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ここ数年、日本半導体
復活が多くの識者から
語られているが、その多
くは、1980年代の日本の
売上げがアメリカを抜
いて世界一であったこ
とを栄光の時代と考え
ておられるようである。
だが、待って欲しい。
実は自分も規模は小さ

いながら1985年にはメモリー事業部長を担当
していたが、何をしたかと言えば、極論すれ
ばデータクエスト社に業界情報を教えて頂
き、その教えに従って経営をしただけである。
他の大手メーカーも同じようなもので、1年早
めて投資するか、半年遅らせるか、その程度
の経営で、世界一になったのは日本が立派だっ
たわけでなくデータクエストのお陰だった。そ
の間、インテルは何をしていたか。今となっ
ては知らない人はない。1980年代は日本が世
界の半導体業界を引っ張るような力量などど
こにもなく、将来を見通せる経営者はいない
暗黒の時代であったとすら言える。
では、日本が世界の半導体業界の指導的役
割を果たした時代は無かったのかと言えば、
実は誇るべき時代があった。それは1950年代
のソニーである。米国でトランジスタが発明
されたと聞いて、直ぐにラジオを作るためラ
イセンス契約をしたが、当の発明者から、到
底ラジオなど出来ないから補聴器を作れと言
われたのを、何が何でもやり抜いてラジオを
完成させ、世界をアッと言わせた。民生用に
半導体を大々的に使ったのはソニーが初めて

であり、これが今日のエレクトロニクス時代の
扉を開く画期的な出来事であった。もし、ドイ
ツでトランジスタラジオが成功していれば、ヨ
ーロッパに半導体産業が興ることになったで
あろう。ソニーは、その後もトランジスタ・テ
レビを完成させて真空管を駆逐し、CCDイメー
ジャーでビデオ産業を興した訳である。私が
考える栄光の時代とはこのようなものである。
では、今後の進むべき方向は何だろうか。

LSIの性能向上と集積度向上もインパクトはあ
るだろうが、新分野の開拓による時代を画する
ような技術・経営こそ期待したい。思いつき
的な提案だが、私は遠からず大石油ショック
が来ると思っている。それに備えて、省エネ
に特化した開発を提案したい。太陽電池が今
後大いに伸びると期待されているが、一般の
電気製品も消費電力を1/10に下げる技術革新
に向かって努力しては如何でしょうか。準備
5年、実行10年は掛かる仕事だろう。いざ、石油
ショックとなった時、日本は世界をリードし、
トランジスタラジオ以来の完全復活ができる。
どうしても売上高を気にする人には、次の
提案をしたい。半導体産業は、米国東部のベ
ル研究所で興り、西部のシリコンバレーに移
り、次いで日本、韓国、次は中国、更にイン
ドと言う声が聞こえる。西へ西へと移動して
きた訳である。そこで、30年後は中東のアラ
ブが中心になるだろう。この流れを先取りし
て、アラブの巨大資本と日本の技術を提携す
ることを提案したい。毎年、1兆円程度の資
金を出してもらい、次々巨大工場を日本に作
るのである。これがサムスンに対抗できる唯
一の解答ではなかろうか。

半導体産業は西へ西へ サクセスインターナショナル㈱
代表取締役社長　加藤 俊夫 会員
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1．はじめに
人類は産業革命から今日まで100年足らずの短期
間で何億年という歳月を経て作られてきた化石燃料
を猛烈な勢いで使うことにより、素晴らしい経済発
展を遂げ近代国家を築き上げてきた。しかし現在で
は、石油のピーク論も浸透しつつあり環境問題に加
えエネルギーセキュリティーに対する解が問われる
時代となってきている。エネルギーなしには社会・
経済活動は存続し得ないのは明らかである。総合資
源エネルギー調査会需給部会では2030年に1次エネ
ルギー供給量の約1割を新エネルギーが占めるとし
ており、そのうち、約2/3が太陽光発電によるものと
想定している。また、新エネルギー・産業技術総合
開発機構は、2030年に向けた太陽光発電技術開発の
ロードマップを策定した。この10年間、世界の太陽
電池生産量は毎年約20％の伸びを示してきた。
先進国、開発途上国とも市場は各国の施策や新技
術開発によって好調である。現在、シリコン原料の
供給不足問題により市場開発に大きな打撃を与えて
いるが、同時に新技術や新プロセス開発に拍車をか
けている。

2．地球環境問題
地球温暖化問題やエネルギー問題に直面してい
る。88cm海面が上昇すると約1億3000万km2の陸地が

水没すると言われている。一方、図1に示すように
2050年の世界人口は約93億人に達すると言われてい
る。エネルギー、水、食物の確保が重要となる。図2

は2004年の世界各国の1次エネルギー量を示してい
る。ブラジル、ロシア、中国等のエネルギー量は少
ない。しかし、これらの国々の大幅な人口増加、そ
して経済発展に伴って使用するエネルギー量は大幅
に増加することが予想される。つまり、長期のエネ
ルギー安定確保が非常に重要となる。一方で原油等
の高騰で資金力のない開発途上国ではますます貧困
になることも予想される。太陽光発電のコスト低減
による普及促進はこれらの解の一役を担えるであろう。
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3．太陽電池について
太陽電池の構造の基本はpn接合ダイオードであ
る。そして太陽放射光を受けることにより発電する。
図3は太陽電池の基本構造を示したものである。
基板はp型であり、受光面側にn型の層が形成され

ている。光照射で生成された電子－正孔対は、pn界
面の電界によって電子は上部電極側に、正孔は下部
電極側に集められる。太陽電池に負荷がつながれる
と電流が流れる。太陽電池の性能を表すのにエネル
ギー変換効率ηが使われる。これは次式で表される。

η＝太陽電池からの電気出力／
太陽電池に入った太陽エネルギー×100％

太陽電池の種類を表1に示す。
図4に2005年における世界の太陽電池種類別生産
量比率を示す。多結晶シリコン太陽電池が56％、単
結晶シリコン太陽電池が27％である。
また、図5に太陽電池の製造、施工、メンテナン
スまでの流れを示す。
以下に各太陽電池について概略説明する。

（1）単結晶シリコン太陽電池

オーストラリア国立大学では、単結晶シリコン基
板をレーザーやダイシングソーとKOHを利用した加
工技術、プラズマエッチングを利用した加工技術等
で幅1～2mm、長さ60～120mmの短冊状にし、これ
にテクスチャー、エミッタ－、電極等を形成し
SLIVERセルを開発している。シャープはバックコ
ンタクト構造のセルで20.5％を達成した。ニューサ
ウスウェールズ大学では170µm厚のn型基板を用い

PERTセル構造で22.7％を達成した。三洋電機はヘテ
ロ接合を用いたHITセルで21.8％を達成した。
（2）多結晶シリコン太陽電池

多結晶シリコン太陽電池の基板の殆どがキャスト
法で生産されている。キャスト法による多結晶シリ
コン基板はインゴットの大型化と連続鋳造により低
コスト化が図られている。これらの基板には多くの
結晶粒界や転位等の欠陥や不純物等が存在し、高効
率化のためには基板品質の向上が非常に重要とな
る。現在製造されている多結晶シリコン基板の拡散
長は100～150µm程度である。
一方、太陽電池素子製造プロセスでは結晶欠陥の
パッシベーション技術が非常に重要である。プラズ
マCVD法によるSiN（Silicon Nitride）膜の形成は反
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図2 2004年の世界1次エネルギー消費量2）

図3 太陽電池の基本構造
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表1 太陽電池の種類

図4 2005年の世界の太陽電池種類別生産量比率



射防止膜と同時にパッシベーション効果もあること
から、生産プロセスへの導入が盛んに行われている。
この技術は基板品質と同様、多結晶シリコン太陽電
池の高効率化にとって非常に重要な技術である。ま
た、低反射構造形成技術、エミッター形成技術、電
極形成技術も重要な技術として挙げられる。

232.5cm2の実用サイズの大面積多結晶Siセルで、
京セラが世界最高となる17.7％を達成した。セル構
造を図6に示す 3）。RIEによる表面テクスチャー、
PECVD-SiNパッシベーション、印刷電極による効率
向上の要因を明らかにするとともに飽和電流、直列
抵抗の低減とシャドウイングロスを低減する細線印
刷技術はRIEテクスチャー面において有利に働くこ
とを示した。

ECN Solar Energyは、酸テクスチャー、スピンオ
ンP拡散＋ベルト炉による均一なエミッタ形成、マ
イクロ波PECVD-SiN膜、印刷電極を用いた156mm×
156mmセルの量産プロセスの開発を行っており、平
均16.5％のセル効率を達成した。RWE SCHOTT Solar

は、EFGリボンSiでのプロセス開発を行っており、

テクスチャー、POCl3拡散、KOHペーストによる非
接触p-n分離、新しいAgおよびAlペーストを用いた
電極形成プロセス等の検討を行っている。100cm2、
200µm厚で効率16.4％を得た。
多結晶Siの鋳造技術は、現在HEM法を起源とする

GT Solar（米）、Wackerを起源とするDeutsche Solar

（独）、Siの原料からウェハを手がけるRECが所有す
るScan Wafer（ノルウェー）および独自の鋳造技術
を行っている京セラ、第一機電らが開発を行ってい
る。Deutsche Solar（独）では、インゴットの大型化
およびサイクルタイムの短縮に取り組んでいる。現
在1000kgのインゴットまで開発されている。
（3）アモルファスシリコン太陽電池

太陽電池に用いられるアモルファスシリコン膜
は、真空中でプラズマや熱で分解された原料ガスを
冷却された基板の上に蒸着させて作る。吸収波長は
300nmから700nmにある。
アモルファス型太陽電池は、光が当たるとi層内の

欠陥が増加して欠陥によって再結合するキャリアが
増加して発電効率が低下する特性がある。この現象
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図6 多結晶シリコン太陽電池のセル構造

図5 太陽電池の流れ



は、StaeblerとWronski 4）によって1977年に見出され
たもので、アモルファスの結晶構造上シリコン原子
空孔に関連したダングリングボンド（DB；三配位Si）
が光照射によって1015/cm3から1017/cm3へ増加して飽
和することが知られている。DBの増加に伴い、太陽
電池の性能劣化が見られる。DBの増加は光の照射時
間が1000時間程度で発生量は飽和して出力の低下は
ほぼ安定化する。これを初期劣化と言う。現在では
アモルファスの欠陥を少なくする製膜技術の発達や、
i層膜厚を薄くして初期劣化を抑制して安定化後の効
率を上げるなどして、実用的なアモルファス太陽電
池の変換効率は8％程度となっている。アモルファ
ス型は結晶型より温度係数が小さいので、夏場に発
電量が結晶型より多く、冬場には結晶型が多い。
（4）薄膜微結晶シリコン太陽電池

高効率化を目指したアモルファスシリコン太陽電
池と微結晶シリコン太陽電池とのタンデム構造の開
発が活発に行われている。タンデム化により太陽光
スペクトルを幅広く吸収することができるからであ
る。アモルファスシリコン太陽電池の膜厚が2000～
4000Åであるに対して、微結晶シリコン太陽電池は
2µm程度と厚い。このため微結晶シリコンの製膜速
度向上、膜質向上、大面積化による生産性向上が重
要課題となっている。カネカが3825cm2サイズで安
定化効率12％を達成している。
（5）CIS太陽電池

CIS太陽電池は欧米を中心に実用化に向けた動き
が活発である。日本でも昭和シェル石油と本田技研
工業が事業化を発表している。CIS太陽電池はバル

ク型結晶系シリコン太陽電池の1/100程度と薄いこ
と、結晶系シリコン太陽電池並みの高効率が期待で
きることが特徴である。Wuerth Solarは60×120cm2サ
イズで効率11.2％のモジュールを1.1MW程度/年生産
している。Shell Solarは60×90cm2サイズで効率
12.5％を達成している。SulfurcellはCuInS2太陽電池
を2006年から年間5MW生産する計画である。これは
セレン（Se）の代わりに硫黄（S）を構成元素として
使用している。昭和シェル石油は30cm×30cmサイ
ズを4枚並列接続してモジュール効率13.6％を達成し
ている。課題はインジューム（In）の資源問題、大
面積製膜装置開発、高効率化技術開発である。
（6）色素増感型太陽電池

色素増感型太陽電池は材料コストと設備コストが
安い、製造プロセスが簡単という特徴があり次世代
の太陽電池として研究が進められている。課題は高
効率化、大面積化、長期信頼性である。小サイズで
10％程度、大面積で6％程度である。また、フレキ
シブルも可能でありプラスチックフィルムに低温製
膜を行い効率6％程度が得られている。

4．シリコン原料について
図7に示すように世界の結晶系シリコン太陽電池
の大幅な増産により2004年には太陽電池の生産容量
に対してシリコン原料の供給量が不足するに至っ
た。市場は欧州をはじめ拡大基調にありPVメーカー
は大幅な増産を計画しておりポリシリコン原料メー
カーも増産する計画である。また、太陽電池グレー
ドのシリコン原料開発も進められており図に示すよ
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図7 シリコン原料動向



うに太陽電池生産容量が、若干勝っているが大幅に
拡大することが予想されている。

5．太陽光発電システム
太陽光発電はクリーンで無尽蔵であるものの、雲
の移動等による日射強度の変動に伴い、システム出
力も変動する。出力が変動する電源を電力系統へ大
量に連系した場合、電力品質、系統信頼度などの面
で電力システムに影響を与えることが課題である。
日本では、住宅用補助金制度がスタートしてから
図8、図9に示すように住宅用太陽光発電システムの
設置量は大幅に増加し、システム価格も約半分まで
減少した。

図10に住宅用太陽光発電システムの設置例を示
す。神戸市のパナホームの住宅50戸に設置されてい
る。この太陽電池はサムライという商品名で発売さ
れているが右下に示すように屋根材との一体感があ
り、また、設置容量も従来のタイプに比べ約56％向
上するシステムである。
左下には業界初の無線方式による発電モニターを
示す。日毎、週毎、月毎或いは年間の発電量やCO

2

削減量などを見ることができる。このように監視す
ることが節電にもつながる。
図11はガソリンスタンドに設置された蓄電池付き
の非常用10kW太陽光発電システムである。ガソリ
ン供給用のポンプ、携帯電話のバッテリーチャージ
ャー、医薬品や水などを保管する冷蔵庫などの電源
として使うことができる。また、図12は中部国際空
港に設置された240kWの太陽光発電システムであ
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図10 住宅用太陽光発電システム図8 日本の住宅用、公共産業用システム導入量

図9 日本の住宅用発電システムの価格推移



る。167Wの太陽電池モジュールが1440枚使われて
いる。この電力はGPU（Grand Power Unit）用の電源
として使われている。

6．今後の展開
図13に示すようにドイツの新EEG法による買い上
げ制度によりドイツ市場は爆発的成長をみせた。ま
た、日本も補助制度により太陽電池市場は大幅に拡
大した。そして、米国でもカリフォルニアが環境や
エネルギー施策により普及してきたが、最近、ブッ
シュ大統領は2025年までに中東石油依存割合を75％
削減するという目標を掲げ本格的な再生可能エネル
ギー導入に向けた取り組みを始める。図14に示すよ
うに、この3つの市場での施策が成功例として各国
に普及しており世界市場は今後大きく拡大するもの
と思われる。また、世界人口60億人のうち16億人が
電気のない生活を送っている。現在、ODAや世界銀
行の資金援助等で太陽光発電システムが設置されて
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図11 非常用10kW太陽光発電システム

図12 240kW中部国際空港太陽光発電システム 図13 世界の太陽電池設置容量

図14 世界市場の牽引



いる。図15に設置例を示す。この人々の生活向上に
つながっている。環境とエネルギーの中心に太陽光
発電システムがある。近年、世界の太陽電池の成長
率は約20％である。2004年の約1GWから2010年には
3.2GWまで成長すると予想されている。
近年世界の太陽電池の成長率は約20％である。

2004年の約1GWから2010年には3.2GWまで成長する
と予想されている。
太陽光発電コストは既存電源と競合できる状況に
はなく、さらなるコストダウンのための技術開発が
最重要課題である。NEDOでは2020年に業務用電力
料金並みの14円/kWh、2030年に汎用電力コスト並み
の7円/kWhを目標にロードマップを作成している。
NEDOのPV2030の目標を表2に示す5）。
自然環境に左右される不安定な新エネルギーが自
立化するためには、この新エネルギーと蓄エネルギ
ーを最適にミックスした、或いはハイブリッド化も
含めた新エネルギーベストミックスが重要となる。
太陽光発電システムの特徴である分散型エネルギー

システムネットワークがエネルギー自給率向上の1つ
のソリューションとなると期待されている。これを
実現するには長期のビジョンを描き、目標をしっか
りと定め、戦略的に展開することが重要なことは言
うまでもない。
参考文献

1）Intergovernmental Panel on Climate Change

（IPCC）
2）From the JBIC Home Page

3）K. Shirasawa et al., 19th EU-PSEC, p.616（2004）
4）D.L. Staebler and C. R.Wronski, Appl. Phys. Lett.,

31, 292（1977）
5）独立行政法人NEDO新エネルギー技術開発：
“2 0 3 0年に向けた太陽光発電ロードマップ
（PV2030）”, 6月（2004）
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太陽電池の種類�
目標変換効率（％）�

2010年� 2020年� 2030年�

多結晶シリコン太陽電池 16（20） 19（25） 22（25）�

薄膜シリコン太陽電池 12（15） 14（18） 18（20）�

CIS系太陽電池 13（19） 18（25） 22（25）�

超高効率太陽電池 28（40） 35（45） 40（50）�

色素増感太陽電池 6（10） 10（15） 15（18）�

表2 2030年に向けた太陽電池ロードマップ

図15 開発途上国での太陽電池設置例
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事務局長に就任した時のこと
司会 今回は半導体シニア協会の片野事務局長のお
話を伺うことにしました。
早速ですが片野さんが当協会の事務局長にご就
任された経緯をお聞かせ下さい。
片野 たしか一昨年2004年の6月初旬に諮問委員の
金原さんから電話があり、「半導体シニア協会の
事務局長が空席になるのだけど、ひとつやってく
れないか。今、君は何か特別拘束されるような仕
事をやっているか」と聞かれました。それで、た
またまそのときは病後の養生もあって特別に仕事
もしていませんでしたので、「そんなにハードで
なければお引き受け出来るかも知れません」とい
う返事を申し上げ、翌日運営委員長の梅田さんに
お会いすることにしました。その時「履歴書くら
い書いていった方が格好がつくからいいよ」とい
われたのですが、それまで履歴書というものを書
いたことがなかったのです。それで梅田委員長に
お会いして事務局長をお引き受けすることに致し
ました。その時はまだ前任の事務局長が運営委員
会を取り仕切っておられて、その月の運営委員会
に私も同席させていただき運営委員の皆様にご紹
介頂きました。しかし翌月の7月からは前任者は
いなくなり、私が事務局長を引き継いでやること
になりました。今月でちょうど丸2年経過したこ
とになります。

半導体との関わり
司会 そうすると今は仕事にも慣れ、油の乗り切っ
た頃ですね。
片野 そんな感じかも知れませんが、そう楽な仕事
でもありません。実は私は半導体業界では外様と
いいますか、半導体プロパーではありません。私
が半導体に足を突っ込んだのは平成元年の1月か
らです。それ以前はずっと重電の方の仕事をして
いました。しかし半導体の「は」の字も知らなか
ったかというとそうでもなかったのですが、半導
体のプロセスとか半導体の技術については全くの
素人でした。それが平成元年の1月に突如半導体
事業部に次長、今流にいえば副事業部長という形

で飛び込んできました。そこでは半導体に関する
生産管理的な業務を担当して、営業部門と製造工
場の方のつなぎの方面の仕事を行いながら半導体
の勉強を始めました。
司会 それが半導体事業に関わりを持った最初です
か。
片野 本格的な業務としては最初です。しかしそれ
以前に重電の方の生産技術部で日立工場のパワー
半導体の生産技術を部分的に見ていたことはあり
ます。サイリスタとか高圧ダイオード、GTOとい
ったパワー半導体は、半導体事業部ではなく電力
事業部の中の一部門として別にありました。
司会 平成元年に半導体事業部へ移られてからはず
っと半導体の仕事をやられたのですか。
片野 はいそうです。それから平成 5年になって今
度はミュンヘンの近くにある日立セミコンダク
タ・ヨーロッパ社という西ドイツの現地法人の副
社長として出向の形で行きました。そこでは4メ
ガDRAM、その後は16メガDRAMの前工程の工場
立ち上げと生産を行ないました。ちょうど半導体
摩擦の問題で前工程を海外工場にシフトしなけれ
ばならない時期でした。それで大型の投資を次々
に行なって工場を拡張し、前工程の生産規模を拡
大していきました。重電で生産技術をやっていた
関係で工場建設には割合経験がありそれを生かす
ことが出来ました。当時クリタさん、アドバンさ
ん、ニコンさん、信越半導体さんほかの現地の
方々には大変お世話になりました。
司会 ドイツ人を指揮管理するというのは大変な仕
事だったのでしょう。
片野 ええ。ただドイツ人というのは真面目で性格
的に日本人と似たところがあります。私が最初な
じめなかったというか悩んだのは、残業をやらせ
たりすることでした。工場を立ち上げ早く生産を
始める為に、現地のエンジニアやスタッフにはど
うしても日本人と一緒に張り付いて頑張ってもら
う必要があったのですが、残業をさせたり休日出
勤してもらったりするのに家族や奥さんの許可が
ないと駄目なのです。1週38時間という規定の労
働時間外のことをやらせようとするとこれが大変

重電・半導体・そしてSSIS事務局長
片野弘之会員（SSIS事務局長）
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だったのです。それから窓のない建物は駄目だと
いう要請が出されました。外が見えないのは刑務
所以外には考えられないという感じで、廊下越し
でも外が見えるようなクリーンルームにしまし
た。密閉された工場は駄目だということは法律で
決まっていることではないのですが、生活習慣の
違いというのか、これは組合も譲りませんでした。
それ以外はおおむね順調に推移して、歩留も問題
なく立ち上がりました。
司会 言葉の問題はどうだったのですか。
片野 普通は英語でことが足りました。ブルーカラ
ーの人は英語のできない人が多かったですが、コ
ミュニケーションが必要な時はエンジニアに間に
入ってもらいました。しかし、いわず語らずで、
1年たち2年たつとある程度のことは分かるように
なりました。
司会 それで何年くらいヨーロッパにいたのですか。
片野 3年5ヶ月位です。平成8年6月に再び日立へ戻
ってきました。ちょうどその時期は日立製作所が
茨城県に大口径の前工程拠点を増強していまし
て、そこで使う300ミリウェーハのエピ部門を柳
井から那珂地区へ集約することにしました。日立
では300ミリはメモリーもロジックも薄膜エピウ
ェーハを使うことにしていて、新規に立ち上げた
エピ専門会社の社長に就任しました。
片野 ところが2000年の半導体の大不況に遭遇しま
して300ミリラインの建設が中断してしまいまし
た。それに伴いエピ工場も操業開始から3年半程
で閉鎖することになり、会社も平成12年に清算す
ることになりました。短い期間でしたが会社の誕
生から葬式まで全ての面倒を見るという、大変貴
重な体験をすることが出来ました。その後顧問へ

の就任の打診もあったのですが、私もこれまで一
生懸命にやってきて、改めて「顧みて問う」よう
なこともありませんでしたので、これを機に退社
することに致しました。
司会 完全にリタイアということですか。
片野 一応リタイアはしたのですが、たまたまかな
り大手の産業廃棄物処理会社から、開発投資銀行
からの資金調達を行うための設備投資計画の策定
の仕事を依頼され、嘱託として1年間ほどそのお
手伝いをしました。本当はもう少し続けても良か
ったのですが、体調の問題も抱えていましたので
仕事を辞め、手術をうけ2年半ほどのんびりして
いましたところ金原さんからのお話しがあり、シ
ニア協会で仕事をすることになったのです。

重電の仕事のことなど
司会 半導体との関わりは分かりました。
それ以前はどのような仕事をなされたのですか。

片野 私は昭和36年に日立製作所に入社しまして、
最初は日立工場の水力設計部という所に配属され
ました。水力発電機の水車の方の設計です。私は
大学では流体力学を専攻していまして、それも熱
流体力学だったもので本当は火力の方へ行きたか
ったのですが、当時の日本の発電は水力と火力が
フィフティ・フィフティ、どちらかというと水力
の方が強かったので振り分けで水力設計部の方へ
回されたのだと思います。しかし貴重な体験もし
ました。私の入社した昭和36年に有名な黒部第四
発電所が操業を開始しました。初め色々のトラブ
ルが発生しましたが、水流制御のバルブが故障し
てその修理のために昭和37年の暮れに、クリスマ
スから正月にかけて厳冬の黒部の地下に入ったこ
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とがあります。設計の新人が現場のベテランと組
んで黒部の地下の深い所で仕事をしたというのは
本当に良い経験でした。
片野 その後、設計部から製造部門へ移りました。
これはタービンや水車の部品を機械加工する部門
です。そこに暫くいてから今度は日立工場に生産
技術部というのが出来てそちらへ移りました。こ
れは各部門がばらばらにやっていた生産技術を一
つの部に統括するための組織で、最初は治工具課
という課の課長をやりました。最後は生産技術部
長をやりましたが、その後は水戸工場の生産技術
部に移りました。水戸工場というのは昇降機関係
と車輌の制御装置をやっていた工場です。ここで
も生産技術部長を4年半ほどやりました。
日立工場生産技術部の課長時代の思い出として
は、東海原子力発電所の炉内点検作業に参加した
経験があります。その頃は未だしっかりした点検
ロボットというものがなく、大量の人間を投入し
た人海戦術で原子炉の点検補修を行なっていまし
た。人間が原子炉内に入っている時間は、放射能
の問題でせいぜい20～30分程度ですが、炉内は冷
やしてもまだ60度や70度はあります。それで宇宙
服のようなものを着て、酸素パイプを付けて炉内
に入るのですがかなり重労働です。
又、その頃はどういう害があるか分からないし、
色々の風評が相当流れていました。
作業員だけを炉内に入れるわけにはいかないの
で、健康な30代、40代の中間管理者も率先して入
れということで、私も3年間ほどその作業に付き
合ったことがあります。今ではロボットの研究開
発が進み、性能の良い点検補修ロボットが出来て
います。
司会 色々な経験をなされていますね。

片野 最初は水力の設計部門に入り、それから製造
部門に行き、重電部門の生産技術部長や昇降機部
門の生産技術部長をやり、先程話したように半導
体部門へ移り生産管理部門や海外の半導体工場の
経営を行い、再び国内でエピ工場の経営を行ない
ました。ただ、専門的に突っ込んで一つのことを
ずっとやってきたという経験はありません。でも、
色々のことを幅広く経験できたのは良かったと思
っています。

これまでを振り返って
司会 片野さんはどちらのご出身ですか。
片野 生まれも育ちも東京です。生まれたのは神田
の一ツ橋ですが父の勤務の関係で育ったのは国分
寺です。学校を出るまで国分寺に住んでいて、そ
れから日立に入社し茨城県の日立市に28年間位住
んでいました。実は就職の時もう一社受けたかっ
た所があったのですが、日立が先に決まってしま
ったので止めてしまいました。もう一社の方だっ
たら半導体の道は歩かなかったろうと思います。
司会 半導体の仕事は如何ですか。
片野 最初は言葉が分からず大変でしたが重電とは
異なる面白さがあります。重電はどうしてもロン
グレンジの話になるしお客さんが限られてくる。
半導体は動きが早く変化に富んでいます。兎に角、
半導体の場合は頭の回転が鈍ったら終りです。
司会 半導体シニア協会の事務局長としてのご感想
は。
片野 最初、梅田さんや金原さんのお話では週に2、

3日、半日も来てくれればいいみたいなお話しだ
ったのですが、実際に来てみたらそういう訳には
行かないで、毎日朝から晩までフル活動です。事
務的に整理していかなければならないことがあっ



たし、それ以外の仕事も沢山あります。やはり皆
さんの期待も大きくなりつつあるので、もうちょ
っと体制をしっかりさせたいという感じがありま
す。外部からも認知されつつあるのでそのために
も体制をしっかりさせなければならない。それに
はやはり財政基盤をしっかりさせないといけない
ので、会員を増やす努力をしなければならないと
考えています。半導体に関係してそう長くはない
のですが、幸いに色々の所に意外と人脈があった
のでそれが大いに役に立っています。
司会 仕事以外のご趣味について何か。
片野 高校の頃はこの小柄な身体ですけれどもラグ
ビー部に入ってラグビーをやっていました。ラグ
ビーの強い高校だったのですが大学が慶応の工学
部で、慶応のラグビーといったら全国でもトップ
クラスなので、これは駄目だと最初から諦めてし
まいました。しかし、そういうキャリヤがあった
ので日立の生産技術部にいる頃、茨城県で国体が
開催されることになり、県のラグビーを優勝させ
ようという県知事からの強い要請があり、細々と
部活動をやっていた日立工場のラグビー部長に就
任し、色々の大学から強力なラグビー選手を引っ
張ってきて日立のラグビー部を強化して、ついに
国体で優勝してしまった思い出があります。その
後暫くは日立のラグビーも強かったのですが、
段々と駄目になってしまいました。
片野 それから海釣りが好きで、海に近かったこと
もありますし、部下の中に漁師や網元の息子がい
て、よく船に乗せて貰い毎年カツオ釣りに行った
りしていました。家内は最初魚をおろすことが出
来なかったのですが、私がよく魚を釣って帰るも
のだから、そのうち魚をおろすことが出来るよう
になりました。
あとは人並みにゴルフですが、これは日立に入
ってから始めました。でも今では年に数回程度し
かゴルフに行きません。体力的なこともあります
し、事務局長になって忙しくなったこともありま
す（笑い）。
司会 事務局長という職責は大変だろうと思います
が、半導体シニア協会への期待は高まっておりま
す。これからも益々のご活躍を期待しております。
本日はどうも有難うございました。

（まとめ：本号編集担当委員　内田雅人
同席者：秋山信之　編集委員長、

木内一秀　編集委員）
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1

会員訃報

以下の訃報がとどきました。心よりご冥福をお祈
り申し上げますとともに会員の皆様に謹んでお伝え
いたします。
1．個人会員：東忠男様（元沖電気工業副社長）
平成18年6月12日心不全により急逝されました。

享年74歳。東様は沖電気半導体事業の基盤を築かれ、
日本半導体産業の発展に貢献されました。当協会設
立以来諮問委員として協会の発展にご尽力いただき
ました。将来に向けてのご指導を期待されていたと
ころですが突然のご訃報は残念の極みです。
2．賛助会員：
（1）㈱ルネサステクノロジ監査役小川公煕様

6月21日逝去　享年65歳
（2）アプライドマテリアルズジャパン㈱

代表取締役社長佐藤正治様
6月26日逝去　享年59歳

第6回SSIS特別シンポジュウム　成功裏に終わる

6月13日（火）にグランキューブ大阪（大阪国際会
議場）においてSSIS特別シンポジュウムが開催され
ました。今年は第6回を数え140名を超す参加者で会
場は満席の盛況でした。
吉田副会長の開会挨拶でスタートし、川西会長の
提言、座談会、基調講演、パネル討論と終日熱気の
こもったプログラムが展開され、とくに30代ビジネ
スマンによる座談会は新規性があり興味をひくもの
でした。詳しくはアンコール8月号に特集されます。

賛助会員連絡会のお知らせ（予告）
期日・場所：2006年9月8日（金）

学士会館（東京・神田錦町）
プログラム：
諮問委員会 13：15～14：15
賛助会員連絡会 14：30～15：45
特別講演会・懇親会 16：00～18：30
特別講演会 講師：半導体技術研究所所長 前口 賢二氏

秋季特別セミナーのお知らせ（予告）
期日・場所：2006年11月28日（火）午後

大阪倶楽部（予定）
プログラム（案）：
第一部：ベトナムセミナー、討論／

ベトナム進出企業ほか
第二部：半導体産業の現状と展望／

ドイツ証券・佐藤 文昭氏ほか
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概　要
前回に続いて今回はベル研の遺産として今なお

“最後の最も偉大なオペレーティングシステム（The

Last Greatest Operating System）”1）とも呼ばれるUNIX

について、その誕生までの経緯と30年以上に亘る実
用化と普及の歴史、更にその後継者としてのLinuxの
誕生から現在までの経緯を説明し、ベル研の二つの
遺産であるトランジスタとUNIX2）が今日の情報技術
を推進する原動力となっていることを指摘する。

1．UNIX誕生の背景
コンピュータとは何だろうか？　その最も基本的
な特質は言語機械ということに尽きるであろう。最
も原始的な言語は2値言語、すなわち最小のアルフ
ァベット1と0で現される2値記号列プログラムでし
か動作しないコンピュータ、次の段階はこの2値言語
の記号列に英語の略語を対応させたアセンブリ言語
のプログラムを解釈実行できるコンピュータ、次の
段階では自然言語に近い高水準言語と呼ばれる人工
言語のプログラムを解釈実行できるコンピュータで
ある。もっともコンピュータのハードウエアを動かす
のは最終的には2値記号列で表現される命令プログ
ラムに対応するオンとオフの電気信号である。この
電気信号と電子回路の橋渡し役としての命令解読器
の必要性を最初に提言したのはvon Neumannであっ
た 3）がその意義は計り知れぬほど大きい。コンピュ
ータの歴史を顧みると当初はFORTRAN、COBOL、
BASICなどの言語マシンとして商品化された点が共
通している。このような特定言語マシンの限界をい
ち早く察知した IBMはコンピュータを構成するハー
ドウエア資源をできるだけ効果的に活用できるよう
にオペレーティングシステムと呼ばれる基盤プログ
ラム群を搭載した汎用システム360を1965年に商品
化した。このシステム360の開発責任者は創業者の
息子Thomas Watson Jr.であったが商品化までの幾多
の難題に直面し、父親が興し育てた IBMを倒産させ
るのではという恐怖心に襲われたという 4）。このシス

テム360はいわゆるバッチ処理マシンであり、ユーザ
は順番待ちでコンピュータを利用するという、今日
考えれば実に不便なコンピュータであった。一方では
このような順番待ちのシステムではなくオンライン・
マルチユーザ・システムとして利用できるコンピュータ
の開発を目指したMULTICS（Multiplexed Information

and Computing Service）プロジェクトがMIT、ベル
研、GEのプロジェクトチームによって発足していた。
このMULTICSは1000人のユーザによるオンラインシ
ステムを目標としたのであるが現実には3人のユーザ
が精一杯という状況であった 5）。このような状況から
MULTICSプロジェクトは解散の憂き目に会う中で、
ベル研から派遣されたKen Thompsonは1969年にベ
ル研に戻ってからもMULTICS風のコンピュータへの
挑戦を続けたのであった2）。このような“出戻り的”な
研究が許されたベル研にはなお古き良き時代（Good

Old Days）が温存されていたのであろう。Ken

Thompsonは研究室の片隅に追いやられていたDEC

（Digital Equipment Corporation）のPDP7というミニ
コンピュータ上で人工衛星による月着陸ゲームのプ
ログラムが走るようなプラットフォームの開発に挑
戦した。ここでThompsonの一つの英知はオペレーテ
ィングシステムが高水準言語で書かれるべきだとい
う信念であり自ら“B”と呼ばれる言語を開発したが、
同じくMULTICSへ派遣されていたDennis Richieによ
るC言語の開発がUNIXの誕生に重要な役割を果たす
のである。このC言語の特徴は高水準言語でありな
がらハードウエアを制御するライブラリプログラム
を利用できるという点でFORTRANやCOBOLのよう
な高水準言語とは大きく異なる言語として誕生した
のである。こうしてKen ThompsonとDennis Richieは
UNIXという名のオペレーティングシステムを開発し
MULTICSの夢に再挑戦の一歩を踏み出した。UNIX

は1973年にアメリカでは有名なコンピュータ学会ACM

（Association for Computing Machinery）で発表されそ

中原　紀 諮問委員

ことはじめ�

半 導 体�

ベル研の2大遺産を巡る随想（2）
コンピュータを活かす人工言語の
達人たち

足利工業大学　情報科学センター客員研究員
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の詳細はベル研の研究報告誌BSTJに発表された。
ThompsonとRichieは後にUNIXの開発によってACM

からチューリング賞を、1998年には米国のNational

Medal of Technologyを受賞している。

2．UNIXの先見性
オペレーティングシステムとしてのUNIXはベル研

の研究者たちの驚くべき先見性の産物である。それ
は裸のハードウエアシステムにソフトウエアという
衣を順々に着せて段階的な言語機械として仮想化す
るアプローチである。このために先ず“第2の命令解
読器”ともいうべきカーネルと呼ばれるハードウエ
アの制御プログラム群をアプリケーションが走るた
めのサービス基盤としてユーザに提供するという設
計理念が導入された。1979年までにこの設計基盤が
確立され 6）、以降はハードウエアの進歩に応じたカー
ネルプログラムの拡充と同時にアプリケーションと
カーネルの間のシステムコールインターフェースと呼
ばれるAPI（Application Programming Interface）の充
実がオペレーティングシステムとしての進歩を支え
たのである。また一方ではUNIXシステムの利用や管
理に便利なインターフェースとしてシェルが開発さ
れたことも特筆に価する。このシェルは Stephen

Bourneという研究者によって開発されたBourneシェ
ルと呼ばれるユーザインターフェースである 7）。

1970年代から1980年代前半まではこのような階層
構造のUNIXオペレーティングシステムを搭載できる
ハードウエアとしてはDECのミニコンピュータPDP11

シリーズが主役を演じた。当時のマイクロプロセッ
サベースのシステムにとってUNIXは“蟻の上の象”
と言われていた 8）が、1980年代の後半32ビットのマイ
クロプロセッサ誕生と共にようやくUNIXを搭載する
マイクロコンピュータが誕生する。このパイオニア
の一社がSun Microsystemsであり、1982年にMotorola

の68020ベースのUNIXワークステーションを商品化
している。このシステムはカリフォルニア大学のバ
ークレー校でベル研のUNIXに独自の改良を導入し
たBSD（Berkeley System Distribution）UNIXの機能
が活用された。このBSD UNIXは特にインターネッ
ト時代を実現する上でのソケットと呼ばれるネット
ワーク用のAPI、またデータパケット伝送の信頼性を
確保するためのプロトコルTCP/IPの搭載を実現する
上で大きな役割を果たしたのである。1983年1月1日
から米国ではTCP/IPネットワークが稼動を開始、こ
れはインターネット時代へのBSD UNIXの歴史的な

貢献といえよう。
さて米国では1984年に独占禁止法に従ってAT & T

の電話事業を分割する代わりにコンピュータ事業へ
の参入が許可され、AT & Tは先ず1969年以来ベル研
で研究開発を進めてきたUNIXのライセンス販売を開
始する。これが契機となって多くのミニコンピュー
タメーカがライセンシーとしてUNIXコンピュータを
商品化するがUNIXのソースコードライセンス料は高
騰して25万ドルにまでなったのである 9）。このソース
コードライセンスを購入したメーカは独自のUNIXシ
ステムを商品化できるが、アプリケーションソフト
ウエアの互換性を確保するためにPOSIX（Portable

Operating System Interface）標準が提案される。これは
POSIX標準をカーネルが満たせばアプリケーション
の互換性が実現できるという構想であり、この原点
は先述のシステムコールインターフェースというベル
研の遺産に他ならないのである。1994年UNIX25周
年に因んで出版された「UNIXの四半世紀（A Quarter

Century of UNIX）」5）の著者Peter H. Salusは、UNIX開
発に従事した研究者達の特徴を“Arbiter of Good Taste”
と指摘している。コンピュータのハードウエアを巧
に活かす人工言語の達人たちとでもいえようか。

3．Linux誕生物語
筆者は1990年代の初期にPOSIX標準のニュースを
知ってPOSIX準拠の新しいオペレーティングシステ
ムがどこかで商品化されるのではと考えていたが、
それがフィンランドのヘルシンキ大学に在学中のLinus

Torvaldsによって着手されていたとは当時は知らなか
った。Torvalds自身が書いたLinux誕生物語 10）による
と、彼はヘルシンキ大学のUNIXシステムを利用して
いたが、許容時間が限定されているので80386ベース
のPC上でUNIXが利用できないかと考えて、先ず
POSIX標準の仕様をインターネットのメールで広く
問い合わせる。この仕様を満たすようなカーネルを
自分で開発すればUNIX PCが実現できるではない
か！　こうして彼はPOSIX標準に適合する80386用
のカーネル開発に着手、最初のカーネルはバージョ
ン0.01としてそのソースコードをインターネット上
で公開したのである。彼のファーストネームLinusに
因んでこのカーネルはLinuxと命名されTorvaldsの商
標となった。それは1991年であるが、この呼びかけ
に応じて世界中のソフトウエア開発者がソースコー
ドの改良に協力する機会が開かれたのである。実は
このカーネルの完成度を上げるのに米国ではすでに
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展開されていたGNUアプリケーションが大きく貢献
した。GNUとはAT & TのUNIXのライセンスには拘
束されないGPL（General Public License）を意味して
おり、このGPL運動の創始者はMITの卒業生Richard

Stallmanであった 11）。彼は先ずUNIXエディタとして
Emacsを開発、更にCコンパイラーを開発したが、
Stallmanのコンパイラーはベル研のCコンパイラーよ
りも優れていると評価されていた。こうしてStallman

はアプリケーション側からGNUソフトウエアを開発
し、やがてはカーネルも独自に開発を予定していた。
一方TorvaldsはStallmanのGNUソフトウエアが動く
かどうかをチェックしながらLinuxのカーネルを充実
させる活動を進めたのである。このような経緯から
Linuxは正確にはGNU/Linuxと呼ばれるべきであると
も指摘されている。こうしてオープンソースシステム
としてのLinuxは1990年代後半から急速に改良が進
むのである。図1にはLinuxカーネルサイズの進歩を
示しておこう 12）。因みにLinus Torvaldsは1969年生ま
れ、奇しくもベル研に戻ったKen ThompsonとDenis

RitchieがUNIXの開発に着手した年であった。
筆者は1988年から足利工大の電気工学科の学生に

UNIXの講義と実習コースを開設したが、2000年から
は情報科学センターでキャンパスワイドのUNIX講座
開設を委嘱され、2001年度からはLinuxのインストール
実習と各種の基本的なネットワークソフトウエアの稼
動実習コースも併設した。この講義と実習の内容を初
心者向けに解説した「一般教養としてのUNIX/Linux」
と題する著作を最近出版する機会に恵まれたが、こ
れは1991年に出版した「一般教養としてのUNIX」、
1995年その第2版から約10年後の改訂版となった 13）。
現在ではWindows XPとFedora Core Linuxが搭載され
たノートPC上でもLinuxを利用できるようになり、
IBM PCの誕生から約4半世紀の今日このような形で
Linuxが利用できる意義は極めて大きいことを痛感し
ている。UNIX/Linuxシステムの利点は各種サーバに
止まらず、C（C＋＋）やPerlその他多くのプログラ
ミング言語を利用できるワークステーションとして
も活用の可能性が広く開かれていることを痛感する。
参考までにノートPC上でのLinuxの利用例を写真に
示しておこう。

4．ベル研の遺産を考える
2回に亘ってベル研の2大遺産についての随想を述
べてきたが、この2大遺産は今日のITの原動力の役割
を果たしていることを改めて痛感するのである。特
にベル研の遺産を継承するLinuxは多種類のマイクロ
プロセッサシステムにも広く利用される機会が開か
れている。例えば2005年のISSCCで発表されたIBM、
東芝、ソニーの共同開発によるCellチップはPowerPC

マイクロプロセッサと8個の信号処理プロセッサが集
積されており、このシステムの制御にはLinuxが利用
されている 14）。このように最先端の集積回路とLinux

の共存はベル研の2大遺産の果実に他ならない。パタ
ーン認識の専門家として高名なRay Kurtzweilはその
著作の中で、21世紀中に人間の頭脳に相当する1000＄コ
ンピュータが実現すると予測している 15）が、これに
はニューロコンピュータが利用されMooreの法則の
限界を超える手段とも指摘している。ニューロコン
ピュータの大きな特徴がパターン認識であるとすれ
ば、Cellチップの延長線上にはノイマン型コンピュー
タとしての割り込み主導型マイクロプロセッサとニ
ューロプロセッサ、信号処理プロセッサが共存する
ようなシステムで、その制御にはLinuxという構図も
描かれるのではと密かに考えている。それは人間の
左脳と右脳の両機能が集積されるチップであり、ベ
ル研の2大遺産の波及効果は止まるところを知らな

図1 Linuxカーネル15年間の進化

写真　ノートPC上でのLinux利用
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いのである。トランジスタの発明以来すでに60年に
亘っての半導体技術、30年以上に亘るUNIXの両者
が齎した ITの進歩を想起すると、ベル研での多くの
達人たちの貢献と並んでこれら達人たちが活躍でき
る環境に恵まれたベル研の文化とマネージメントの
両面で今なお多くの教訓を残しているのを痛感する。
なお筆者はベル研の2大遺産である半導体とUNIX両
方の世界でのビジネスと教育の両面を経験できた幸
いを深く感謝していることを付記して2回に亘るベル
研の遺産物語を閉じることにしたい。終わりに執筆
の機会を与えられた編集委員会に深甚な謝意を表す
る次第である。
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寄付者芳名（No.45所載報告以降）

ご協力有難うございます。前回ご報告以降寄付を
お寄せいただきましたのは以下の皆様です。厚く御
礼申し上げます（お名前は50音順、敬称略）。
川本勝、鈴木司郎、森山武克、山本孝雄

個人会員�
桑村 和宏 ㈱菱進テック�
石田 剛健 ㈱エルテック�
小柳 俊三 ㈱チップワンストップ�
田中 一美 トリプル・ウイン㈲�
林　 一則 ㈱テクノロジー・パートナーズ�
長谷川義雄　メルク㈱�
湯之上 隆 同志社大学�
北村 　昭 ㈱ブライト�
成島 忠篤 ㈱マイスター60�
大塚 光夫 ジェナム・ジャパン㈱�
西村 隆雄 テラダイン㈱�
賛助会員�
エルティーエクスアジアインターナショナルインク�
㈱シバソク�
  （入会順）�

新入会員（2006.4～2006.6）�

アンコール編集委員 募集
編集委員会では本年2～3月アンコールに関する読者アンケート
を実施しました。その結果さらに記事の充実、紙面の多様化を図
りたいと考えております。会員の皆様のなかから編集委員に意欲
的な方を募集いたします。特に中部地区、関西地区、九州地区の
会員歓迎いたします。
連絡は
編集委員長：秋山信之 E-mail: nob-akiyama@mtg.biglobe.ne.jp
または
事 務 局 長：片野弘之 E-mail: ssis@blue.ocn.ne.jp まで

会員現況（6月8日現在）
個人282名、賛助49団体

5月連休・事務所盗難被害のご報告とお詫び
連休中5月3日夜から7日夕刻の間に事務所が盗難に遭い、多額
の現金被害を蒙りました。SSISの被害額は約474千円に達してお
りました。不要不急の現金を手元に残したまま連休をむかえてし
まった管理の不手際を深くお詫びいたします。5月度の運営委員
会で被害内容と対策をご審議いただき、被害額は雑損に計上処理
させていただくことに決定いたしましたのでここにご報告申し上
げます。
【再発防止対策】

1．貸金庫の開設
2．手元管理現金上限の引下げ
3．週末・連休時の現金、貴重品類の貸金庫預入　
4．損害保険への加入
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4月26日朝8：30、東京発組が羽田空港に集合した
ところ予定の便が欠航になるというハプニングで幕
を開けた今回の見学会。結局、新北九州・福岡・大
分の各空港行に分乗して九州に上陸し、現地集合の
メンバーが待ち受けるバスに順次乗り込んで、まず
は日産自動車㈱九州工場へ。天は我らを見放さず。
無事見学ができたのはメンバーの日ごろの行いのお
かげか。俵ゲストホール館長の出迎えを受けて早速
工場棟へ。
日産九州工場は福岡県京都郡苅田町に位置し、同
町の約20％に当る2,362,000平米（72万坪）を占める。
町人口は35000、従業員は4600名。最大で年間52万
台（1日1400台！）の生産能力がある由。まずは巨
大スクリーンに投影された全工程の説明を見て、半
導体工場とは格段に規模の違う（何しろ製品のサイ
ズが格段に違う）ラインを順次階上から見学する。
自動車製造工程は、プレス・溶接・塗装・組立・
検査と、大きく5つのステップに分かれる。パネル
から自動車の型をおこすプレス工程は自動化率何と
92％。溶接工程では1基いくらなのだろう、沢山の
ロボットがラインの左右から火花を上げている。溶
接ハガレもほとんどなく、検査も全数でなく抜き取
りで十分とのこと。ライン内は写真撮影できないの
でエントランスの展示を撮影した写真で我慢して下
さい。
塗装工程は自動化率80％で、前処理（浸液してゴ

ミ取り）－下塗り（防錆液に浸ける）－シーリング
（目地止め）－中塗り（上塗り色を引き立てる）－上塗
り（注文色）－仕上げ（クリア塗装）という段取り。

ゴミと温湿度管理に最も注意を払う。塗料は環境を
考えて水性のものを使用している。色ツヤは測定で
厳密にチェック。
組立ラインは1250mもの長大なラインで、5.7m／
分で前進する。構成は順を追ってトリムライン
（A・B）－アンダーフロアライン－シャシーライン
（A・B）で、ものによっては既にある程度セットア
ップされたパーツが次々と組み込まれてゆく。アッ
センブリは1台ごとのオーダーシートに従う。その
際邪魔になるドアは外しておいて、最後に再び装着
するのだそうだ。また作業員の作業性を考えて、作
業高さが調整できるような仕組みになっているとも。
最後にはもちろん厳重な検査工程を経て、工場直
結の埠頭へ荷出しされる。60％が輸出用となるそう
で、内航・外航とも船が口を空けて待っている。こ
こでは専門のチームが、仕向地ごとに車種・台数あ
やまたず、かつは荷重の偏りなどないように、8時
間で530台を斉々と積み込んでゆくのだ。
生産ラインと専用埠頭を見学して、構内バスでゲ
ストホールへ。生産課の若き主担、諏訪 二郎 氏に
よる「日産自動車九州工場の現状と日産生産方式に
ついて」の講演を聞く。日産では「ふたつの限りない」
に挑戦しているとのこと。外に向かっては顧客への
動機、内向きには課題の顕在化と改善。なるほどこ
れは限りない。諏訪さんの熱い語り口にはゴーン氏
のイズムが浸透しているさまがうかがい知れた。
そして質疑応答となるのだが、こちらは半導体産
業、当然「自動車産業から見た半導体の信頼性はど
うか？」との問いが上がる。諏訪氏これに対して直

鎌田 晨平 会員（SSIS文化活動委員）荒巻 和之 会員（SSIS九州担当委員）見学記�

―日産九州工場、広島エルピーダメモリを訪ねて―
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接は不明とのことであったが、部品一次メーカーに
とっては「かなりの勇気とリスクを負う覚悟がいる
ようだ」とのコメント。特に自動車は人命を乗せて
走るもの。要求レベルは極めて高い。九州工場は部
品（半径50km以内で大体調達できる）のクオリティ
が非常に高いと、誇らかな説明があった。その中に
は当然半導体も含まれるだろう。日産九州の皆さん、
有難うございました。
さて、航空便のおかげで少々急ぎ気味の我らのツ
アーは、名残を惜しみつつも日産を離れ、一路本州
へ。源平合戦の壇ノ浦を下に見て関門橋を渡り、お
楽しみのふぐ宴会へ。
今回の懇親会は、日程の加減で移動途上の下関で
の開催となった。下関と言えばふぐ。ふぐと言えば
ここというほどの名店、春帆楼に到着。団長格の金
原諮問委員による乾杯の発声で始まった宴会は、実
にふぐ、ふぐ、ふぐのふぐ尽くし。
これから先まだ広島へ移動しなければならず、ネ
クタイの取れないままでの宴会ではあったが、ひれ
酒も加わり、目には関門海峡、口にふぐ。疲れなん
ぞはなんのその。
あっという間の2時間、ふぐ刺に始まりふぐ飯と
梅田運営委員長の中締めに終った宴会だが、ここか
らさらに3時間のバス移動。広島の宿まで一路高速
での移動だが、とにかくパワーあふれるメンバー。
ガイドさんに歌をリクエストし、こちらもデュエッ
トあり詩吟あり、あるいはそんな中でも眼を閉じて
充電の剛の者も。宿への到着は22：00。各室での経
緯は筆者これを知らず。
翌27日朝出発の頃には昨夜来の雨もすっかりあが
って好天に。本日参加の2名も加わって広島市内か
ら西条の広島エルピーダへ。
東広島市西条郊外の丘陵地にその威容が見えてき
た。バスガイドさんの「この地方は日本酒の美味し
いところですよ」に耳を傾けながら、一行39名は山
本工場長の出迎えで工場に到着した。広島エルピー

ダメモリ㈱は日の丸DRAM復活を目指して誕生した
“日本唯一のDRAM専業メーカー、エルピーダメモ
リ”の最先端製造拠点である。
エルピーダメモリはギリシャ語で「希望」を意味
する言葉を元に、NECと日立のDRAM事業の統合に
よって1999年12月に設立された会社である。同社は
「最先端、高機能、高性能DRAMを提供することに
よりデジタル情報社会に貢献し、高い収益性を有す
る世界トップ 3のDRAMソリューションカンパニー
を目指す」を企業理念としている。2006年2月には
DRAMの世界シェアが10％の大台を越えたと見ら
れ、トップ3入りの実現も間近で更なる努力を重ね
ている。2006年はE300（300mm）の生産能力増強、
90nm生産比率の拡大を行い、成長著しいモバイル機
器（携帯電話）・デジタル家電分野向けDRAMの拡
販に注力するとのことである。
又、製造ラインは

300mmラインのエリ
ア1と2を見学したが、
大規模なDRAM専用
ラインには驚くばか
りで、装置間をFOUP

（3 0 0 m m用のキャリ
ア）が高速に搬送さ
れ、天然ガスを利用
したコーゼネ（省エネシステム）を大規模に導入し
て、瞬停対策などに効果を出している。更に人材育
成にも力を入れているとのことであった。
広島エルピーダはモバイル機器やデジタル家電用

DRAM（プレミアDRAM）にフォーカスし、パソコ
ン用のDRAMは外部の生産委託先を活用している
が、キャパと収益性を確保するこのモデルが成功す
ることを期待している。

工場全容：Ｅ300ファブを見学

整然と並ぶ製造装置群

広島エルピーダ見学者記念写真
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はじめに
SSIS九州の2006年最初のイベントとして、本サミ
ット（3/7･8開催）にパネル展示で参加しました。展
示会・ポスターセッションには55の企業・団体から
の参加がありました。
このサミットは2003年から開催されており、今年
で4回目を迎えます。半導体の最先端の動向を踏ま
えたテーマに国内外からオピニオンリーダーが一堂
に会し、交流・情報交換が行われます。今年は「自
動車バリューチェーンの国際展開・エレクトロニク
ス企業の人材マネージメント」をテーマに開催され、
524人の参加者がありました。SSISは昨年も参加し、
九州JASVAとの共催で川西会長などにより「九州シ
ニアベンチャー」セミナーを開催しました。

1．自動プレゼンテーションの利用
今回は初めての試みとして、パワーポイントのス
ライドショーの自動プレゼンテーションを利用しま
した。人手をわずらわせず、終了したら繰り返し実
行されます。展示ブースのプレゼンテーションに最
適です。今回は「昨年のSSIS九州の活動と今年の活
動計画」を画像・アニメーションにナレーション付
で制作しました。

2．ブースの来訪者
九州経済産業局、九州・山口県の半導体産業振興
関係者、大学教授・学生、半導体関連企業、半導体
関連アウトソーサーなど、また海外（シンガポール）
から日本進出を検討中の企業など、数十名の方々が
SSISのブースに立ち寄っていただきました。

おわりに
運営委員会でパネル出展のご承認を頂いてから出
展準備を行い、また西村会員（福岡在住）にも来訪
者の受付・説明を行っていただきました。
今後もこのような活動を通して、SSISの知名度向
上の活動を行っていきたいと思っております。

荒巻 和之 会員（SSIS九州担当委員）

に出展『シリコンシーベルトサミット福岡』

� SSIS九州イベント報告�

サミット募集ポスタ－ 西村会員 SSISブースの様子

自動プレゼンテ－ションの様子



1．はじめに

半導体シニア協会の機関紙「アンコール」は、発
刊以来昨年までの8年間で通算43回の発行を行なっ
てきた。この間、「アンコール」の全体構成や記事
内容、頁数、発行時期などは、当協会の会員メンバ
ーにより構成された編集委員会において審議決定さ
れ、各号担当者を中心に企画・編集が行なわれてい
る。その過程で、誌面の改定、内容の見直し、新企
画の導入などを行いながら今日に至っているが、会
員各位から改めて本誌に関するご意見、ご要望を承
り、それを参考にしながらこれからの「アンコール」
を更により良いものにしていく、ということを昨年
末の編集委員会で決定し、今回のアンケート調査を
実施するに至った。以下その結果をまとめて報告し、
今後の「アンコール」の編集に役立たせていきたい
と考えている。
2．調査方法と回収結果

調査項目や記入方法などの原案を編集委員会で策
定し、2月はじめに事務局よりアンケート調査用紙
を個人会員全員（2006年1月末登録者272名）に郵送
し、同時にメールアドレス登録者240名にはEメール
でも配信した。回収はFAX、郵送、Eメールのいず
れかの方法で事務局宛にお願いし、回答期日は当初
2月末としたが、期日を延長して3月14日を最終締め
切りとした。その結果、最終回答者数は71通、回答
率は71／272＝26.1％で、アンケート調査回答率の目
安となる25％を超えたので、本アンケート調査は有
効と判断した。
3．設問と回答結果

アンケート調査では「アンコール」の読み方、頁
数や発行回数、誌面の見やすさ、興味のある記事分
野、項目別の記事評価、今後更に充実すべき記事分
野、特集号発行の賛否、などについての回答をお願
いし、更に全般に関するご意見、ご提案などがあれ
ば記入して頂いた。その設問内容と回答結果をグラ
フ化して文末に表示した。
4．結果の解析

（1）「アンコール」の読み方については、毎号読
む方が77％、時々読む方が21％という結果であり、
比較的よく読まれていると判断できる。読み方も殆
ど全てを読むは26％、興味ある項目を読むは70％で、

これも順当な結果であろうと思う。頁数も発行回数
も現行通りでよいと肯定的に捉えられている。
（2）「アンコール」の中でよく読まれる記事は三
択で選んでもらったので、この比率の低いものが必
ずしも読まれていない訳ではないが、この結果から
読者の興味のありようはよく分かる。よく読まれる
記事のトップ5は、巻頭言、話題の技術、ニュース
最先端、半導体今昔物語・事始め、NOSIDE、など
である。これらは「アンコール」の中での主要記事
として位置づけているが、同じ主要記事と位置づけ
ている“観測気球”への関心度はかなり低い。
記事別に見ると、よいという肯定的な評価は、巻
頭言、ニュース最先端、話題の技術では75％以上、
半導体今昔物語・事始め、NOSIDE（対談）では
60％台、半導体工場見学記、読者の広場では50％台
であるのに対し、観測気球では40％台、ハーブの香
では30％台と低く、どちらともいえないという消極
的な評価が多かった。
（3）「アンコール」の誌面に関する評価では、読
みやすさ、文字サイズや配置、図表や写真など、お
おむね現行通りでよいとする意見が多かったが、読
みやすさの改善、文字サイズや配置のゆとり、図表
や写真をもう少し大きめに、などという意見も寄せ
られている。
（4）今後更に充実すべき記事分野については三択
で選んでもらったが、重要性のある、あるいは話題
性のあるテーマについての解説記事、半導体今昔物
語や事始め的な半導体の歴史に関わる記事、会員に
よる随想・随筆や近況報告、講演会や研修会記事、
会員企業のPRや会員からの提言・提案、NOSIDEや
対談記事、など幅広い結果となった。基本的には現
在の編集方針が肯定された結果となっている。
（5）昨秋発行した“読者の広場”特集号、“会員
企業のPR”特集号については、よかったという評価
がある一方で、どちらともいえないという評価もか
なりあった。又、今後の発行についても希望すると
いう肯定的な意見と、どちらともいえないという消
極的な意見に分かれた。
5．アンケートの調査結果をふまえて

このアンケートに関しては、設問が下手で回答し
づらいという意見があった。回答を頂いた大半の方
は現行の「アンコール」に対しておおむね肯定的な
意見であった。しかしいくつかのご意見、ご提案も
頂いた。基本的には現行をベースに「アンコール」
の編集を行ないながら、その中で今回ご回答頂いた
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編集委員会

アンケート調査報告
…結果と解析…



結果やご意見をふまえて、更に読みやすい、興味あ
る「アンコール」を作り上げていくことが編集委員
会の使命であると考えている。今回はご回答頂けな
かった方も含め、今後とも「アンコール」に対する
建設的なご意見、ご提案を期待している。尚、会員

の中には編集に関心をお持ちの方もおられるようで
あるが、関心をお持ちの方は是非編集委員にご応募
頂きたくお願いする次第である。

（まとめ：本号編集担当　内田雅人）
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アンケート集計結果報告
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CITRIS
（Center for Information Technology
Research in the Interest of Society）

第1回CITRIS-Asia Research
Symposiumの紹介

概　要

CITRISとはカリフォルニア大学研究センターグルー
プの本部のような中枢機能を持っており、その活動
状況を紹介するシンポジアムが4月10日に東京で開
催されるに当たって半導体シニア協会にも案内があ
り出席したのでその概要を紹介すると共に、当日の昼
食時にカリフォルニア大学バークレー校のChenming

Hu 教授による「CMOS技術の将来」と題する記念講
演1）が行われたのでその概略を併せて紹介する。
1．CITRISの役割

カリフォルニア大学グループおよび先端技術研究
センターを総括する本部としてCenter Of Centersの役
割を持ち、ITを利用してカリフォルニア州内に止まら
ず全世界の産業、市民生活の活性化に寄与すること
を目標としている。CITRISはカリフォルニア州から
の支援と並んで民間企業からの支援を受けている。
特に注目されるのはITを含む先端技術（バイオテク
ノロジー、ナノテクノロジー、情報技術、環境技術
など）の研究開発と並んでこれら領域固有の最先端
研究成果を社会問題の解決に活用するための実証的
な研究（テストベッド）の推進役としての役割を持っ
ていることである。CITRISの使命はこのような技術・
社会の両面からの実用化活動を推進するコーディネ
ータとしてユニークな役割を果たすことにある。
CITRISの設立母体には多くの企業も参画しており
IBM、Intel、HP、Sun、Microsoft、Infinion、Siemens

など多くの著名企業が名を連ねている。なおCITRIS

の活動状況については次のURLで参照できる。
【 http://www.citris-uc.org/ 】
また4月10日のシンポジアムで配布された英文お

よび日本文の資料は当協会の事務局に保管されてい
るのでCITRISに関心を持たれる賛助会員企業は事務
局にコンタクトされることを奨める。なお日本企業
とのパイプ役になっている井上隆秀氏（元ソニー）
に日本語でコンタクトも可能でありそのメールアド

レスは次の通りである。
【 tinoue@citris-uc.org 】
2．CMOS技術の将来

CMOSデバイスは1968年に当時RCAの半導体事業
部で開発実用化されたことは関係者の間では周知で
あるが、その最大の特徴は電源とグラウンドの間に
定常電流が流れない超低電力消費、また論理振幅が
電源電圧とグラウンド間をフルに利用できるロジッ
クデバイスとしての理想的な特性にある。RCAでは
COS/MOSと呼ぶ各種ロジックIC群を商品化2）、更に
1970年代には腕時計用のCMOSLSI、さらにはCMOS

マイクロプロセッサなどで半導体デバイスメーカと
しての優位性を誇っていたのである。
ただCMOS構造もMOS構造のスケーリングに伴う

諸問題点からは逃れることはできない宿命を負って
いる。これらの問題を解決するために先ず単一ゲー
ト構造でのGeSi結晶の導入、高誘電率ゲート材料の
導入、超薄型基盤の導入などの経緯は関係者には周
知であろう。また高速化を目指して単一ゲートに変わ
るdualゲートの導入も進められてきた。このdualゲ
ートの試みは1999年にカリフォルニア大学バークレ
ー校から90nmデバイスが発表されているが、2002年
には更に60nmのdualゲートCMOSがTSMCから発表
されている1）。このようなCMOSデバイスのスケーリ
ング動向については多くの解説記事があるが、C. Hu

教授はProceedings of the IEEEの2003年11月号でCMOS

のスケーリングに関する招待論文を当時TSMCの
CTO（Chief Technology Officer）として連名で発表し
ている3）。なおこのナノエレクトロニクスとそのプロ
セス技術の特集号4）では台湾から多数の研究者が寄
稿していることが注目される。またこの特集号の編
集委員にはかつて国立台湾大学を卒業後ベル研に長
年在職し、帰国後は台湾の半導体立国に多大の貢献
をしたS.M. Sze博士も名を連ねている。台湾のナノ
エレクトロニクス立国への強い意気込みが痛感され
るのである。またこの特集号ではIBMの研究者達に
よるCarbon Nanotube（略してCNT）Electronicsという
招待論文も掲載されており5）、CMOS構造のCNT版の
開発という興味深い内容も含まれている。C. Hu教授
は今回のCITRIS記念講演の中で、dualゲートCMOS

中原　紀諮問委員
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の次としてTSMCで2004年に開発された5nm CNT-

CMOS1）への期待を示唆しながら、CMOSデバイス
の半永久性を指摘しているのが感銘的であった。
3．CTOの役割

C. Hu教授は上記のようにTSMCのCTOを勤めた人
材としても高名であるが、筆者はCTOの役割が半導
体産業では非常に重要であることをかねて痛感して
きた。CTOとは常に次の技術の動向に着目しながら
その準備態勢を整えると同時に、経営者に次の技術
投資への提言ができる権威者でもある。またCTOと
しての後継者を養成することもその責任の一端であ
ろう。このためには企業内の技術専門家としての育
成が極めて重要であり、これは最終的にはやはりハ
イテク企業の最高経営者の重要な責任であろう。ジ
ェネラリストばかりが会社官僚として群生するよう
な企業に明日はないことは身近な事例が示す通りで
ある。
近年CTO、CFO（Chief Financial Officer）、CIO

（Chief Information Officer）、CKO（Chief Knowledge

Officer）などの略語をしばしば耳にするが、企業に
おけるこれらのスタッフ役員の仕事とは何であろう
か？　それは個々の企業に固有の長期的な価値創造
戦略の担当役員であり、そのような責任者の必要性
を十分理解し得る経営者が社内外から人材を選任す
べきであるが、特にCTOは極めて企業固有性が高い
専門職であることを痛感する。日本では技師長ある
いは技監と呼ばれる職位であろうが、CTOは企業の
経営トップとの緊密な連携が必要であり、このよう
な参謀職に人材を得るかどうかは企業の永続性に大
きな影響を与えるのである。この数年、国内で流行
の技術経営セミナーを受講したジェネラリストで勤
まる仕事ではないことは当然であり、このような意
味でC. Hu教授のような事例は今後の日本のハイテク
企業には非常に参考になると思われる。
4．所　見

今回のシンポジアムでの講演者はその大半がカリ
フォルニア大学に在籍するアジア系の研究者によっ
て占められ、これら研究者の活躍ぶりは印象深いも
のであったが、このようなアジア系のプレイヤー達
に研究環境を提供しながら知識社会の源泉としての
大学の活性化を目指す米国のしたたかさをも併せて
痛感させられた次第である。
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みみず�戯言�の�
たわ� ごと�

今世界では、大気圏に含まれる炭酸ガス濃度の上
昇が地球温暖化の原因であるとして問題視されてい
る。又、石油を中心とするエネルギー資源の大量消
費による枯渇問題がクローズアップしてきている。
これに関連して昨年10月度のSSIS研修会では、ハイ
ブリッド車や燃料電池車を含むカーエレクトロニク
スの話題が取り上げられた（本誌、2006年1月号掲
載）。又、本誌2006年4月号の巻頭言では、地球温暖
化と半導体産業の取組み、というテーマの提言がな
された。本号では更に、太陽電池産業の現状と今後
の展望に関する記事を詳しく掲載した。「環境」と
「エネルギー」に関する20世紀の負の遺産を解決す
ることが、21世紀の科学技術に求められている大き
な課題であるといわざるを得ない。

（内田雅人、記）
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