人で始め、小生の設計図を下に彼に試
作品の製作とモニタープログラムを分担してもらっ
た。シンプルに出来た背景には、同じフロアに居た
電卓用チップ開発者の助言などがあった。ラッピン
グ配線の試作機は当事の電電公社横須賀通信研究所
データ応用研究室の新入社員教育用に4台買い上げ
られ、最初の役目を果した。配属期日がきまってい
たのでボードにすることが出来ず IC類はすべてソケ
ット実装とし、配線のための電動ラッピングツール
も添付で納品した。76年、マイクロコンピュータ・
トレーニングキット「TK-80」の名称で発売した製品
は　組み立てキットとし、初心者用に書かれたマニ
アル、回路図、内蔵ソフトウエア（モニタープログ
ラム）のソースコード、応用プログラムを添付した。
ここで採った技術情報を公開する「オープン方式」
はその後パソコンに事業を展開してゆくときにも受
け継がれるが、ルーツをたどると「PDP-8」に遡る。
「TK-80」の商品化は5月に企画、8月には発売と言う
超スピードで進められた。発売と同時に秋葉原のラ

ジオ会館七階に「ビット・イン」と呼ぶサービス・
ルームを開設し、我々技術者が交代でお客様の相談
に応じる体制を敷いた。「TK-80」に搭載されたCPU

はインテル社の8080A互換のuPD8080Aであり、モト
ローラ6800互換のチップを搭載した日立のキットが
発売されたのはおよそ1年後であった。8080Aがアー
キテクチャー的に優れた6800を抑えて日本市場を席
巻できたのはこの1年の差が大きく貢献しているので
は無いかと思う。NECが市場開拓を自ら行い、事業
を先行出来たことのメリットは金額には代えられな
いものがあった。広告費を使わずしてマスコミが取
り上げてくれる、キットの周りでビジネスを始める
サードパーティが生まれ頻繁に訪ねてくる、マイコ
ンを中心にしてNECファンが急増する、最後には
8080プロッセサーの潜在ユーザを掘り起こしNECと
の太いパイプが出来たのであった。休日返上し、「ビ
ット・イン」でユーザと接しているうちに時代の潮
流が読めるようになってきた。日本でTK-80をはじ
めとするボードコンピュータがブームになった頃、
海の向こう米国ではモステクノロジー社の6502プロ
セッサーを搭載したApple II（アップル）、PET（コモ
ドール）を始めとする第一世代のパーソナルコンピュ
ータが殆ど時を同じくして誕生していたのである。
次号ではマイコン・キットから本格パソコン

PC8001への転進の経緯を記します。

＊2 現NECモバイルターミナル事業部要素開発統括マネー
ジャ。彼とのコンビはマイコン・キットから本格パソコ
ンの時代になっても長く続いた。初期のNECのパソコ
ンの殆どが彼の設計による。

写真1 「TK-80」

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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1．はじめに
現在、家庭に設置されている都市ガスやLPガス用

のガスメータのほとんどが、電気のブレーカに相当
する安全機能を備えたマイコンメータとなっている。
マイコンメータは、ガスが異常使用されたり、震度5

以上の地震発生といった非常時に、ガスを自動的に
遮断し、自損事故を含め広範囲にわたる事故を未然
に防止する安全装置を内蔵したガスメータである。
その事故防止能力については、2004年の新潟県中越
地震でも、地震に起因する火災を抑制するのに貢献
していることが報じられ、さらには地震発生時の被
害軽減量の算定に、マイコンメータの普及率が勘案
されるなど、事故防止策として不可欠なものとなっ
ている。本報では、今や重要な保安機能を担うよう
になったマイコンメータについて概説する。

2．マイコンメータを可能にしたマイコン
（マイコンメータⅠ）

開発に着手した1981年頃は、住宅の集合住宅化・
高層化、および高気密化が進み、万一事故が起った
場合、被害が増大化することが懸念され、ガスの安
全性の確保が大きな課題となっていた。これを解決
すべく、東京ガス株式会社により発案されたのが、
ガスメータとマイコン技術を組み合わせた安全シス
テム～マイコンメータであり、メーカである松下電
器産業株式会社との共同開発により具現化された。
表1にガス事故の原因と対策～安全システムとし
て具備すべき機能の一覧、図1にマイコンメータの
ブロック図を示す。流量計測のための演算機能や遮
断ロジックという論理演算機能を備え、しかもこれ
らを、リチウム電池（BR-C型 公称電圧：3V、公称
容量：5,000mAH）で10年以上動作する低消費電力
で実現可能たらしめたのは、当時実用化され始めた
スタンバイ・モード付きのCMOSマイコンである
（表2）。ガスは常時流れ続けているわけではないし、
また大地震の発生は稀であるから、マイコンはガス
が流れたり、地震が発生した場合だけ動作すればよ

い。即ち、必要なときだけ動作し、残り時間は停止
するというスタンバイ・モードを使え、このことに
より低消費電力化を図ることができた。

3．マイコンメータの普及型
（マイコンメータⅡ）

マイコンメータⅠは、1983年に一部都市ガス会社

藤枝　博（元松下電器産業株式会社参事）

図1 マイコンメータの構成
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表1 異常の原因、検知、処理

Sメータ�マイコンメータⅡ�マイコンメータⅠ�項　　目�
CMOS�
80pin　QFP�
2.2～5.0V�
動作：7μA typ�
40K/2048×4b�
 有り�
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2.2～5.0V�
動作：10μA typ�
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 有り�
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動作：50μA typ�
2K/128×4b�
 有り�

プロセス�
パッケージ�
動作電源電圧範囲�
電源電流�
ROM/RAM�
スタンバイ・モード�

表2 マイコンの概要
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ガス事故を防止するマイコンメータ
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により部分的に市場導入され、実市場での事故防止
能力の高さが確認された。この結果を受けて、次の
段階として、全戸普及を図るべく開発されたのがマ
イコンメータⅡ型で、その後のマイコンメータの基
本型となった（図2）。
構造：Ⅰ型の安全装置が、既存のガスメータの前
面に取り付ける分離型であったのを、装置自体を小
型化するとともにメータの上部（上ケース）を拡大
し、その中に収める一体構造とした。
電池：装置全体の低消費電力化を図った結果、よ
り低容量のBR-2/3A型（公称容量1,200mAH）が使え
るようになった。
マイコン：小型化のためマイコン周辺回路を取り
込み、低消費電力化のための様々な工夫を施したチ
ップを開発した（表2）。
Ⅱ型は、全国の都市ガス会社に採用されるととも
に、LPガスにも導入されて普及が加速された。普及
が進むにつれて事故件数も減少し、たとえば、LPガ
スの重大事故件数は、マイコンメータの普及率が
5％だった1988年度は390件、普及率が100％に達し
た1998年度は75件に減少している。

4．LPガス上流監視機能
（S型マイコンメータ）

マイコンメータは、メータより下流側設備につい
ては、漏洩検知機能によってガス漏れの有無を常時
監視しているが、上流側の配管の漏れはチェックで
きなかった。LPガスにあっては、ガスメータの上流

側のガスボンベまでの配管の漏れチェックは、2年に
1回の法定点検での保安点検員が手動で検査してい
た。この検査を自動化するために、上流配管のガス
圧を監視することにより漏洩を検出できる漏洩検出
ロジックが考え出され、圧力センサと漏洩検出ロジ
ックを組み込んだS型マイコンメータが開発された
（図3）。S型のマイコンとしては、上流監視機能に加
えて、通信機能や、液晶駆動機能などを取り込んだ
ものを開発した（表2）。S型を使えば、常時上流常
時監視ができるので安全性が向上し、またガス事業
者にとっても、保安員による法定点検や圧力調整器
の検査が免除されるというメリットがあり、S型は
LPガス用マイコンメータの主流となっている。

5．おわりに
過去20余年にわたり取り付けられてきたマイコン
メータは、いまや普及率が100％に達しようとしてい
て、ガス事故の防止に大きく貢献している。開発か
ら今日に至るまで様々な改良が加えられてきたが、
基本となるガス流量検出は、既存のガスメータから
の信号を使うという点では変更がなかった。近年、
この点についても、ガスメータを従来の体積型から
超音波流量計の原理に基づく瞬時流量型へ改良する
動きが出始めている。瞬時流量が計測できる超音波
ガスメータが実現されれば、マイコンメータも新た
な保安機能を加えることができ、ガス事故件数をさ
らに減少させることができるものと期待されている。

図2 マイコンメータⅡ 図3 S型マイコンメータ
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韓国の某シンクタンクで研究員として勤務してい
た私が、日本経済や産業の歴史について本腰を入れ
て勉強したいと思って留学したのは、ちょうど10年
前であった。しかし、意気込みがあっただけで、具
体的にどんな産業をどのように研究するかが定まら
ず、何ヶ月か悩んでいた。その時、私の指導教官の
故橋本寿朗先生に勧められたのが半導体産業、つま
り、IC産業の歴史の研究であった。
なるほど、「産業の米」といわれる IC産業の歴史
を研究すれば、この「米」を摂取する需要産業との
関連、しかも、産業構造の変化などが見えてくるだ
ろう、という大げさな思いをよせることになった。
期待感が膨らんだ。

1960年代と70年代の日本のIC産業の資料を調べは
じめたが、調べるにつれて、先行研究が十分な実証
的な根拠を示さないまま言明しているところが少な
くないことに気づいた。そこで、実際に ICの開発や
製造に携わっていた当事者にあたって聞くしかない
と思うようになった。
その旨を私の先生の故橋本先生に申し上げたら、
半導体業界の友人を紹介してくださって、ヒアリン
グのアレンジの窓口役を快く担ってくださる方も現
れた。素直に嬉しかった。私自身、ヒアリングの経
験がさほどなく、外国人という点もあって、不安は
あったが、この機会を生かして、単なるサクセスス
トリーではなく、日本のIC産業を築き上げた方々の、
生々しい、かつ泥臭い経験を吸い上げてみたいと思
ったからである。
結果的に、数年間にかけて、33名の方と49回（1回

に平均約2時間）のヒアリングを行うことができた。
せいぜい数回で一連のヒアリング作業は終わるだろ
うという私の控え目な予想を見事に裏切った順調ぶ
りであった。ヒアリングに応じてくださった方々、
アレンジしてくださった方々の協力がありがたかっ
た。中には、今も私に暖かい励ましの言葉を送り続
けている方も少なくない。実は、半導体シニア協会
への投稿をすすめられたのも、こうした方の一人で

ある。
さて、分厚いヒアリング記録を材料にして私は博
士論文（東京大学大学院研究科）を仕上げた。いろ
いろな方からあれだけの協力を得ながら、このレベ
ルのものしか書けないかというお叱りを受けて当然
であるが、感謝の心を込めて、以下で、私の博士論
文の主張点をごく簡単にまとめた上で、最後に、日
本の IC産業の黎明期の歴史に学ぶべきことは何かに
ついて少し言及したい。
日本 IC産業の黎明期、とりわけ、70年代前半まで
の日本国内の IC市場は、ICメーカの社内消費率が高
く、外販市場では特定需要家向けの取引が多かった。
それゆえ、社内外の大手需要家との共同開発を中心
に、情報交換が行われた。
先端の高性能を要求する通信機用 ICの場合、競合

する複数の IC企業と旧電電公社が繰り返し共同研究
を行った上、電電が電気通信研究所の半導体基礎技
術、試作技術の蓄積に基づき認定制度を運営するこ
とによって、IC企業と電電との間に密接な情報交換
が行われた。また、様々な形で電通研から IC企業へ
の技術移転も存在した。企業内の IC技術者と通信機
技術者間の協力・交流が頻繁に行われたことも、日
本の通信機用 IC開発の重要な特徴であり、70年代後
半には、こうした企業内の IC技術者と通信機技術者
間の協力の技術的な必要性がさらに高まった。

70年代前半に、日本 ICの最大の需要先だった電卓
用 IC市場では、大手電卓企業と日本のIC企業間に情
報交換がより頻繁になり、かつ、安定的な関係が結
ばれた。しかし、共同開発時の技術者間の頻繁な接
触が、必ずしも製品情報の公開における積極性につ
ながったとはいえず、この点は、電電と IC企業間の
共同開発に比べ、民間企業同士の共同開発において
交換される情報交換の限定性が厳しかったことを示
唆する。
通信機用 IC、及び電卓用 ICと異なり、コンピュー
タ用、家電用 ICの場合は、社内需要家との共同開発
が多かった。従って、外部需要家との共同開発に比

<<寄 稿 文<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

日本IC産業の黎明期に学ぶ
金容度（きむよんど、法政大学 経営学部 助教授）
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べ、より濃密な情報交換が可能であった上、情報交
換が持続的に行われ、情報の蓄積が可能であるとい
うメリットがあった。しかし、開発のパートナーが
社内に限られることによる甘えの可能性が常に存在
した。
用途別に程度の差はあったものの、大手需要家と
の共同開発は、コスト、品質の両面の要求を IC企業
に突きつけた。こうした要求に対応して、ICの設計
技術者と製造技術者間、開発拠点の製造技術者と量
産工場の製造技術者間、製造技術者と一般の製造オ
ペレータ間に密接な情報交換が行われた。もちろん、
ICの製造技術者と設計技術者間には志向の差も存在
したが、こうした差の表出や調整の度重なる経験に
よって、設計技術者は量産時の事情を見据えて設計
するという志向を身につけた。
とりわけ、量産領域においては、製造装置の導入
と利用、品質管理上の工夫が積み重ねられた点が特
記に値する。具体的に、労働力不足、人の管理の難
点及び人による作業精度の限界、人件費上昇の圧力
等に対応するために、後工程の自動化が積極的に推
進された。自動化による人の代替にも拘らず、需要
拡大による新・増設で従業者数は80年代半ばまで増
加する中で、稼働率の向上のための深夜作業の拡大
と保全・メンテナンス作業の重要度の上昇、そして、
男性比率の高い前工程の重要度の上昇等が原因にな
って、従業者のうちの女性比率が急低下した。また、
自動化は品質管理活動と密接に絡み合っており、品
質管理の体制の整備にも影響した。
他方、技術蓄積という点では、大手需要家向け IC

の開発、量産、企業間競争の経験は、60年代と70年
代にかけて、連続的な性格をもったといえる。とり
わけ、共同開発を梃としてこうした経験を積重ねた
企業とそうでない企業との優劣が現われ、それが日
本 IC産業の堅い寡占構造を形づくる上で大きく影響
した。
ただし、70年代前半までと、それ以降の企業間競
争の様相に異なる点もあった。具体的に、70年代前
半までは開発や量産をめぐる企業間競争の土俵は、
用途別に分断されていた。
まず、電卓用PMOS・IC市場では、シャープやカシ
オとの共同開発に支えられ、日立やNECがシェアを
高めた。この実力を梃子にして、両社は、72年以降
のカスタムLSIの比重の上昇の中で、カスタムLSI市

場を両分した。一方、東芝は、PMOS・ICで、日立、
NECに大きく立遅れていたが、60年代後半からスタ
ートしたCMOS・ICの開発が、71年からシャープと
のCMOS・LSIの共同開発・取引に繋がり、それを契
機にCMOS製品の量産化で先行した。
通信機用IC市場は、コンピュータ用 IC市場との間
の障壁が低かった。NEC、富士通、日立の3社が両
市場の主なプレーヤーであったからである。そのた
め、通信機用ICとコンピュータ用ICのうちのある一
方の開発、量産の経験を、両用途 IC市場の競争にい
かされた。その結果、参加企業の固定性にもかかわ
らず、企業間競争は激しかった。
それに対して、70年代後半以降は、外販が急激に
拡大する中で、この外販市場における標準品の比重
が急上昇することによって、より多くの企業が
DRAM、マイコンなど特定の標準品市場に集中し、
競い合うという変化が現われた。市場や製品面のこ
うした変化は、DRAM、マイコンなど一部の標準品
市場で日本企業同士の競争を激化する要因にもなっ
たとみられる。
黎明期の経験が日本 IC産業の成長につながった
が、我々がより重視すべきことは、成長という結果
そのものではなく、成長が決していい条件の中で生
み出されたわけではない点である。出発点で欧米の
IC企業に立ち遅れ、こうした強敵との競争の圧力に
晒されていた。開発したことのないもの、製造した
ことのないものを、次々に要求してくる需要家から
の圧力も厳しかった。一人が何から何までの仕事を
やりこなさなければならなかった。成長は、厳しい
状況との格闘の産物であったのである。
かつてのような急成長、日本企業の一人勝ちは、
これからはもうありえないかもしれない。しかし、
日本企業が巻き返す可能性を否定する客観的な根拠
もそれほどない。厳しい状況に立たされている今こ
そ、厳しい状況に対応して奮闘してきた歴史に学ぶ
べきことが多いのではないか。そして、厳しい状況
を強いられている同じ立場の企業同士なら、近隣国
の同業企業とも手を結んで、オープンな姿勢を広げ
るのもごく自然であろう。厳しい経験を積重ねてき
た日本の半導体業界の先輩達が、なぜ外国人の私に
オープンに応じてくださったかが何となく分かるよ
うな気がして、改めて感謝している。

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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はじめに
秋季セミナーとして「FPD 基本技術と市場トレン
ド」と「リアプロTV見学会」及び「宿泊懇親会」を
開催致しました。参加者は55名におよび10名強はお
断りしたほどで盛況の開催でした。これはセミナー
と見学会のセット開催が人気を呼んだように思いま
す。西久保講師の講演は技術のポイントを分かり易
く、また業界の事例をまじえながらお話しをして頂
きました。見学会はソニー熊本Tec様のご好意で最新
技術のリアプロTV（SXRD）の技術動向などを実物で
説明を受けながら勉強しました。

セミナー
西久保靖彦講師（三栄ハイテックス社長）

『よくわかるディスプレイ技術の基本と仕組み』
（秀和システム）の著者でもある、西久保講師から、
FPD技術の基本と業界の動向について、ご講演を頂
きました。
1．FPDの基本原理

・液晶（LCD）－TV ・プラズマ（PDP）－TV

・リアプロ－TV ・有機EL（OLED）
・FED（SED）
基本原理について説明を頂きました。

PDP vs CRT vs LCD

PDPは大画面向きで、電子機器への応用からすれ
ば、ハイビジョン放送対応のデジタルTVなどが最
も得意分野となります。逆に小型化は、原理・製造
技術上の問題から課題が残っており、小型分野では

液晶や有機ELなどが引き続き優位を占めると思われ
ます。ここで簡単に、プラズマディスプレイ（PDP）、
液晶ディスプレイ（LCD）とブラウン管（CRT）のそれ
ぞれの特徴を比較してみます。最近では各分野とも
技術開発により弱点となる特性の改善が進んできて
います。

2．FPD-TVの市場トレンド

・薄型ディスプレイ産業
6兆円規模（年率17％成長）、2015年に25兆円産業
・半導体産業

25兆円規模（年率14％成長）
・薄型ディスプレイ用途

PC（デスクトップ、ノート）；従来は大きいシェア
TV（大型、中型、小型）；今後大きく伸びる
携帯電話、PDA、車載パネル（カーナビ）、デジタ
ルカメラ

3．リアプロ（リアプロジェクション）TV

現在主流のMD方式は大きく3種類の方式があり
ます。
透過型液晶方式（HTPS）
反射型液晶方式（LCOS）
デジタルマイクロミラーデバイス
（DMD）
透過型液晶方式（HTPS）

HTPS（High Temperature Poly-Silicon：
高温ポリシリコン）は一般の液晶TVの
画面を、レンズ系を通過させて拡大す
るプロジェクタをスクリーンと一体化
させてTV向けに開発した方式。 もち

題�の�技
�術

�

話
�

－SSIS九州セミナー報告－

「FPD基本技術と市場トレンド」
「リアプロTV 見学会」開催報告

荒巻和之 会員（九州支部長）

㈲セミコンブレーン　代表取締役
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ろん、液晶サイズは小型化（約1インチ程度）され
ています。一般の液晶パネルに比較して、小さく高
精細・高性能に作る必要があります。そこで、石英
ガラス上に駆動トランジスタとして高温ポリシリコ
ンTFT（薄膜トランジスタ）を用いて、200万画素以
上のピクセルを形成します。TFTは低温ポリシリコ
ンに比較して高性能トランジスタができ、駆動回路
を小さくでき、その結果として画素透過光の割合
（開口率）をあげることができます。
反射型液晶方式（LCOS）

LCOS（Liquid Crystal on

Silicon）は、半導体素子の
上に液晶層を配して、ピク
セルごとの反射面を制御す
る、反射型液晶素子です。
HTPSのように駆動電子回路の遮光膜が不必要なた
め、ピクセル開口率が上がり、またピクセルの縮小
化、ピクセル間も幅を、より小さくできます。
画素ピッチは、8.5～9.5µmと先行しています。また
開口率も、JVC製品では、92％を実現しています。
輝度コントラストの点からは、反射層の反射率を上
げる画素構造も重要となります。
DMD（Digital Micro-mirror Device）方式

DLP（Digital Light Processing）は米テキサス・イン
スツルメンツ（TI）社が開
発したデジタル・マイクロ
ミラー・デバイス（DMD）と
いう半導体デバイスを用い
ます。DMDは、CMOS半導
体デバイス上に、独立して
高速に動く17µm程度の超
微小ミラーを数十万～百万
個程度敷き詰めたものです。

DLPは、このデジタルビデオ信号に同期して動作
するDMDにランプ光をあてて、このDMDのミラー
に反射した光を、レンズを通してスクリーンに投影
する仕組みです。

リアプロTV見学会：（ソニー熊本Tec.）
ソニー・リアプロTVのキーデバイス生産拠点の熊

本Tecにて、その技術動向の一端を見学しました。半
導体・液晶の複合化技術によるSXRD－リアプロTV

の大画面・高精細化映像には目を見張るものがあり、
今後大いに期待される技術との印象を受けました。
先ず、1階のロビーで工場の主要製造品のCCD、
液晶応用品の製造の流れを丁寧に説明を受けまし
た。また、発売されたばかりの液晶TVとリアプロ
TVを展示頂き、ご説明を頂きました。その後7階へ
移動し、ご準備頂きました部屋でSXRD-TVを見学し
ました。SXRDパネルがどのような働きをしている
か、実演をまじえて説明を頂きました。海外では既
に発売されている新製品ではあるがその素晴らしい
画質には驚きとため息が流れていました。
現在2棟目の建屋を建設中（来春完成予定）でも
あり、工場には活気が溢れていました。

懇親会
17名参加（アソシエート：天然温泉宿泊保養施設）

SSIS会員と西久保講師を囲んで懇親会を開催しま
した。阿蘇の温泉にゆったりつかりながら、今後の
SSIS九州活動について語りました。製造拠点が多い
九州の特質に合わせた、地道な活動が必要との認識
を改めて感じました。年2回（福岡、熊本）の大き
なイベントと会員のニーズに合わせた活動を進めて
行きたい。

おわりに
企画段階から賛助会員の㈱ヒューマン坂本専務と
トレジャー㈱吉村常務に色々なサゼッションを頂
き、会場準備など大変なご協力を頂きました。また
当日の受付嬢の植田係長・宮本委員お疲れさまでし
た。特に、リアプロ見学会の特別なお願いを快くご
承諾頂きました、ソニー熊本Tec.の佐藤総務部長様
には紙面をお借りして、末筆ではありますがお礼と
感謝を申し上げたいと思います。

セミナーの様子（西久保靖彦講師）

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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私は2004年9月にイギリス・ウォーリック大学の
MBAプログラムを修了し、今年の7月に卒業証書を
授与されました。プログラムの中で修士論文の提出
があり、論文を書き上げるにあたって半導体シニア
協会様にたいへんお世話になりました。この場をお
借りしてその内容をご紹介したいと思います。

Warwick大学はイングランド中西部、コベントリ
ーにあります。イギリスというと、古い石造りの校
舎を思い浮かべるでしょうが、Warwickのキャンパ
スはスペースも広く、校舎も新しいつくりになって
おり、どちらかというと米国型に近いキャンパスと
いえます。またコベントリーの特色としては、ヨー
ロッパの自動車メーカ（プジョーやルノーなど）を
はじめとしていろいろな業種の工場が多くありまし
た。そのためWarwickのMBAも、5S（整理、整頓、
清潔、清掃、しつけ）や工程の改善をテーマとした
オペレーションズ・マネージメントの科目が伝統的
に強く、授業を受けても充実していました。
ちなみに「MBAとは何か」ということをここで簡

単にご説明したいと思います。MBAとはMaster of

Business Administration（経営学修士）のことで、将
来の経営幹部を育成することを目的としたプログラ
ムです。具体的にはマーケティング、会計と財務、
前述のオペレーション、人的資源や組織行動学、モ
デリングなどのビジネスに関わる科目を集中的に勉
強します。私自身はマーケティングを勉強したこと
がありますが、ビジネスの課題は会計やオペレーシ
ョンなどの複数の課題が絡まっています。そのため
もう少し多角的に問題にアプローチできないかと感
じ、MBAを目指しました。またWarwickのMBAは通
常のヨーロッパのMBAと同様に1年制なので、キャ
リアを長く犠牲にしなくてすむのも魅力でした。

MBAのプログラムの最後に修士論文の提出が課せ
られており、学生は純粋なリサーチとして取り組む
か、プロジェクトとして取り組むか選べます。プロ
ジェクトとは実際のビジネスの中での課題に対し
て、学生がその課題に対して実学的に分析・提案し
ます。企業側が「こんな課題があるが、プロジェク
トとして取り組んでくれないか」と学校側に言って
くる場合もありますし、学生が企業にアプローチし

プロジェクトとなる場合もあります。日本と大きく
異なる点は、こういったコラボレーションはイギリ
スおよびヨーロッパでは一般的なようで、企業は調
査にかかった経費や報酬を提供したり、さらには学
生がその企業に就職することもあるそうです。実際、
私のクラスメイトの一人はプロジェクトでお世話に
なった企業に就職しました。受け入れる側の企業の
メリットとしては、「時には新しい視点で物事を見
てみたい」というのが一番強い動機のようです。い
ずれにせよ、学生・企業双方にとってメリットのあ
る仕組みだと思います。
私自身は新しい技術の商用化に興味を持っていた
ので、ウォーリックMBAのOBの方の紹介で、日本
のベンチャー企業でプロジェクトをやらせていただ
くチャンスに恵まれました。その会社は自社の固有
技術を使って半導体産業に参入できないかと狙って
いました。私はマーケティング的な側面からどのよ
うに参入していったらよいのか、分析と提言をする
ことになったのです。
希望通りのテーマをプロジェクトとして取り組む
ことができたものの、取り掛かってみるととても大
変でした。まず私自身に半導体の知識があまりなか
ったので、ベーシックな知識の獲得からはじめなけ
ればなりませんでした。いわゆるシリコン・サイク

久保田晴夫（㈱久保田製作所取締役）

MBA修士論文とSSIS

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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ル、ムーアの法則や半導体が製造されるプロセスな
ど、まずは業界誌や新聞、書籍などを片っ端から読
みました。書籍だけでも20冊以上、新聞も図書館に
通い詰めて重要なところはコピーしました。リサー
チ会社さんが出されている年鑑などは、その会社に
お邪魔させてもらい、重要だと思うデータは手書き
でうつしました。こういったベーシックな部分を埋
めた後、自分なりの質問事項をまとめて今度はイン
タビューをすることにしました。ビジネススクール
では書籍などから得られるセカンダリー・データ以
上に、実際の業界人のインタビューなどのプライマ
リー・データも非常に重視していました。また私自
身も、書籍のデータだけでは分からないところも多
かったので、突っ込んで聞いてみたいポイントが多
くありました。「とりあえず、15人からインタビュ
ーすることを目標としよう…」と決めて、アポ取り
に取り掛かりました。
アポ取りはやってみると難航をきわめ、かすかな
希望が見えたかと思うと、次の日には失意を感じた
りました。半導体産業の方々はみな忙しく、企業秘
密も多いので、アポ取りはもともと難しいのですが、
その中でも実際に半導体を製造している企業の方々
のアポ取りが非常に難しいと感じました。たとえば
あるアメリカの会社にコンタクトしたときは、アメ
リカ人のオフィスに時差を考慮したうえで直接電話
し、メールも入れておきました。オフィスに不在だ
ったのでメッセージを残したのですが、何度メッセ
ージやメールを入れても反応が得られませんでし
た。相手にしてみれば意味不明なメッセージが残っ
ていて、さぞかし面食らったし迷惑だと感じたと思
いますが、そのときは必死だったのです。論文提出
の期限が迫る中、インタビューを質量ともに充実さ
せたいというプレッシャーがどんどん強くなってき
ました。

8月初めになり、がむしゃらな努力と多くの方々
のご厚意で、何とかアポ取り・インタビューを充実
させることができるようになってきました。ただ客
観的に見てみると、どうしても半導体産業の最前線
の方の意見が足りないと感じました。しかし企業へ
のアポはとても難しい。このままアポが取れないよ
うなら諦めるしかないか。そんな風にも思いました。
そんなとき、購入したデータブックの後ろのほうに
業界団体の一覧が載っているのに気がつきました。

そのなかに「半導体シニア協会」という団体があり、
私の中で何となくひらめくものがありました。「半
導体業界は人のつながりがとても重要。『シニア』
協会という名前からすると、引退した人がいるので
はないか。その方から紹介を受けられないか…」。
思い切って半導体シニア協会に電話をかけてみる
と、事務局の方々がとても親切に対応してください
ました。事務局からシニアの方を紹介していただき、
シニアの方から現場の方を紹介していただきまし
た。その方は本当に全国レベルで飛び回っているよ
うな忙しい方でしたが、スケジュールの合間をぬっ
て時間を割いていただき、お話を伺うことができま
した。最前線の方の意見は、どこを切ってもリアリ
ティがにじみ出てくるようでたいへん参考になりま
した。結果、ビジネスの提案としても、学術論文と
しても、非常に充実した論文を仕上げることができ
ました。
ふりかえってみると、ウォーリックでのMBAは、
はじめから最後まで本当にタフな日々でした。しか
しタフだった分、その充実度はいま思いかえしても
素晴らしいものだったと思います。特に最後のプロ
ジェクトは、半導体シニア協会様を含めて多くの
方々との思いがけない出会いがあり、またその方々
のご厚意がありました。プロジェクトで知識として
学んだこともさることながら、いろいろな方との出
会いとサポートのほうが、自分にとってより大きな
財産になったように感じます。最後になりますが、
この場を借りて半導体シニア協会様はじめ、多くの
方々のサポートに感謝いたします。

半導体シニア協会ニューズレターNo.44（’06年1月）
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司会 それでは、時計組立からスタートし現在「半
導体実装装置やその生産工程のシステム化」で目
覚しい活躍をされておられるアスリートFA株式会
社の山崎　晃社長を紹介します。最初に、就職す
るまでの経緯などをお話願います。
山崎 私は1943（昭和18）年生まれで親の代からず
っと長野県諏訪育ちです。地元の高校を出たあと
早稲田大学理工学部に入りましたが、1963年に亡
くなった父から「潰しが利く」と言われて、機械
工学科を選びました。
就職に関しては、私は6人兄弟の下から2番目で、
兄弟の近くにいるのはあまり好きでなかったもの
で、離れようという心理もあり、「都落ち」して、
関西の尼崎市の会社に内定しました。
しかし長兄が、1964年にエプソンの協力会社と
して時計組立のミスズ工業（以下工業）を設立し
ており、私の卒業時（1967年）「自分はあまり技
術のことは分らないから、仕事の事は全部任せる。
好きなようにやってもいいからぜひ来てくれ」と
言ってきたので、内定していた就職を断って入り
ました。「時計に関して、とにかく一貫で全部実
習させてもらいたい」とエプソンで2年間、時計
の組立、部品の加工や生産技術関係を研修しまし
た。技術課には色々な人がいて、人との繋がりで
は恵まれていたと思いますね。その辺が後々の仕
事受託時に大きな力になったと思います。

1969年工業に復帰した時、従業員は250人位で、
約200人は時計の駆動部組立て、残りの5、60人が
時計用の小さい板にルビーの軸受けを入れる仕事
をやっていまでした。
司会 研修から戻ってきて、どういうポジションに
就かれたのですか。
山崎 26歳で戻ってきて、最初は部品工場の班長と
なり、10人程の部下とボール盤で穴を開ける仕事
をやり、次に50人位の部品の主任になって、その
中で更に5、6人で合理化の為の工機グループを作
り機械の保守・改造をやっていました。2年間の
研修経験から、部品製造もやろうと思い、発注元
から機械を借り、治具の設計から加工、省力のた
め機械合理化等行い、その後簡単な機械迄造るよ

うになりました。
工機の課長を1年程やって、29歳（1972年）頃取締
役・工場長になりました。我々は一番後発の下請け
でしたが、下請けでも、ピンにならなければいけな
いと。そのためには、「生産技術を高める事」と「今
の仕事だけでなく次期の事をやる事」の二つに尽き
るので、そこに徹底して力を入れてやったのです。
司会 次に、時計組立から液晶パネル製造、IC実装、

FA（工場自動化）エンジニァリングと業務内容が
変わりますがその経緯をお話ください。
山崎 時計組立だけでは限界があると考えていたの
で、当時発注元の工場の一画で電卓用液晶パネル
の開発製造が始まった話を聞き、取り込んだので
す。まだ開発過程で、生産方式が確定していない
ため当方でも改善しました。しかし3年ぐらいし
たら「エプソン社内へ仕事を引き揚げたい」とい
う話が出てきたのです。我々としては、「せっか
くここまで来たので、何とか代替の仕事が欲しい
と」御願いしました。
半導体の前工程は無理なので、「後工程ならば将
来伸びる半導体分野には入れる筈だから」と申入
れました。先方でも仕事を出す事に異論はあった
様ですが、何とか了解してもらえました。但し全く
新規の仕事なので、「精鋭を実習に出しなさい」と
言われ、10人を10カ月実習させて貰いました。とこ
ろが、帰ってきた時仕事が1人分しかないのです。
会社の中では「工場長の道楽じゃないか」と言われ
ましたが、「この仕事は絶対に伸びるので、この職
場は解散しない」と宣言しました。そして毎朝、
朝会で挨拶をしてから、1人だけ半導体実装の職
場に戻り、残りは部品加工部門等へ応援に行って、
夕方には全員が集まって「今日はこんな仕事をや
った」とか報告しあうことで、その10人の気持ち
を一つにさせるという状況が1年程続きました。
司会 次から次へ新しい仕事を受託されています
ね。協力会社の中で最後発でも、技術力が高いの
で「やってくれ」という信頼を得たのでしょうね。
山崎 そうかも知れません。普通の下請けでは大卒
の技術者は殆ど居なかったのです。親父が「製造
業をやるには、技術者を採用しなければ駄目だ」

時計組立から半導体実装システムへ
山崎 晃賛助会員（アスリートFA㈱社長）
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とよく話していましたので、折を見ては大学を訪
問し、大体150人位技術者を採用しました。下請
けで技術者が2割位いるのは、多い方でしたね。
大卒の中で出来そうな人は、発注先に「給料はこ
ちらで払うから、この分野の仕事を1年間やらせ
てくれ」と頼んで派遣し、昔私が経験した様な事
を何回も続けてきました。先方からも心よく引き
受けていただき、それがうまい循環になったと思
います。また、エプソンの生産技術で定年退職し
た方に、1年間技術指導をして頂き、工作加工技
術レベルを一気に上げられました。
司会 やはり先を読む力と、やり抜く意志の強さで
すね。IC実装のあとが現在のFA事業ですか。
山崎 エプソンは時計の組立自動化を相当前からや
っていたのです。1983年頃スカラロボットを開発
したので「その応用のエンジニアリングの仕事を
やらないか」と声をかけられ、合理化や機械化に
非常に興味を持っていたので、引き受けたのが、
FAの最初の取り掛かりという事になります。
最初は金型製作とか、部品加工の簡単な手仕事が
多かったのです。量が増えてくると、ベースになる
機械を発注先から借りてきて、自分の所でライン
にまとめ上げ、自社で稼動し収益を上げながら、機
械を保守・改善する技術を内部に培ってきました。
司会 次に1988年に部門分離してミスズFAを設立し
てから1998年には完全独立し、更に2000年に現在
のアスリートFAに至った経緯をお話願えますか。
山崎 その少し前1985年に長兄が社長退任し私が引
継ぎました。42歳でした。FA事業は競争が激しい
ので、エプソンだけでは駄目だという事で、他の
半導体メーカーからも仕事を受託しながら、半導
体実装用設備製造を始めたのです。これらの設備
は工場の休日納入が基本のため、労務管理上工業
の一部門としてやったのではまずいので、分離独
立させたという事です。
人員的にはFAの人数は30人から35人位、本体が

600人位でした。分離する際、FAの社員が心配し
ない様、全員が工業からミスズFAに出向という形
を取ったのです。何年か経った時、彼らが、この
仕事も結構うまくいきそうだなと感じ始めたと思
ったので、「FAに残りたい人は工業からFAに移籍
しなさい。工業へ戻りたい人は、戻ってもいい」
とやった所、2人程戻りました。社長は同じでも、
組織を別にし、FAとして採算を取っていくやり方
にしたのです。このFA事業を分離した後、最初は

社内用のポッティング（樹脂塗布）装置、受託組
立機からスタートし、1991年には商標を「アスリ
ート」としました。1998年に、グループ全体の年
売上も90億円まで伸ばせ、55歳で区切りもいいし
好きな様にやりたいので、工業の社長を長兄の息
子に引継ぎ、FA社長に専念しました。
それまでは私が両社社長兼任でしたから、「ロボ
ット関係をやりたい」という学生には「必ずFAに
配属するから、来なさい」とやっていたのですが
社長が別になると、「子会社だから嫌だ」とか「幹
部は皆親会社から来るのでしょう」とかいう話が
出てきました。これでは意識から変えない限り伸
びないと考え、2000年にアスリートFA株式会社と
社名変更し、工業との独立性を明確にしたのです。
司会 現在、工業との関係はないのですか。
山崎 現在はないです。ずっと一緒に仕事をやって
きたので、アスリートに変わっても基本的には一
緒に提携してやるべきだと考えたのですが、その
辺にちょっと考え方の食い違いがありました。
司会 その他ご苦労された点をお話願います。
山崎 技術的にはともかく、景気の波にうまく対処
出来なかったと思います。人員整理をしない事で
やってきたのですが、オイルショックでエプソン
から「他の下請けは人員整理しているよ。時計の
仕事は今後減っていくよ」と言われ、65名近くの
パートタイマーを、当時出来た雇用制度を活用し、
辞めてもらいました。その後、正社員も人員整理
をしなければいけなくなった時に、運よく液晶パ
ネルの仕事を受託でき、パートさんも半年位の自
宅待機で、戻す事が出来ました。
また、将来伸びる分野へと会社の仕事を変えて
きたので、創業時の人の中で、訓練の場を与えて
も変化に対応出来ない人に、10人程やめてもらい
ました。ある意味では非常に辛いことでした。こ
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れが“近代経営”に合っているかどうか分かりま
せんが、「やるべき事はきちんとやるべき」とい
うことが、何とか分かってきた感じでした。

2000年、業界での液晶パネルの台湾生産拡大に
伴い、液晶ドライバ用TAB（テープ実装）-ICも台
湾で組立てる動きがあり、当社設備売上も順調に
伸び、TAB-ICの樹脂封止装置で、90％のシェアを
取ることが出来ました。
ところが2001年は、売上が25％迄落ちてしまい
ました。2002年もやはり経営は良くなく赤字でし
た。金融機関からは「3年目はぜひ黒字にして下
さいよ」とか「2～ 3割人を減らさないと、貸金引
き上げさせてもらいますよ」とか言われました。
しかし「当社は人材が重要で、5～10年かけてや
っと育てた人を、1～ 2年の不況での人員削減は絶
対に駄目だ」と主張し、経費削減の計画書を提出
し、ショック療法で、社長給与をゼロにし、自ら
受注をするという事で、2002年の後半から営業部
長を兼務しながらやりました。
それまでは、何となしに注文を取り、具合悪い
箇所は直してと、やっつけ仕事だったのです。
TAB-ICの封止装置に集中し、非常にいい結果が出
ましたが、忙しさに紛れて次の機械や技術開発に
全然手を付けていませんでした。その反省から、
徹底的に改革しました。2003年から少しずつ半導
体が良くなってきまして、この1、2年は順調にや
っています。昨年度売上は32億円です。
司会 技術的なヒット商品、自信作はなんですか。
山崎 COF（チップ・オン・フィルム）対応TAB-ICポッ
ティング（樹脂塗布）装置です。台数が出ることが
予測出来ましたので、意匠デザインをエプソンに
お願いして、グッドデザイン賞を受賞出来ました。
司会 一貫して実装の課題に取り組まれております
が、その理由を話してください
山崎 中小企業の我々が、自分の技術の延長で出来
るのは半導体関係の実装分野と考えたからです。
最近は、カーエレクトロニクス化が進む自動車関
係の仕事とか、センサー関係の機械等と、少しず
つ分野を広げているところです。
司会　現状、人員はどのくらいですか。
山崎 2003年に上海で現地法人を立ち上げ現在訓練
中ですが、適当な工場が見つかったので、今年の
6月から本格的に製造開始するつもりです。
上海工場即ち中国人が現在22人、日本国内が80

人で計約100人ですね。他に設計と製造に人材派

遣で20人位います。
司会 国内向け海外向けの売上比率はどうですか。

山崎 一時は海外が8割とかでしたが、最近は国内
投資が多いので海外が6割強です。台湾、韓国が
メインでフィリピン等が続きます。
司会 話は変わりますが、従業員活性化の為にも
色々な施策をとられていますね。
山崎 まず持株会ですね。アスリートFAに変えた後、
社員がやる気を出し「自分達でこの会社を背負っ
ていこう」と考えてほしいと思い、始めました。
全員が入社1年目から持株会に入れます。
次が10周年記念にグアム旅行を実施した事で、
家族も含めて殆ど全員が参加しました。
又会社の年間休日の内3日間は自分で決めていい
事にしています。
司会 その他ご自身の活動を紹介願います。
山崎 企業成長にとってトップの動きが一番重要
で、その為には体力・気力・知力がポイントと思
います。気力は体力が基本ですし、知力は部下も
補ってくれるので、結局体力が第一と考えていま
す。鍛錬の為、頻繁に出かける出張中でも出来る
よう、毎朝ダンベルを1キロずつ持って1時間から
1時間半ウオーキングをやっています。
司会 最後になりますが、山崎さんの「座右の銘」、
あるいは今までの人生を通じてのご感想や後輩に
伝えたい事、等をお願いいたします。
山崎 「人の繋がり、出会いの重要さ」、「与件（自
分の置かれた環境）を最大限に生かす」。しみじ
みそう思います。
司会 従来の対談に比し、内容が新鮮で読者にとっ
ていい刺激になると思います。本日は有難うござ
いました。

（まとめ：遠藤征士
同席：内田雅人、高畑幸一郎　各編集委員）
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～半導体・FPD産業のインフラ集積は
九州に向かう～

熊本県主催セミナー「デバイス・装置・材料の
三極が集中する企業立地＝熊本」実施御報告
日時：平成17年10月18日（火） 13：30～19：00

場所：赤坂プリンスホテル　五色の間

熊本県は、豊かで良質な水の恩恵、巨大地震が少
ない自然条件に加え、アジアに近い地の利、優秀な
人材、比較的安価な人的・建設コスト、豊富な取引
先の存在など、半導体関連ビジネスには好条件が備
わっており、ここ30年間でシリコンアイランド九州
の中心地、ハイテクの県へと発展を遂げました。
熊本の産業界は、まさに半導体関連業界とともに
伸び、活力を蓄えております。
また、東海・北部九州にて大いに沸いている自動
車産業も、今では半導体産業抜きには語れない構造
になっており、本県の地場にも新規参入を狙う企業
が相次いでおります。
行政としましても、半導体景気の伸び、関連企業
の発展については大いに関心を持つところであり決
して他人事ではありません。
また、昨今の製造業国内回帰の動きにより、九州
地方は、工場進出先として大いに業界からご注目を
いただくようになりました。
このような機会をとらえて、昨年に引き続きSSIS

様など業界団体の御後援をいただきまして、首都圏
の半導体業界の皆様を対象に、都内ホテルにて本県
PRを兼ねたセミナーを開催いたしました。
当日の参加者は300を超える企業から350名という

沢山の方に御出席いただき、会場は大変な熱気に包
まれました。
まず、半導体産業新聞編集長の泉谷 渉氏の講演
です。
最近は各所で御講演をなさっていますので、SSIS

会員の方々もご存知の方が多いと思いますが、いつ
も通りの勇気づけられる内容でした。豊富な取材デ
ータに基づき、復活の兆しを鮮やかに見せている日
本企業、デジタル家電の伸びに伴い、特に材料産業
については活発に国内回帰の流れとなっているこ

と、しかもそれはアジアに近い九州を中心としたも
のであること等々、取材活動におかれても九州には
熱い注目を続ける必要があるとの嬉しいお言葉がち
りばめられたスピーチでした。
続いて、富士通㈱電子デバイス事業本部　戦略企
画室主席部長の大山 聡氏から、生産製品戦略で差を
付ける事こそ日本企業の克服すべき課題とのお話、
またベンチャーの代表として、㈱沖ネットワークエ
ルエスアイの日野原邦夫社長から、ファブレスカル
チャーで生き残る術の決意表明的スピーチがござい
ました。

次に地元進出企業代表として、昨年、初期投資で
500億円、最終的には1,500億円の超大型投資を熊本
県にお決めになった、富士フイルム九州㈱の山口光
男社長のスピーチがございました。
国内外を含め数多あった候補地から、何故熊本を
お選びになったのか？　世界シェア何と8割を誇る
Tacフィルムでの今後の同社の戦略は？　など、ご
出席の皆様の大変高い関心を集めた内容でした。
まず他県に比較しての熊本の優位性などをご説明
いただき、今後も伸び続ける液晶ビジネスでの強気
の戦略をご説明されました。同社の西日本立地は初
めてのケースでありますが、顧客が集中するアジア
に近い場所が必要だったこと、環境配慮の先進モデ
ルとなる工場を建設するには絶好の立地環境だった
こと、以上の説明がなされました。
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熱心に耳を傾ける聴講者

熊本県東京事務所
主幹 内藤美恵



次は、産学官連携の中心となる大学、熊本大学工
学部長の谷口教授です。大学も法人化され、少子化
の厳しい背景に加え今後は自分で稼ぐ努力が必要と
なる。その際に最も力となるものは産学（官）連携で
の共同研究であり、また「地域の大学」として地域
への貢献度を更に増やす必要がある。熊本県の産業
振興施策を実行するメインメンバーとして工学部を
中心に盛んにやっていきたい。また「今後はアジア
の頭脳を積極的に活かし国際的に知名度を高めてい
きたい」という決意の表明がございました。
熊本大学は既に東京にリエゾンオフィスを設置さ
れ、首都圏企業との共同研究シーズを積極的に開拓
されておいでです。SSIS会員企業様の中でも、共同
研究にご関心がございましたら熊本県にご相談くだ
さい。
最後に熊本県知事　潮谷義子より「産業が息づく

“くまもと”～ものづくりを支える企業集積～」と題
し、熊本県の産業振興施策のご説明、立地環境など
のPRをいたしました。
今般皆様に新たにリリースする情報として、新工
業団地構想の発表がございました。昨今の企業さん
の旺盛な設備投資意欲を反映し、熊本県内の既存の
アクセス良好な場所に位置する工業団地は、既にほ
ぼ完売状態でございます。よって、大型投資への対
応拠点の新設が急務でした。
面積が25ha、デバイス・材料・素材業界に対応し

豊富な地下水に恵まれた所、空港・高速IC至近な場
所、これらの必須条件にマッチした団地を、3年後
に分譲開始のスケジュールで造成する事にしており
ます。SSIS会員企業様の中に、大型物件をお探しに
なっているところがございましたら、是非私どもに
ご相談ください。優先的にご案内させていただき
ます。
セミナー後は講師の皆様を囲んでの懇親会をいた
しました。
知事も勿論の事出席いたしましたが、有り難い事
に、皆様長蛇の列で知事とお名刺交換をしていただ
きました。知事も大変ご熱心な皆様のアピールに、
90分喋りっぱなしの状態でした。
また、今年は新たな試みとして、熊本県内の企業
さんが自社製品のパネルを持ち込んでのPRのコーナ
ーも設置いたしましたが、そちらも大変好評で、用
意したパンフレットが無くなってしまった所もござ

いました。
このセミナーが首都圏の企業様と取引等のきっか
けとなれば、大変喜ばしい事でございます。

SSIS様におかれましても、主催事業の「人材情報
活動」及び11月の特別セミナーの周知にご利用され
ました。

参加者の反応（アンケートから）は、「元気なく
まもとを再認識した」「企業誘致に大変熱心な県で
あると感じた」「県一丸となって産業振興に努めら
れている」など、大変ご好評をいただきスタッフ一
同もほっとしております。
この日新しく築いた企業の皆様との絆を大切にし
ながら、今後一層の企業誘致が進むよう、私ども熊
本県職員一同頑張って参ります。

SSIS会員の皆様方におかれましても、今後も何卒
熊本県をよろしくお願いいたします。
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熱気に溢れた懇親会

熊本地場企業の技術にも関心が集まった



2006年のスタートです。来年は協会設立10周年を
迎えようとしております。その意味で9年目を迎え
た今年は大切な1年だと思います。会員の皆様への
サービス向上に努めてまいります。

「半導体事始」シリーズの掲載とお願い
皆様、あけましておめでとうございます。
いつも本誌「ENCORE」を御愛読頂きありがとう
ございます。
さて、シニア協会会員には、半導体産業の黎明期
から携わり豊富な経験をお持ちの方が多くいらっし
ゃいます。本誌編集委員会は、それを次代を担う人
達に伝えたいという観点から「半導体事始」シリー
ズを掲載することになりました。
その内容は、以下のとおりです。

1）記事化により後世に記録として残し、次世代の
資料に役立てる。

2）デバイス、応用製品、プロセス、材料、装置、
評価、研究開発、技術開発、市場開拓、企業展
開、企業連携等々、広範囲を対象とする。

3）上記各分野で半導体の事始的な記事を掲載する。
この主旨に御賛同を頂き、ふるって投稿をお願い
いたしますとともに、会員内外を問わず適任者の推薦
も、積極的に当協会事務局宛お願いする次第です。

本誌編集委員会

年間主要活動計画
（1）年次総会：1回（1月31日）
（2）諮問委員会：2回（1月31日、9月）
（3）賛助会員説明会：1回（9月）
（4）特別講演会：2回（1月31日、9月）
（5）関西シンポジウム・セミナー：2回（6、11月）
（6）研修会：7回（東京地区5回、九州地区2回）
（7）IT・半導体関連工場見学開：2回（4、10月）
（8）会誌「Encore」の発行：5回（1、4、7、8、10月）
（9）人材交流プロジェクト：随時
（10）運営委員会：11回（原則毎月第二木曜日、8月

は休会）

新会員の一言

佐藤光世会員

区切りがあり同会に入会させていただくことにな
りました。最年少かもしれません。私と同世代の方、
是非御入会を。
賛助会員　テクノロジー・アライアンス・インベストメント　

社長吉澤様・総務部長安藤様

当社は、電子産業等を中心に親元企業から有望技
術・事業を戦略的に切出す「カーブアウト」を支援
するファンドを運営しています。
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