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長年、大手電機メー
カーで半導体の研究開
発に携わり、定年直前
に大学に転出した。大
学の社会への貢献が一
層望まれる時代になっ
てきたと感じている。
大学の最大の役割は

「優秀な人材を社会
（産業界）に供給する」

ことである。最近、大学での技術者教育が社
会の要求水準を満たしているか否かを認定す
るJABEE（日本技術者教育認定機構）システ
ムという制度が施行され、多くの大学が認定
を受けて教育の質を高める努力をしている。
各大学でもそれぞれ個別に教育の充実・改善
の試みが行われている。大学での教育は「基
礎知識の確実な習得」が最重要と思うが、さ
らに企業で役に立つ、より実践的な知識の習
得も必要でいくつかの試みが多くの大学でな
されている。特に最近は大学院に進学する学
生が増加し、企業からも即戦力を期待する声
も多い。院生に対しては実戦的知識や技術開
発の基本精神・方法論、さらには問題発掘・
解決能力の養成も必要と考えられる。また社
会に適合する人材を送り出すためには理工系
といえども情操教育も重要だと思われる。そ
れには教員自身の精神陶冶も必要であろう。
学生たちは教員の日頃の行動から影響を受け
るからである。
技術ベンチャー企業の支援・育成も大学の
役割の1つと思われる。現在の経済状況下で

は大手企業といえども長期的将来の新製品・
新技術に膨大な投資をすることは難しい。現
在、大学発ベンチャーも含めて多数のベンチ
ャー企業が展開している。これらがすべてう
まくいっているわけではないが、大手・中堅
企業でもこれらのベンチャーの開発成果の中
に将来の新製品を期待する場合も多くなって
きている。ベンチャーの基本理念として「新
産業の創成」が理想であるが、現実には開発
リスクが高く長期間の開発期間が必要だが、
成功すればインパクトの大きい技術開発に長
期的視野で投資を続けてくれる投資機関は少
ない。有望ベンチャーの育成・援助の拡大が
今後必要な技術施策の一つかも知れない。
企業における技術者教育への協力も大学の
役割の一つと考える。昨今の合理化・人員削
減により社員1人に対してより高度・広範囲
の業務が要求され、より高い資質が望まれる
ようになっている。そのため、企業での各種
研修が盛んである。ここでは当然、業務に必
要な実践的知識の習得が要求されるが、基礎
的な教育も重要であり、企業側からのそれに
対する要求も非常に多い。半導体分野でも最
近はCADの発展により、新入社員でも高度
なVLSIの設計が可能といわれるが、問題が
起こった時は基礎に立ち帰って考える必要が
あることはいうまでもない。
そのほかに企業と大学との共同開発など大
学の果たすべき役割は確実に増大している。

生駒 英明 会員

巻 頭 言

生駒英明会員

企業と大学：
理工系大学の役割と産業界への貢献

東京理科大学教授（非常勤）



2007年も半導体集積回路技術関連の最も権威ある国
際会議である ISSCC（International  Solid-State  Circuit

Conference）は、3600名もの参加者を集めて成功裏に
終了した。今年の会議は、「IC革新の4つの次元」が
テーマであり、プロセス・デバイス・回路・システ
ムの相乗効果により、囁かれる微細化の限界を越え
て更なる性能向上を図ることを謳ったものである。
これを基調に今後の半導体の動向を具体的に示す論
文が発表された。全体の採択論文件数は、234件で
あり、昨年の253件と比べると19件減少したが、シ
ョート論文が21件も減りレギュラー論文はむしろ増
加した。採択率は36.7％である。
本稿では、ISSCC 2007に見られる技術論文動向と

共に、日本とアジアの論文状況と、あまり知られて
いないISSCCとしてのアジア地域への論文投稿など
の活性化活動を述べる。

日本とアジアの論文状況
―日本からのアナログ・RF採択は0件
まず、昨年と今年の国／地域別採択件数の上位4ヶ
所は下記となる。

2006年　米国：117件、日本：39件、韓国：17件、
台湾：16件。

2007年　米国：88件、日本：27件、韓国：25件、
台湾：20件。

このように、2007年は日本と韓国の差は2件となり、
また、台湾も2005年に一挙に3倍の採択数増を示し
た後、堅調に増加している。2008年は、アジアの躍
進の中でこの勢力図がどうなるか興味深いところで
ある。
図1にアジアからの採択論文のそれぞれの技術分
野毎の件数を示す。技術分野とは、ISSCCは10のサ
ブコミッティに分かれておりこれで定義している。
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図1 ISSCC 2007アジアの分野別採択件数



すなわち、アナログ、コンバーター（AD、DA）、プ
ロセッサなどのデジタル、イメージャ・MEMS・医
療用を纏めたIMMD、メモリ、RF、信号処理、先の
技術を議論するTD、無線通信、有線通信である。サ
ブコミッティ毎に投稿論文の査読・採択が行われ
る。この図から、日本が強い分野は、デジタル、TD、
メモリであることがわかる。日本のデジタル分野が
好調なのは、近年高速プロセッサにおいてスピード
だけでなく低電力技術の必要性が強まっていること
にあると考えられる。低電力技術はこれまでは主に
携帯機器のLSIやメモリで議論されており、ここは
日本が強い分野であったが、これが高速領域に広が
っているのである。将来の回路技術を論じる論文が
集まるTDが強いのは喜ばしいことであり、また、メ
モリは伝統的に強い。今後もこのような強いところ
をより強くする取り組みは重要と考えられる。一方、
一部TDで採択されたものはあるが、アナログとRF

の採択論文は、残念ながら0件であった。このアナ
ログとRFは昨年まではひとつのサブコミッティであ
ったが、あまりの投稿論文数の多さに、今年よりこ
の2つに分けられたものであるが日本の存在感は無
い。国内で開催される色々な講演会・研究会を見る
限り、日本のこの分野の活動が低いとはまったく思
えないのだが、ISSCCへは活発でない模様である。
他の学会へが主体なのかもしれない。アナログ／RF

関連と広めに見ても、コンバーターが1件、無線が
1件である。有線通信は3件と、台湾の7件と比べる
と半分以下であるが、一定水準の採択論文数がある。
一方、韓国はより広くカバーしている模様である。

IMMDが多いが、これはディスプレイが殆どである。
RFこそ0件であるが、コンバーター、アナログ、無
線通信とそれぞれ一定の採択論文がある。台湾は有

線通信が突出しており、ついでRF、以下TD、信号
処理と続く。

アジア地域活性化活動
―中国本土、インドからの論文活性化
以上、韓国、台湾の最近のISSCCにおける活躍は
目覚しいものがある。また、参加者を地域別に見る
と、アジアからの増加率が一番多く、例として日本
以外でカウントした2007年のアジアからの参加者は
2003年に比べて2倍近く増加している。更に、表に
は出てこないが、中国、インドからの投稿件数がそ
れぞれ20件近くになっている（現状は、採択数は残
念ながら極めて少ない）。
一方、ISSCCは常に半導体集積回路技術関連の動
向を最もよく示し質の高い学会であり続けようと努
力しており、エグゼクティブ委員会が中心となり
様々な取り組み、改革を行っている。継続した大き
な発展が期待されるこのアジア地域に対してもここ
数年、学会参加、論文投稿数増加、及び投稿論文の
質向上へ向けての取り組みが行われている。ISSCC

2007での内容を例にこの活動を紹介しよう。
表1に活動を纏めた。これらは大きくは、それぞ
れの地域で行われる学会などと連携したISSCC投稿
活性化活動、ISSCC 2007のハイライトを紹介するプ
レス発表、及び将来を担う学生論文への表彰に分類
される。ISSCC投稿活性化活動としては、台湾地域
の台中、中国本土での珠海、杭州、及びインドのデ
リーで行われた。内容は主にISSCC 2003の折に作成
された50年間に及ぶISSCC発表論文の中から歴史的
な成果を集めたポスタの展示と、ISSCC 2007のプロ
グラム委員長であるペンシルバニア大学のJan Van der

Spiegel教授による「良いISSCC論文の書き方」と題
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表1 ISSCC 2007アジア地域活性化活動



した講演である。杭州で開催されたA-SSCCにての
ポスタ展示の様子を図2に示す。発表が行われる会
議室の前の広いフロア全面にて掲示され、多くの関
心を集めていた。また、Van der Spiegel教授の講演は、
A-SSCCの正式なプログラムにも組み入れられて行
われ、多くの立ち見が出る中で国際学会へ投稿する
論文が備えるべき内容と、論文のストーリ構成から、
準備の仕方まで極めて具体的に説明された。多くの
学生、若手技術者が参加していた模様であり、今後
の良質な論文投稿へ繋がることが期待される。同様
な活動を中国本土では他に珠海で行った。ここでは、
中国全土のLSI設計会社が集まるChina Semiconductor

Industry Associationの年次会合と連携し、ISSCC 50年
のポスタと共に、ISSCCでのアジア論文の状況を説
明する講演を行った。ISSCCで採択されることのイ
ンパクトを示し、次の10年のISSCCは中国からの論
文の時代ですと締め括った。インドではVLSI Design

というインドで最大規模の学会と連携した。現地
の ISSCC委員を中心に活動があり、ここでは
ISSCC 2006より3件の優れた発表を選び、発表者に
お願いしてこのインドの学会で講演して貰った。ま
ず、ISSCCの論文と発表がどういったものであるか
の理解を狙ったためである。
このような活動が近い将来実を結び、韓国や台湾
の論文数と並ぶような時代が来ることを願ってい
る。もちろん、その時に日本はどう対処すべきかは
今後の議論であるが、現状は日本は米国に次ぐ2位
の採択件数を誇っており、この継続が望まれる。
プレス会議は11月末から、現地の状況に合わせて

行われた。この中で東京でのプレス発表は長い歴史
を持ち、20名のプレスの方々を迎え技術的にかなり
深いプレゼンを行った。台北ではプレス会議とは別
に、エグゼクティブ委員が新竹の大学を訪れ電気、

電子学部の学部長クラスと懇談を行い継続的な
ISSCCへの投稿をお願いし、また学生に対し「良い
ISSCC論文の書き方」の講演を行った。ソウルでは、
プレス会議というよりは、発表予定者の集いが主体
となったが、論文採択を互いに喜びあい、今後の発
展が祈念された。上海でのプレス会議は12名のプレ
スの方々と共に、LSI設計会社からも多くの参加が
あった。今後のISSCC投稿への展開が期待される。
最後の学生論文の活性化を目指した表彰について
は2つの取り組みを行った。ひとつは、初めてISSCCに
自分の論文が採択された学生に対する表彰であり、
他は前述のA-SSCCの学生コンテストの優秀者によ
るISSCC 2007でのポスタセッションである。既に
ISSCC 2007では、大学からの採択件数が企業からの
採択件数をうわまっているが、次世代の優秀な才能
をISSCCへ向かわせる努力は継続して行なっていく。
以上のように、ISSCCではその継続的な発展を目
指して、アジア地域への活性化が図られている。

技術論文動向
以下、ISSCC 2007で発表された内容の概要を纏める。
まず、プレナリは、TSMCのMorris Chang氏より

「ファンダリの将来：21世紀における挑戦」と題し
た講演で始まった。広範囲のテクノロジを供給して
LSI製品市場を拡張し、また、様々な応用へ展開で
きる様々なプロセス技術を提供することが述べら
れ、高い設計及びプロセス技術を備えて高コストパ
フォーマンスと短TATを実現し、顧客とのより深く
広い関係構築を重要視して行くと行った内容であっ
た。5つのスクリーンを使う広大な会場を埋め尽く
した参加者は、講演題名からもう少し革新的な内容
を期待したかもしれない。次いで、「アナログとミ
クストシグナルの革新：プロセス・回路・システ
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図2 A-SSCC@杭州における「ISSCCの50年」ポスタ展示



ム・応用の相互作用」と題して、アナログデバイス社
のLewis Counts氏の講演があり、そこではパッシブ
素子の重要性が述べられていた。RF、High-Voltage、
パワー回路、センサなど色々なアナログが搭載され
ていくアナログ部品のワンチップ化の将来が描かれ
た。性能やアプリへのインパクトはあまり議論され
なかったようである。最後は、欧州のクロル2アラ
イアンスのJoél Hartmann氏より、「新しいナノエレク
トロニクス コスモロジへ向けて」と題したものであ
った。物理に根ざしたシミュレーションが重要とい
うことと、CMOSはダブルゲート型に向かおうとい
うものであった。少し前の欧州からのアンビエン
ト・インテリジェンスのような新たな切り口を期待
したが、ナノエレクトロニクス・コスモロジはやや
あいまいであった。以上3件、やや辛口のコメント
をつけたが、いずれも第1級の内容であったことは
付記しておく。
分野別では、プロセッサでは、全ての発表がマルチ
コア（2～80個）を有するチップに関するものとなり、
全てのチップにて低電力技術を謳っている。電力性
能比向上のための検討が主流となっており、クリティ
カルパスモニタ、温度センサなどの内部観測技術への
関心も高い。メモリでは、65 nm技術にてランダムサ
イクル2 nsのSOI Embedded Trench DRAMマクロが発
表され、相変化メモリではダイオード型セルを用いた
512 Mbの集積度のチップが報告された。高速SRAM

では2電源の使いこなし方が重要な模様で有り、また、
低電力SRAMではサブスレッショルド領域での動作
が試みられている。無線技術の分野では、超低消費
電力パルスUWB技術が出現し、また、CDMA規格
（WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA）のトランシーバ

が勢ぞろいした。SoC化を前提に実現デバイスは
CMOSが主流である。微細CMOSはミリ波アナログ
ICでも広がり、大学を中心に検討が進み動作周波数
は60 GHzを超えている。将来動向としては、電磁誘
導結合や静電容量結合を用いたチップ間通信技術が
無線での電力供給含めて議論され、新規デバイスに
ついてもカーボンナノチューブなどの回路応用が報告
された。バイオ分野では、網膜チップ、DNAセンサ、
補聴器向けの信号処理LSIなどの高機能化が進めら
れている。コンバータの分野では、無線通信用
Σ∆ADCが進展し、逐次比較ADCが高速化され、低電
圧化、微細化対応が浸透すると共に、超高速、超低温
分野の技術も試みられていた。更に、光通信の低コス
ト化を目指した発表があり、低コストGSM Baseband

チップや90 nmプロセスにての75 GHz PLLも報告さ
れた。また、10分野のチュートリアル、5テーマのフ
ォーラムといった教育セッションも充実していた。
組織別の採択件数は、5件以上を示すと図3のよう

になる。韓国のKAIST、台湾のNTUがIBMと共にト
ップを占め、アジアの大学はLSIの設計において非
常に高いレベルにあることがわかる。更なる発展を
期待するものである。欧州では、最近、半導体デバ
イスでは世界の研究開発拠点になった感のある
IMECが、LSI設計でも6件採択と力をつけているこ
とがわかる。日本にもこのような拠点ができればと
願う。アジアの企業では、韓国のサムソン、日本の
ルネサステクノロジと日立がそれぞれ5件の採択件
数であった。
次回ISSCC 2008は、2008年2月3日～7日に開催さ
れる予定であり、論文締め切りは2007年9月17日で
ある。
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図3 組織別採択論文数（5件以上）



1．はじめに
天然資源に恵まれないわが国において半導体はか
けがえの無い産業である。戦後の復興は奇跡的とも
言われたが、その背後には半導体の力を最大に活用
した高度な民生エレクトロニクス分野において欧米
諸国に先行したという事実がある。一方、1990年代
以降わが国半導体のポジションは急速に地盤沈下を
始め、今日に至っている。
「一国の盛衰を握る」ほど重要性の高い半導体分
野にわれわれは今後どう取り組むべきか？
本文は去る4月12日、SSIS主催の講演をベースに
まとめたものである。

2．半導体が拓いた夢
現在に至る半導体産業の隆盛をもたらした直接的
な契機は1947年のベル研究所におけるトランジスタ
の発明であった。米国ベル研究所において「真空管
に代わる固体素子はないか？」というテーマについ
ての組織的な研究活動の結果として生み出されたも
のである。半導体のインパクトをさらに強烈にした
次の出来事は、1958年のICの発明（ジャック・キル
ビー）であり、それに続く1971年のマイクロプロセ
ッサの開発（インテル）であった。これらの技術革
新によって半導体は、不可能と思われていたさまざ
まな夢の扉を拓いてきたのである。
図1は、トランジスタの発明から今日に至るまで、

半導体が拓いた夢を、身近なものを中心として年代
的に記したものである。1955年のトランジスタ・ラ
ジオの発売（ソニー）は、半導体が一般の人々に知ら
れる最初のきっかけとなった。さらに1964年の電卓
（シャープ）は「これまでに一部屋を占有していた計
算機が卓上に置けるようになった」と言う点で画期
的なものであった。1969年の電子時計（セイコー）は、
それまで時計王国と言われたスイスの地位をわが国
が逆転するほどのインパクトを持ったのである。

1981年のIBMPCの発売は「デジタル革命」の起爆
剤となって社会に大きな影響をもたらし、1990年代
初頭の携帯電話サービスは「デジタル遊牧民」とも
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呼べるような新しいライフスタイルを作り出した。
図2は半導体の技術革新がコンピュータをどのよう

に進化させたかを示している。1946年のエニアック
は世界最初のコンピュータであるが1万8千本の真空
管がつかわれ、重さは30トンもあったのだ。この時
代、コンピュータは豊かな大国のみが所有するもの
であり、言わば「国に1台」の時代であった。これが
大きく広がったのは1964年のIBM360の発売以降であ
り、「会社に1台」の時代が始まった。IBM360にはト
ランジスタが使われ、初めてスケーラブルなアーキ
テクチャーが採用されたのである。1970年代になる
とICを使ったミニコンピュータがDECなどから発売
され、「グループに1台」の時代が始まる。さらに1981

年にはマイクロプロセッサを使ったIBMPCが発売さ
れ、「一人に1台」の時代のさきがけとなり、今日のユ
ビキタス・コンピュータの時代に繋がってきている。
コンピュータの進化を長い時間軸で振り返ること
によって、半導体のインパクトがいかに大きなもの
であったかを知ることができるのである。

3．半導体は1％産業にあらず！
半導体の重要性についてはコンピュータの事例か
らもうかがい知ることができるが、海外ではどのよ
うに捉えられているのであろうか？
図3に示すのはIEEE スぺクトラム誌が2004年、40

人の有識者に対して行なったアンケートをまとめた
ものである。「過去40年でもっとも重要な技術は何
か？」との問いに対して半数近い19名が「半導体」
を挙げており、インターネット（8名）、コンピュー
タ（3名）やバイオ（2名）の人数を大きく上回って
いる。また、インテル元会長のクレイグ・バレット
は「ICが無ければPCや携帯電話は巨大ビルの大きさ
になっていただろう」と、ICのインパクトの大きさ

を表現している。まさに「半導体は産業の米」ある
いは「産業の原油」と呼ばれる所以である。
わが国の半導体産業の規模は図4に示すように約5

兆円であり、国内総生産比ではたかだか1％に過ぎ
ない。しかしながら「半導体はGDPの1％である」
という捕らえ方は半導体の持っている強烈なインパ
クトを矮小化してしまう。同図からも分かるように、
半導体の川上産業（製造装置産業や部品材料産業）
と川下産業（電子産業）を合わせるとGDP比は5％
にもなる。これは半導体の直接的な効果が及ぶ範囲
であるが、半導体の影響のインパクトはそれらの分
野をはるかに越えている。たとえば、自動車などの
輸送機器分野（43兆円）である。将来の自動車は安
全性、快適性、経済性の改善を半導体に大きく依存
しており、「自動車は半導体を運ぶ箱になる」と言
われるほどである。通信放送分野（28兆円）の高度
化が、半導体を抜きにしてはありえないことは当然
のことである。また、金融保険の分野（38兆円）で
も半導体による変化が始まっており、もっとも身近
な例は電子マネーの普及であろう。不揮発性メモリ
などの新半導体が通貨を置き換え始めており、硬貨
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図4 半導体は1％産業にあらず！



の流通はすでに減少が始まっている。医療計測の分
野、教育研究の分野においても、その高度化は半導
体の技術革新に支えられている。
このような観点からすれば、わが国のGDPの約

40％におよぶ分野の技術基盤が半導体に支えられて
いるといえよう。即ち、「半導体は1％産業にあら
ず！」、むしろ「一国の盛衰を握る」ほどの威力を
持っているのだ。
このような半導体の重要性は世界各国の首脳によ
っても十分に認識されており、先頭に立って鼓舞し
ている事例には事欠かない。特に米国では半導体が
国防の要ということもあって、歴代大統領はその強
化に熱心である。1987年、レーガン大統領は「日本
が日米協定を守っていない」と言うことを理由に、
大統領声明の形で制裁を課した。2000年、クリント
ン大統領は「国会図書館の全ての蔵書の情報を角砂
糖の大きさに入れることができるナノテクノロジー」
の開発を提案した。このような事例はフランス、ベ
ルギー、韓国、台湾、シンガポールなど世界各国で
見られる。残念ながらわが国は例外であり、首脳が
このような形で半導体を鼓舞する姿はみられない。

4．日米半導体戦争
半導体産業の初期には米国市場は軍需とコンピュ
ータが中心であり、日本市場はラジオ、テレビなど
の民生分野が中心であったため、目だった摩擦はな
かった。摩擦が顕在化したのは、1970年代中葉のオ
イルショックに伴う不況のあと、メモリが半導体の
成長分野になってからである。
半導体メモリの市場導入は1970年（インテル）で

ある。1980年までの10年間は米国が質量ともにリー
ドしていたのであるが、1981年に立ち上がった64K

ビットメモリの世代で逆転した。図5に示すように
日本が70％のシェアを取り圧勝したのである。この
頃から、米国マスコミを中心に危機感をあおるよう
な記事が目立ち始める。そして、1985年の半導体大
不況を契機として日米半導体戦争が火を噴くのであ
る。SIAとマイクロン社とが日本メーカーを相手取
り、ダンピング容疑で提訴をした。これを契機に日
米政府間の協議がもたれ、1986年9月に「日米半導
体協定」が締結された。
この協定に織り込まれたのは一つには日本市場に
おける外国製品のシェアを上げること、二つ目はダ
ンピング防止の措置としてコスト・データと販売デ
ータを政府がモニターすることであった。日本のメ

ーカーにとっては両手を縛られたような形での経営
を余儀なくされたのである。
図6に示すように、1986年は世界市場における日
本のシェアが初めて米国のシェアを逆転した年でも
あった。この事実は米国全体に危機感をもたらし、
文字通り国を挙げての対策が始まったのである。こ
のような施策が結実し、米国半導体は徐々に力を盛
り返し、1993年にはシェアの再逆転により世界トッ
プの地位に返り咲く。日本のシェアは1989年をピー
クとして漸減となり、今日ではピーク時の半分にも
及ばないところまで落ち込んでいる。

5．デジタル第二波をつかめ！
近年、電子産業は大きなパラダイム転換を迎えて
いる。即ち、ポストPC時代への動きである。図7は
1980年代以降のPC産業の推移を示している。図から
分かるように1990年代末までは順調な成長を続けて
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図5 世界市場における64K DRAMのシェア

図6 日米半導体メーカーのシェア推移



きたが、2000年頃を変局点として飽和傾向に転じて
いる。即ち、PCが成熟産業になったのである。この
産業のパイオニアとも言うべきIBM社が中国のレノ
ボ社にPC部門を売却した（2004年）のは象徴的なで
きごとであった。このような状況を反映して、米国
のコンピュータ・メーカーは大きな変身を遂げつつ
ある。例えばアップル社は2001年にiPodを発売して、
コンシューマ分野に進出した。また、マイクロソフ
ト社は2001年にXboxを発売してゲーム分野に進出し
た。さらにPC最大手のHP社やデル社はフラット・
パネル・テレビを発売して、コンシューマ分野に進
出を始めたのである。2000年以来、米国のPCメーカ
ーがこぞってコンシューマ・メーカとして変身しつ
つあることがわかる。
図8は1970年代以降の電子産業の変遷の模様を示
している。当初、カラー・テレビやVTRなどのアナ
ログ民生機器が市場を牽引したが、1980年代初頭に

登場したPCが勢いを増して、1990年代の主役となっ
た。その後の半導体の技術革新（特にSoC／SiP技術
やフラッシュ・メモリの出現など）によってコンシ
ューマ製品のデジタル化が促進され、大きな潮流と
なっている。PC主導の波を「デジタル第一波」とす
れば、今日立ち上がりつつあるのは「デジタル第二
波」と呼ぶことができる。
新しい波を支えているのは、身近にあるコンシュー
マ製品のデジタル版である……デジタル・カメラ、ゲ
ーム機、ポータブル音楽プレーヤー、カーナビ、デジ
タル・テレビなどなど枚挙に暇が無いほどである。
幸いにしてデジタル第二波の緒戦においては日本
が世界のリーダーとなっている。半導体分野とデジ
タル・コンシューマ分野とは今後相乗的な形で発展
を続けることは間違いない。日本半導体にとって得
意とするコンシューマ分野が半導体の主力分野とな
りつつあることは大きな好機到来である。
好機をしっかり捉えるためには、そのための戦略
と決断が伴わなければならない。デジタル第二波は
すでに急速に世界に拡がりつつあるので、日本の半
導体メーカーも視野を広く世界に広げなければなら
ない。マーケティング、開発、生産のあらゆる面で
グローバル化の推進が必要である。

図9に1970年以降のジャパンパワー（わが国の勢
い）の盛衰を示している。1990年代から始まった
「失われた10年」の背後にはバブル経済の崩壊とと
もに同時進行したデジタル革命（デジタル第一波）
の拡がりがある。日本はこの波に乗り遅れた。これ
からの新潮流は「デジタル第二波」である。日本半
導体の再生のために、またジャパンパワーの回復の
ために、「デジタル第二波」をしっかりつかめとい
うことを最後のメッセージとしたい。
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図7 パソコン産業の成熟

図8 電子産業の変遷

図9 ジャパンパワーの盛衰



はじめに
今から半世紀前のシリコン事業草創期には、高品
質のシリコンウェーハを入手することが、開発デバイ
スの成否を決定する時代だったから、デバイスメーカ
が多結晶または単結晶からデバイスまで造っていた。
量産期に入ってから、多結晶、ウェーハおよびデバイ
ス事業の夫々に分業化した。当時、同業者間の交流
は殆ど無く、技術情報も少なかったから、多結晶およ
びウェーハメーカは各社毎に独自色の濃い製造工程を
開発し、事業の拡大に努力した。しかしながら、シリ
コン産業は各社独自色を出しながらも、技術開発と
その事業展開の方法に共通点があると思う。
以下、我々が携わった技術開発と事業展開の一部
を紹介したい。
1．ポリシリコンの開発

半導体用ポリシリコンの開発に着手したのは、半
世紀前の 1958年初夏であった。開発は㈱石塚研究
所、製造方法は高純度化に重点を置き、モノシラン
（SiH4）法とした。当時当業界で研究されていた主な
方法は、四塩化ケイ素（SiCl4）の水素還元法、同亜
鉛還元法および三塩化ケイ素（SiHCl3）の熱分解・
水素還元法等であった。チタンやジルコニウム金属
の工業化経験※ 1から、モノシラン※ 2の熱分解法であ
れば、ハロゲン化物と異なり装置からの重金属汚染
は少なく、混入不純物との物性差が開き、精製し易
くなることから、高純度化（ppbオーダー）が期待で
きた。加えて、モノシランの製造に、チタンやジル
コニウムの製造工程から排出される四塩化ケイ素の
有効利用も狙えた。
1-1 モノシランの製造、精製
最初、四塩化ケイ素の金属水素化物による還元法
を研究した。数ヶ月費やしたが、工業化に適した安
価な還元剤が造れず、ケイ化マグネシウム（Mg2Si）
法に変更した。その方法は、液体アンモニアを溶媒
として、Mg2Siと臭化アンモニウムを反応させ、モノ
シランを発生する方法である。

Mg2Siは、シリコンの粉末とマグネシウム粉末と
を、水素ガス中400～500℃で反応させて生成する。
市販の材料でMg2Siを生成したが、モノシランの収率
は20～30％と極めて低かった。この反応は、シリコ
ンとマグネシウムの固体・固体反応であるから、固
体の表面活性度がポイントであろうと考え、常温で
も酸化し易いマグネシウム粉末に、マグネシウムイ
ンゴットから切出した鋸屑を使用してみた。生成し
たケイ化マグネシウムは、暗紫色のふわふわした微
粉末で、モノシラン発生収率90％以上を得た。
公知法のアンモニウム塩は、臭化アンモニウムで
ある。塩化物に比べ臭化物は、高価だから、安価な
リサイクル方法が見つからない限り、工業化に適さ
ない。臭化アンモニウムの使用理由が、反応生成物
の液体アンモニアに対する溶解度に起因するのでは
ないかと調べてみた。沃化物、臭化物、塩化物の順
に溶解度が小さくなり、塩化物は最も溶け難い。こ
の溶解度の差が、収率に影響するから、わざわざ、
高価な臭化アンモニウムを選んだのかとも考えたが、
先ず塩化アンモニウムで確認した。収率は臭化アン
モニウムと変わらず、安価な塩化アンモニウムによ
る工業化の目処がたった。
発生したモノシランは、液体窒素で液化し単蒸留
して、600～700℃に加熱した石英管に導き熱分解し
た。生成したシリコンパウダー中の不純物は、発光分
光分析法により分析し、蒸留法で分離の難しいホウ
素が、数回の単蒸留により検出できなくなることを確
認した※ 3。この結果に基づき精製に蒸留法を選んだ。
実験装置に好んでガラス装置を使用した。その装
置は工業化後も工程改善や中間生成物の検定に利用
した。ガラス装置は、扱う物質の状態を直接観察で
きるだけでなく、短時間に改造できる上、安価であ
る。但し、装置全体や危険部分の2重金網囲い、使
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※1 プロセスに塩化チタニウム、塩化ジルコニウムを使用するク
ロ－ル法。

※2 モノシラン（SiH4）：融点－185℃、沸点－112℃、空気と接触
し着火燃焼。

※3 同分析法によるホウ素の検出限界は、ジルコニウムやタンタ
ル中に含有する同元素の分析経験からppm以下と推定。
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用機器やバルブの固定、不活性ガスによる残留反応
ガス置換等、ガラス装置に特有な種々の安全対策が
必要である。
この実験方法が、後に、工業装置の設計やモノシラン
の特殊性を考慮した安全対策の実施に大いに役立った。
1-2 ポリシリコンの製造
当時、モノシランの熱分解反応は、気相で微細なシ
リコンパウダーを生成する気相均一反応のみしか報告
されていなかった。我々の目的とする棒状または塊状
シリコンは、加熱されたシリコンの表面で起るモノシ
ランの不均一反応（自己触媒反応）によって生成する。
その頃、ゲルマニウムの水素化物であるモノゲル
マン（GeH4）の熱分解反応は、詳細に研究され、微
粉ゲルマニウムを生成する気相均一反応のほか、緻
密なゲルマニウム金属を生成する不均一反応も発見
されていた。また、従来気相均一反応のみと言われ
ていたメタン（CH4）も、GeH4と同様、不均一反応
の存在を示すパイログラファイトの生成が報告され
た。シリコンと同じ周期律表､ⅣB族元素の炭素と
ゲルマニウムの水素化物に、緻密な固体を生成する
不均一反応が存在するのであれば、モノシランにも
同じ反応の存在が期待できた。
モノシランの熱分解反応の実験には、白熱電球に
似た形状のガラス装置を用意し、フィラメントに直
径数10μmのタンタル線を使用した。装置は水冷し、
タンタル線を800℃に加熱し、水素希釈のモノシラ
ンを流入してシリコンを析出した。モノシランの分
圧が低い場合、容器内は透明を維持し、フィラメン
トにシリコンが析出する。分圧を上げると、気相は
曇り、シリコンパウダーも生成する。これ等の結果
に基づき工業装置を設計した。
実験を始めてから、緻密なシリコンロッドが出来
るまで8～9ヶ月、その間併行してパイロットプラン
トの設計・製作を進めた。1959年初夏、研究室から
建設中のパイロットプラントに移り、新陣容で、月
産能力数百Kgの多結晶工場の建設に着手した。その
年の11月、直径30mm、長さ1.2mのモノシラン法ポ
リシリコンを、初めて製造した。
製造したポリシリコンからプロトタイプの外熱式
浮遊帯域熔融装置（FZ機）で、太さ10数mmの単結
晶を作り抵抗率を測定した。値はN型数百Ω-cmで、
浮遊帯域精製法（FZR）特有の抵抗率（ρ）プロファ
イルを示さなかった。測定機を購入したメーカの紹
介で、電気試験所を訪ね測定させて戴いた。結果は
数千Ω-cmで、FZRのρプロファイルも確認できた。

“日本でもこんな高純度のシリコンが造れるんだね。”
との、その時の一言が今もって忘れられない。
開発したシリコン事業は、1960年春より、コマツ
電子金属に引継がれ生産を開始したが、その後数年
間需要は少なく、苦しい期間が続いた。日本市場で
売れ出したのは米有数会社に納入した製品評価の噂
が、我国に報じられてからであった。
現在は、3塩化ケイ素の不均化法により製造したモ
ノシランを原料として、我々の改良した熱分解法に
より、年間5,000～6,000トンの多結晶シリコンを、
米国で生産している。
1-3 特許問題
数年後、ヨーロッパのメーカから多結晶シリコン
製造法に関する2件の特許出願が相次いで公告され
た。1件は、多結晶シリコンの析出に使用するシリコ
ン芯線の製造法に関する出願である。要約すると、
同じ製造法で造った高純度シリコンの一部を、次に
続くシリコン製造に使用する方法（以下「繰返し使
用法」と記す.）であり、シリコン芯線の使用が該当
した。 別の1件は、高純度シリコン芯線を直接通電
加熱する電源装置（以下｢芯線加熱装置｣と記す.）で
ある。この出願は、出願人が高純度シリコン芯線を
使用することにより、シリコンの純度が上がるに従
って、負抵抗範囲が低温域に広がることを、世界で
最初に体験して得た知見に基づく発明であると主張
した。この2件の出願は、多結晶シリコンの製造に
必要不可欠な技術であった。
公開審査の課程で、「繰返し使用法」は、ジルコニ
ウム金属を純化する公知の技術※ 4から容易に類推可
能との理由により、また、｢芯線加熱装置｣は出願人
が我国より数年前にフランスへ出願していた出願明
細書が、同発明を日本に出願する以前に特許庁資料
館に収納されていた理由により、2件共拒絶された。
この審査は長期間続き、拒絶査定が出されたのは、
実に、特許有効期限の2～3ヶ月前であった。
2．FZ機の開発

多結晶の生産開始後数年間、シリコンの主な需要は
SR、SCR用であった。SR、SCR用は、特に酸素含有
量の少ない単結晶が必要であり、浮遊帯域熔融法（FZ

法）により造られる。幸い、モノシラン法の多結晶は、
FZ1回で単結晶化可能な理由により、FZ法に適合して
いた。当時購入できるFZ装置は、大径製品に不向きな
外熱方式※ 5か、外国同業社の特許に抵触する内熱式誘
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※4 A.E.van Arkel und J.H.de Boer，Z.anorg.Chme.，148（1925），345



導加熱コイル駆動方式※ 6A

であったため、独自開発
せざるをえなかった。開
発したのは、駆動機構の
難しい内熱式シリコン駆
動方式※ 6Bである。

FZ法は、石英ルツボ
に熔融したシリコンから
単結晶を引き上げるチョ
クラルスキー法（CZ法）
と異なり、熔融シリコン
の大表面張力特性を利
用し、自ら生成する単結

晶シリコン自身を受皿として、融体を支えながら単結
晶を成長させる方法である。従って、極度に振動を嫌
う。振動の原因には、機械的振動と電気的振動があ
る。当時この種の装置に多く使用されていたメタルブ
ッシング、梯形ネジ、‘O’-ringシール等は、特に機械
的振動源として改良したい部品であった。これ等を、
当時精密駆動機器等の特殊部分に使用され始めたボ
ールブッシングやボールネジに、真空シールは摩擦の
小さいオイルシールに換えた。その結果、駆動モータ
ーの小型化も達せられ、機械的振動が抑えられた。更
に、熔融帯域を伸縮することにより製品直径を制御
する駆動部に、与圧したダブルボールネジを使用して
振動の抑制と直径の制御性能を改善した。
また、シリコンを熔融する高周波も振動源となっ
た。発信機に供給する直流のリップルを抑え解決し
た。このように種々改良して、自製の内熱式シリコ
ン駆動方式のFZ機を開発することができた。
数年後、要求される製品は大径且つ長尺製品に移
行し、開発した方式が主流となった。その後、1960

年代後半に、結晶技術の基本となるダッシュのネッ
キングによる“無転位化技術”が確立した。
また、LSI用として大量に使用されているCZ法単
結晶も同時期に“無転位化技術”が確立した。加え
て、ウェーハ内の抵抗率や酸素濃度の制御および均
一化を目的に、1980年初期に磁場を利用した“MCZ

技術”が開発されて、CZ法の2基本技術が確立した。
3．シリコン中の軽元素の研究※8,9

FZ製品の輸出を始めて間もなく、製品のベースボ
ロン、炭素、窒素等の含有量の問い合せがあった。
先輩に理研を紹介され相談した。幸い紹介された研
究者も以前からシリコン中の軽元素に興味を持って
おられた。協議の結果、当時未解明であった『シリ

コン中における軽元素（炭素、窒素、酸素、水素）
の挙動』について、共同研究することが決まった。
研究に際し、我々がシリコンの製造装置や実験装
置を使って試料を作成した。その試料を理研で、月
1～2回、夜間12時間、時により24時間以上連続し
て荷電粒子放射化分析を、我々と理研の研究者7～8

名掛りで行った。研究は10数年継続し、製品・中間
製品中の前記軽元素の含有量、溶解度、状態図、偏
析、蒸発、ドープ（汚染）等を含む「挙動」に関し
研究した。結果は学会および専門誌に発表した。こ
の研究は、その後、これ等元素が関与する半導体シ
リコンの種々の研究、品質改良および新製品の開発
に、直接又は間接に貢献したと考えている。当時の
状況を考えると、半導体用シリコンを扱えるのはシ
リコン企業に限られ、また、我々の近くで、荷電粒
子放射化分析が可能な研究所は理研に限られていた。
幸運な巡り合わせと関係者に深く感謝している。

むすび
欧米より後発の日本のシリコンデバイスおよびウ
ェーハメーカの世界シェアは、80年代に入り、夫々、
50％および60％を超えた。そして、現在においても
ウェーハメーカは、そのシェアを維持し続けている。
更に、最先端の直径300mmウェーハのシェアに至っ
ては、70％に迫る勢いにある。この現状は、ウェー
ハメーカ各社の、主要製造設備の独自開発の伝統が、
その一因と考えられる。
一方、4年毎に繰り返されたシリコンサイクルは、
デバイスメーカの原料を担う我々ウェーハメーカに、
不況の振幅も期間も共に増幅し影響を及ぼした。当
然、我々の製造装置を作る装置メーカにも多大な影
響を及ぼした。しかも、ウェーハメーカはデバイスメ
ーカに比べ遙かに小規模であり、何回も繰り返され
る不況は非常に厳しく、自らを守るのに懸命であっ
た。その環境が主要製造設備の自社開発を生み、得
がたい伝統を作り上げたとも考えられる。
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※5 熔融するシリコンと誘導加熱コイルの間に石英管が介在する
方式で、シリコンと誘導動過熱コイル間の間隔が広がるため
浮遊帯域幅が広がり、小径品に限定された。

※6（A）（B）内熱式とは、水冷容器内に収納したシリコンと誘導加熱
コイルにより、図※ 7に示したような浮遊帯域を作る方式である。
誘導加熱コイル駆動方式は、シリコンを固定し、コイルを上方
に移動する方式（A）で、シリコン駆動方式はコイルを固定し、
シリコンを下方に移動して単結晶を成長させる方式（B）である。

※7 Keller，W．，Mühlbauer，A.：Float-Zone Silicon，New York，
Marcel Dekker，1981

※8 秋山信之‘シリコン事業を振り返って’新金属工業，373（平成
13年秋号）

※9 八釼吉文‘半導体Si中の軽元素の挙動’応用物理，43（1974）1136

Fig. Principle of float-zone
crystal growing
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日米半導体通商問題の回顧と最近の思い
半導体シニア協会の事務局の方から、3月はじめ
日米半導体問題などに関して原稿依頼があった。そ
の件は1990年頃の出来事で、随分時間も経っている
ことでもあり、一瞬原稿を書くための材料の有無を
思った。しかし、幸いにして、 当時の状況について
学士会会報（1994-I No.802）に私自身がまとめた記
事1）があるのを思い出し、見つけることが出来た。
これを参考にしつつ、最近の思いも込めて、標題に
ついて纏めることにした。
半導体は「産業の米」と言われ、多くの製品のも
のづくりに欠かせない重要な電子部品になってい
る。米国は、半導体の開発・生産で世界のリーダー
ッシップをとって来たが、1970年代、80年代に、日
本の半導体産業が急激に成長したことに伴い、日米
間で種々の通商問題を引き起こすことになった。こ
の日米半導体通商問題に、私は二度関与することに
なった。最初は、通産省からジェトロ・サンフラン
シスコに出向した1983年6月から1986年8月の時期
に、間接的に関与した。米国の半導体産業の中心で

あるシリコンバレーには多くの半導体企業と米国半
導体工業会（SIA）がある。私は、半導体に関する業
界動向調査あるいは半導体担当の日本政府関係者の
お伴などの所用で、度々、シリコンバレーを訪問し
た。赴任して暫くの間は、米国の半導体産業は大変
な繁忙を呈していた。しかし、1984年後半から85年
にかけて、パソコン需要等が急激に落ち込んだこと
で半導体市場は低迷した。このため、米国半導体企
業で減産やレイオフが相次ぐことになった。この様
な背景から、ダンピング提訴等日米半導体通称問題
に発展したが、種々の経緯を経て、1986年9月に日
米半導体協定（旧協定）が締結された。
二度目は、通産省機械情報産業局電子機器課長を
していた1991年6月から93年6月の時期に、担当課長
として直接関与することになった。旧協定が1991年
7月末で期限切れになることから、新協定に向けて
日米政府間交渉が行われた。その結果、91年6月に

三宅信弘 会員

中部自転車競技会会長
元通産省機械情報産業局電子機器課長

日本市場における外国系半導体マーケット・シェアの推移
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合意に達し、新協定が締結され、8月1日から発効し
た。私はこの新協定のフォローアップを担当し、政
府間協議（ハイレベル会合）、統計専門家会合、ア
クセス拡大努力等で大変忙しい思いをした。
新協定には、「市場参入機会の増大」や「ダンピ
ングの防止」に関する措置等が盛り込まれていたが、
米国側は、特に外国系半導体の日本市場でのマーケ
ットシェアの動向に大きな関心を示した。私が日本
側代表を勤める統計専門家会合で、四半期毎にマー
ケットシェアーを算出した。暫くの間はシェアーが
なかなか伸びず、日米間で何度か緊張の波が押し寄
せたが、その度に日米業界会談で緊張を緩和した。
そして、93年3月に、注目を浴びた統計専門家会合が
開催された。この会合が注目されたのは、新協定で、
「外国系半導体のマーケットシェアが、92年末まで
に、20％以上になることを米国半導体産業が期待し
ている」旨の記述（日本側は約束した訳ではない）が
あり、93年3月の会合でその第四四半期（10月～12月）
のシェアーが算出されることになっていたからであ
る。結果は20％をオーバーしていた。計算式1［外国
半導体は最終組み立てにより定義され、キャプティ
ブ（外販しない企業）は算入しない。］で 20.1％、計
算方式2［外国系半導体はブランドにより定義され、
キャプティブは算入される］で22.5％であった。
米国側は、このように外国系半導体のマーケット
シェアーの動向に絶えず大きな関心を示した。しか
し乍ら、シェアーのみが、日本市場におけるアクセ
ス拡大の評価基準ではなかった。実際、新協定では、
「アクセス進展の総合評価を行うに当たっては、①
市場シェアーに特別の注意を払う他、②デザイン・
イン（外国系半導体の設計段階からの組み込み）、
③日本と外国系企業間の長期的な関係、④競争要因、
⑤日本と外国系企業及び両国政府の努力、⑥独立し
たその他の要素等も評価するべきである」と規定し
ていた。
これらに対応して、日本の半導体ユーザー各社は、

「外国系半導体ユーザー協議会」を設立し、業界ベ
ースでのアクセス拡大に取り組むとともに、各社毎
のアクションプランの作成、デザイン・インの推進
など、アクセス拡大の努力を行った。政府としても

「外国系半導体アクセス拡大会議」を開催して要請
を行った。これらの努力の結果、日本市場における
外国系半導体の販売は飛躍的に増大したのである。
半導体は、それまで日米通商問題の癌とみなされ
ていたが、日米双方の業界の努力により、良好な関
係が醸成されるようになった。
もっとも、日米通商問題解決のための「目標設定」
アプローチの典型的な成功事例と目されるようにな
ったことには、率直に言って戸惑いを覚えざるを得
なかった。
以上が過去の日米半導体通商問題の回顧である。
その後も、日米半導体通商問題に携わった者とし
て、日本の半導体産業の動向には大変気になり、ど
うしても半導体に関する記事には関心が向いてしま
う。最近の世界の半導体業界動向を見ると韓国や台
湾企業が大きく台頭し、また、以前は存立すら危う
かった外国系半導体企業が立派に立ち直っていて、
日本企業の地位は相対的に低下している。当時あれ
だけ世界の最先端を走り、元気の良かった日本企業
の活力は何処へ行ってしまったのか？
確かに、半導体産業は大変重要な産業であるが、
業界特有の大きな課題を抱えている。技術革新のテ
ンポは速く、しかも研究開発や設備投資が多額であ
ること、また、種類の多い半導体の全ての分野に技
術者を投入するのは無理であることなどである。こ
のため、資金的、人的なリスクの分散を目的に企業
間の協力は益々重要になっている。今後、日本企業
同士、或いは、日本と外国系半導体企業間の良い意
味での協調と競争が一層進展するであろう。
そうした中で、日本企業は、他国の企業に比べ半
導体需要をより良く知る立場にあり、すなわち、半
導体を多量に使用するディジタル家電などに強いと
信じている。日本企業は半導体の企画、開発、生産
に関する大きな底力を持っている筈であり、日本半
導体企業の今後の戦略と頑張りに期待すると共に、
近い将来に、日本企業が再び世界のリーダーとして
復活することを念願して止まない。

参考文献
1）三宅信弘：「日米半導体問題について」、「学士会会報

1994-I No.802」
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2007年問題を巡って定年後の過ごし方についてい
ろいろ論議が交わされている。筆者は1997年に旧友
の米国人と共著で「定年からの起業……プロダクテ
ィブ・エイジングへのシナリオ……」と題する著作
を出版した。今年はその出版10周年に当るのでこの
著作が齎した思いがけぬ展開を回想して当協会読者
の参考に供したい。

1．出版の動機
筆者は企業生活の卒業論文として定年後のシナリ
オを書いて見たいと考えていたが米国人の旧友S.フ
ァインリーブが来日の際食事をしながらこの構想を
話し合ったのが出発点となった。先ずファインリー
ブに米国ではこのテーマを巡ってどのような状況が
展開されているかを纏めてもらいその翻訳と同時に
二人の対話を通じて定年後の様々な起業の可能性を
討議した内容を加えて共著を出版することで合意に
達した。この出版は当時エーアイ出版という技術系
図書の出版社の社長であった村上　誠氏に相談し同
社から出版して頂くことになった1）。1995年当時電
子メールは利用できたが原稿をメールに添付して送
る方式は実現していなかったのでファインリーブか
らは英文の原稿を航空便で送ってもらいその翻訳原
稿を筆者が作成しながらその内容を補足する日本の
文献も参照しその概要を共著原稿に挿入した。従っ
てこの著作は単なる翻訳書ではなく文字通りファイ
ンリーブと筆者との共著として日本語で出版される
運びとなった。

2．「定年からの起業」の概要紹介
先ず本書の内容についてその概略を以下に紹介し
ておこう。
序章：「第2のキャリアへの出発」では本書の読者対
象として定年後も新しいビジネスを創造して現役
を続けたい人、定年退職後も社会的活動によって
いつまでも若々しさを保てる刺激を望んでいる人、
このような定年後起業家を支援するスポンサーや
顧客となる事業経営者の概要を紹介している。
第1章：「実り多い加齢」では平均寿命の延びによっ
て定年後に長い人生があり、老いることへの新し
い発見を巡って「老化とは何か」2）の内容を紹介
し読者の参考に供した。なお清家　篤教授による
と若い世代の能力とは英語でいう“geek”、いわば
“おたく”的能力、また老年に特有の能力とは
“精神分析医”的問題解決能力と指摘されている3）。
第2章：「ベンチャービジネス論」では先ず米国にお
けるベンチャービジネスの歴史を辿りながら企業
内ベンチャーと独立ベンチャーの事例を紹介する
と同時にベンチャービジネスの役割についても論
じている。特に大企業も成長を維持するにはベン
チャー事業グループへと変身が求められ、問題解
決よりは価値の創造能力が求められることを指摘
している。
第3章：「退職者によるベンチャービジネス」では退職
者によるベンチャービジネスの可能性を若い創業
者によるベンチャービジネスと対比させてその特
徴と存在意義を考察し特にスペシャリティサービ
スプロバイダとしての退職者によるベンチャービ
ジネスに多くの可能性があることを指摘している。
第4章：「企業内ベンチャーへの貢献可能性」では退
職者によるベンチャービジネスとして企業内ベン
チャーの立案と出身企業への退職後の貢献可能性
を考察している。特に企業内ベンチャーの役割と
その成功、失敗要因を対比し米国、日本での企業
内ベンチャーはビジネスとしての実験という意味

図1「定年からの起業」書籍と著者の写真

<<寄 稿 文<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

「定年からの起業」出版10周年の回想記

中原　紀 諮問委員

足利工業大学　情報科学センター客員研究員
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で研究開発と同じ性格をもっていることを指摘し
ている。
第5章：「事業計画の作成ガイド」では事業計画すな
わちビジネスプランの基礎知識を解説しながら少
なくとも事業計画に織り込むべき項目について指
摘する。特に米国のボストンにあるバブソン大学
というベンチャービジネス専門の大学やスタンフ
ォード大学での模擬ビジネス講座の事例を紹介、
またベンチャービジネス育成支援に関連する様々
な組織の活動内容を紹介している。
第6章：「仮想的な事業計画」では退職者に相応しい
いくつかのベンチャービジネスの事例を挙げその
ビジネスプランの具体的な作成例を示している。
第7章：「個人開業への途」では第3章から第5章まで
のベンチャービジネスが3人の相補的な役割を担
う創業者陣を前提としてきたのに対して個人の能
力を活かす個人開業の可能性をいくつかの例を挙
げて説明している。
第8章：「リスクマネージメント」では複数の創業者
によるベンチャービジネス、個人開業によるベン
チャービジネスのいずれもがやり直しは極めて困
難という観点から資本金の使い方で特に留意すべ
き項目を指摘している。
第9章：「有意味性の仕事とは何か？」では人間の営
為に伴う有用性価値と有意味性価値の両面を指摘
した哲学者のハンナ・アレントの言説4）を紹介、
退職者ベンチャーには有意味性指向の事業の可能
性が開かれていることを指摘している。
第10章：「共著者による対話」では最終章に因んで
共著者による対話という形でこれまでの内容を振
り返りながら補足的な説明を加えている。特に退
職者はかねてやりたかった何かができる“ノブレ
スオブリジェ”の特権をも享受できることの意義
を指摘している。

3．出版後の展開
先ず法政大学のご好意で1998年5月22日に本書の
出版記念講演会5）が法政大学産業情報センターで開
催されかなりの聴講者に恵まれた。これが契機とな
って日本経済新聞の記者との取材記事が1998年9月
24日付けの日本経済新聞に紹介された。その後当時
の通産省の担当官から電話でシニアベンチャー研究
会を発足させるので参加してほしいとの要望があり
通産省で数回に亘って開催された会議6）、7）に出席し
た。当時の通産省の担当者が「定年からの起業」を

精読していたのには驚いた。この委員会の委員でニ
ューメディア開発協会の山田　栄子氏から日本ベン
チャー学会の中にシニアベンチャー研究会が発足す
る8）ので彼女が世話人をしている分科会への参加を
要望され法政大学で開催される研究会に参加するこ
とになった。

1999年9月には日本ベンチャー学会シニアベンチ
ャー研究会主催による講演会の開催が企画されその
基調講演を依頼された。筆者は自分自身がシニアベ
ンチャーの実践者ではないことを理由に固辞したが
主催者から重ねて要請され「定年からの起業」の概
要を紹介する趣旨での講演を引き受けた9）。この講
演会が終了後に聴講者の一人岡田　隆氏から半導体
シニア協会への入会を誘われたのである。もしもこ
の講演を引き受けなかったならば筆者は半導体シニ
ア協会の存在を知る機会はなかったに違いない。
一方では2000年から上記の山田　栄子氏を通じて

ニューメディア開発協会によるIT活用型シニアベン
チャー支援事業の関東地区委員を委嘱されシニアベ
ンチャー案件の内容を審議する会議に参加すること
になった。2001年の3月に同協会主催によるシニア
ベンチャー支援事業報告会での記念講演10）を依頼さ
れこの講演の中で半導体シニア協会の活動について
も紹介する機会に恵まれた。次いで2002年には経済
産業省の支援事業として全国からの市民ベンチャー
事業の審査と採択事業ごとその経営者への助言委員
会の委員長を委託され2003年3月には初年度に因ん
で記念講演11）を依頼された。この支援事業は特に地
域密着型、女性の参画、有料ボランティアという特
徴を充たすベンチャーを対象とした3年間の継続事
業で最終年度の2005年3月には市民ベンチャー事業
の締めくくりとしての再び記念講演12）を依頼された。
このように「定年からの起業」の出版に因んで思い
がけぬ約7年間の活動の場が与えられたのである。
この間の活動経緯は日本ベンチャー学会の論文誌に
研究ノートとして投稿し掲載された13）。

4．私の「定年からの起業」
筆者は1999年3月に足利工業大学の電気・電子工
学科の客員教授を定年退職したが当時修士課程に在
学した学生の卒業研究指導を委託され2000年3月ま
で“留年”させてもらった。2000年2月に修士論文
の発表審査会を無事終了、大学生活は終わりと思っ
ていたが大学付属の情報科学センター長からUNIX

講座を担当してもらえないかとの依頼があった。筆
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者は1987年から当時の電気工学科学生を対象とした
UNIXの講義と実習も担当し1993年度から約4年間は
この延長としてUNIXワークステーションを利用し
ての講義と実習を担当してきたがインターネットの
急速な普及に対応してインターネット工学として講
義と実習を1999年まで担当した。従ってUNIXのそ
の後の展開について詳細はフォローしていなかった
のでこの講座開設には自信がなかったがここであえ
て私の「定年からの起業」と思い引き受ける決心を
した。こうして2000年の後期からUNIX講座を開設、
2001年度からはLinuxを含む通年講座として運営を開
始、2006年度末で足掛け7年度分の講座を運営して
きた。この講座は講義よりは実習を主体として運営
をすると同時に年度末には外部識者による講演会を
開催してきた。実習にはTeaching Assistantとしての
学生の協力を得て聴講生の実習指導に貢献してもら
っているがこれは若い学生の流動性能力が活用され
ているのである。この間の教材を平易に解説した入
門書「一般教養としてのUNIX/Linux」を2006年3月
に出版した14）。幸いにもLinuxは今日では埋め込み型
応用を含めて急速な普及が進んでおりLinux技術者認
定試験への予備教育としての役割も視野に入れて今
年度からカリキュラムを大幅に改善したいと考えて
いる。

5．利、権、名の世界から真、善、美の世界へ
「定年からの起業」の最終章で筆者は定年後の生
き様の通奏低音を成す真、善、美の世界を指摘した。
現役時代人々は好むと好まざるとに拘わらず利、権、
名の追求に走らざるを得ないこと大は国家の次元か
ら小は小企業まで現実社会の至る所に散見されるグ
ループエゴイズム現象であろう。しかし定年後には
真、善、美の世界に回帰すべきではないか？　この
価値観の転換を誤り老齢に至ってなお企業経営者と

しての利、権、名に執着し続け従業員、株主、納入
業者、地域社会に計り知れぬ苦痛と迷惑を与えた事
例は皆無ではない。明治から大正初期まで東京大学
で哲学を講じたドイツ人のケーベル博士は究極の価
値が美であると指摘している15）がやはり定年後は美
学の意識を大事にしたいものである。図2にはこの
様子を示しておく。

6．有用性と有意味性をめぐる論議
筆者は「定年からの起業」を執筆する中で最大の
収穫は哲学者ハイデッガーの女性弟子であったハン
ナ・アレントの著作4）を通して有用性価値と有意味
性価値の存在に開眼したことである。ハンナ・アレ
ント は有用性価値とは“in order to”、すなわち何か
の目的を達成する価値、そして有意味性価値とは
“for the sake of”、すなわちそのもの自体の存在価値
と指摘している。この概念を最も端的に開示してい
るのは工学と物理学の関係であろう。半導体産業の
黎明期に“理根工才”という言葉が流布されたこと
を記憶されている方々も当協会会員の中におられる
であろう。注目すべきはこの有用性価値と有意味性
価値の相補関係である。
筆者は「定年からの起業」が有用性価値よりはむ
しろ有意味性価値に着目することによって様々な可
能性の展開が可能ということに開眼したのである。
例えば半導体シニア協会の活動は有意味性価値の典
型ではないか。この趣旨に賛同される会員によって
末永く運営されるのが適当ではないかと考えている
が会員諸賢はいかがお考えであろう。

7．人間の寿命はどこまで伸びるのか？
「定年からの起業」の中で1900年から2000年までの
平均寿命と退職後平均寿命までの年数を比較してい
るが最近の情報によると平均寿命150歳説が浮上し
ているようである16）。また近未来のシナリオとして
2052年に113歳の人が体重の28％に達するプラステ
ィック臓器を埋め込んで働いており年金がもらえる
までにあと14年かかるという論文17）もあるが人間の
寿命についてはますます論議が盛んのようである。
図3には人間の寿命についていろいろな予測例18）、19）

を比較して示しておこう。このように寿命が延びる
可能性が現実になってきた場合には定年制度や年金
制度は一体どうなるのかが重大な社会問題となるの
は当然である。旧約聖書の創世記を読むと900歳前
後まで生きた人の話が出てくるが果たしてこれから図2 利、権、名の世界と真、善、美の世界への交代
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の地球社会に生きる人類の寿命はどこまで伸びるの
か？　それに応じて人類は生涯を通してどのように
仕事を続けるのか？　そのような時代の生涯現役社
会とは？　さまざまな課題が予見される。筆者はか
つて指揮者の朝比奈　隆さんの師であったドイツ人
エマニュエル・メッテルの遺訓“一日でも長く生き、
一回でも多く舞台に立て”をモットーとしたいと考
えている。

8．結　言
「定年からの起業」出版10周年を迎えこの間の経
緯を回想したが最大の恩恵の一つが殆ど偶然的な機
縁で半導体シニア協会の存在を知り入会後は研修委
員としての活躍の場を与えられたことであった。改
めてこのような協会の設立に努力された会員諸賢へ
の謝意を述べて結言としたい。
なお共著者S.ファインリーブは2002年から立教大

学のMBAコース特任教授となり最近日本でのパーマ
ネントビザを取得した。2006年度卒業生の一人は半
導体産業における商品ライフサイクルに対応する経
営的決断をテーマとして当協会会員の協力を得て修
士論文を完成20）、目出度くMBAを取得した。
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はじめに

昨年度からの計画であった、長崎県にある半導体
関連メーカー2社の工場見学会を開催しました。
今年も文化委員会との共催行事で、九州以外から
も多くの参加者があり、総勢36名でした。
特にシリコンウエハーメーカーでは、工場のライ
ン内まで案内していただきました。

SUMCO TECHXIV㈱本社・長崎工場　4月26日（木）

大村湾に浮かぶ長崎空
港まで6kmほど、長崎自動
車道大村I.Cまで2kmほど
の丘陵地にある大村ハイ
テクノパークに工場はあ
ります。工場立地は1985

年（旧コマツ電子金属長
崎工場）です。昨年10月に
世界のシリコンウエハー
市場でトップグループの
SUMCOグループに加わ
り、連結子会社となりま
した。今年1月に社名を
SUMCO TECHXIV㈱に変更し、従業員約2,000名は
事業のさらなる成長を目指しておられます。ちなみ
にTECHXIV〔テクシブ〕とはTechnology（技術）＋XIV

（Siliconの元素番号「14」を暗示）、高い技術力をアピ
ールしつつ、最大化を意味する「X」と、（事業を）成

し遂げるという意味の「ACHIEVE」を合成した造語だ
そうです。社員の心意気が伝わってくる新社名です。
小生もシリコンウエハーについては多少の知識は
ありましたが、製造ラインを見るのは初めてでした。
工場概要を福島副事業部長からお聞きしてから、3

グループに分かれ、きびきびした社員の挨拶を受け
ながら、いざ300mmウエハー棟のラインツアーへ出
発です。社内で開発した装置などを駆使してライン
が構成されており、その生産技術力の高さには感嘆
しきりでした。インゴットから、1枚1枚のウエハー
に切断するワイヤソーなどを見ては、「ウーン！」
と唸るばかりでした。
生産品は各種シリコンウエハーで、口径は300mm

（12インチ）、200mm（8インチ）、150mm（6インチ）、
125mm（5インチ）、単結晶製造はCZ法です。CZ法は、
粗く砕いた多結晶シリコンを石英製のルツボの中で
融解します。石英ルツボを回転させながらピアノ線
に吊したシード（種）と呼ばれるシリコン単結晶片を
シリコン融液に接触させます。そして、シードをル
ツボと反対方向にゆっくり回転させながら、徐々に
引き上げて固化させます。尚、P型やN型の単結晶シ
リコンをつくる場合は、ルツボ内に微量のホウ素（B）
やひ素（As）などの不純物を添加します。
インゴット表面に出来た山陵のようなものは一体
何ですか？（陵と言い、結晶方位が揃っている証拠
だそうです）。また、ドーパント（添加する不純物）
素材を初めて見て、「これですか！」と、また感嘆。

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�

―春季工場見学会の報告―

工場説明の様子

福島300mm 副事業部長

工場風景

http://www.sumcotechxiv.com/
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ソニーセミコンダクター九州㈱

長崎テクノロジーセンター　4月27日（金）

九州自動車道の諫早イ
ンターまで1kmほど空港
まで15kmほどで、大村湾
を見下ろす諫早中核工業
団地の丘陵地に立地して
います。
長崎テクノロジーセン
ター（長崎TEC）の歴史は
米国半導体メーカーから
の工場取得に始まり、1987年にソニー長崎㈱が創立
されています。従業員数は11,000名（ソニー九州全体

で派遣、請負含む）です。
300mmのウエハーラインは2003年11月に完成して
おります。
長崎TECは最先端技術の粋が集結するMOS先端プ

ロセス開発・設計拠点でMOS LSIの開発・設計をは
じめ、最先端のウエハープロセス技術を誇ります。
その超微細技術や最新鋭の生産環境は、ソニーを代
表する最先端拠点といえます。中でもプレイステー
ションに搭載されている高速高性能システムLSI

（MPU＋三次元グラフィックス シンセサイザ）は、
ハイエンドのコンピュータを凌駕する画像処理能力
を有しており、長崎TECの最新鋭の半導体生産設備
で集中生産されています。

会社のコミットメントをご紹介しておきます。

こんなに素晴らしい見学会は初めてとの声が参加
者から聞こえてきました。SUMCO TECHXIV㈱さま
のご協力に感謝とお礼を申し上げます。

［HPの会社案内から引用］当社グループは「モノづく
り」の原点である品質のさらなる向上を図り、お客
さまに満足していただける商品をタイムリーに提供
していきます。当社グループの新たな発展に向けて
品質（Quality）とスピード（Speed）を最優先とする
「QS1（キュー・エス・ワン）活動」を推進し、次なる
飛躍の舞台へと向かってまいります。

ゲート前で記念撮影

工場説明の様子

大内 長崎TEC長・執行役員

工場全景

http://www.sony-sckyushu.co.jp/
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当日は長崎TECの工場概要を、大内TEC長からお
聞きいたしました。期待の新製品プレイステーショ
ン3が発売され、その中核デバイス・システムLSIな
どの生産拠点として、これから長崎TECはますます
その役割が期待されていることを実感いたしまし
た。ロビーにおいて、池松渉外課長からPS3のデモ
を行っていただきました。映像のリアルさは、さす
がに素晴らしいものでした。

会社のコミットメントをご紹介しておきます。

ソニー長崎TECさまには新製品の発売直後という
こともあり大変お忙しいところありがとうございま
した。ゲーム機は日本勢が強い電子機器であり、そ
れを支えるシステムLSIの生産拠点として、今後も
大いにご活躍を期待いたします。

懇親会ならびに宿泊：雲仙・九州ホテルにて（4月26日）

終わりに

お陰さまで無事終了して安堵しております。参加
者の皆さんに喜んでいただいたのが何よりでした。
これは梅田運営委員長のご支援の賜物と思ってお
ります。さて、来年に備えて魅力ある見学先を探し
始めなければと…。

［HPの会社案内から引用］デジタル時代において製品
競争力の源泉となる半導体を一貫したオペレーショ
ンのもとで供給し『世界最強の半導体プラットフォ
ーム会社』を目指す。アナログからデジタルへ急速
に変化していく時代の中で、エレクトロニクス製品
の競争力の源泉は、優秀な半導体が決するようにな
ってきました。ソニーセミコンダクタ九州㈱は、ソ
ニーの卓越したエレクトロニクス製品の中核となる
半導体を供給し、ソニーエレクトロニクス商品群を
強力にバックアップしています。

玄関前で記念撮影

温泉を満喫！
シックでモダンなホテルでした！

懇親会の様子



株式会社日本マイクロニ
クスは1970年11月に産声を
あげ、現在、東京吉祥寺に
本社を置き、青森に2工場、
テクノロジーラボラトリー
を大分・熊本・茨城に、研
究・開発センターを東京三
鷹に置き、さらに米国・中
国・台湾・韓国・ドイツに
現地法人を置いています。
資本金は5,018百万円、売上高は310億円（2006年9月
期・連結）、グループ従業員数は約1,000名の、人に例
えるならば、バリバリの働き盛りといった企業です。
当社の事業フィールドは大きく2つで構成されてい
ます。一つは半導体分野、そしてもう一つはFPD（液
晶ディスプレイ）分野です。半導体分野では、ウェー
ハ検査工程で使用する「プローブカード」や「300mm

ウェーハ一括コンタクト専用のDFT※1（主にBIST※2）
対応テスタと専用一括プローバ」等の装置、最終検
査工程で使用する「パッケージプローブ（ICテストソ
ケット）」、さらにデバイスの研究・開発時における評
価・解析で使用する「ウェーハプローバ」等を提供し
ています。FPD分野ではパネルの電気的特性を検査
する「アレイ検査装置（アレイプローバ）」やパネル
の表示検査を行う「点灯検査装置（セルプローバ）」
を、さらに、それら検査時に発生した不具合を取り
除く「レーザーリペア装置」、そして半導体分野のプ
ローブカードに相当する「プローブユニット」等を提
供しています。
半導体分野における製品の一つに「プローブカー
ド」があると書きましたが、この製品を簡単にご紹
介します。読者の皆様は既にご存知と思いますが、
ウェーハ上に作り込まれた半導体デバイス（LSI）の
良否判定を行うには、被測定物（DUT）であるLSIチ
ップのボンディングパッド（電極）と測定器である
LSIテスタとを接続して電気的検査を行う必要があり
ます。このLSIチップとLSIテスタを繋ぐコネクタの
ような役割を果たすのがプローブカードになります。
このプローブカードの中でも、今一番ホットな製
品にアドバンストプローブカードがあります。半導

体デバイスはそのプロセスの微細化に伴い、LSIチッ
プの小型化、回路の大規模化が進んでおり、プロー
ブカードのプローブ端子にも年々微細化や多ピン化
が求められています。また、汎用メモリでは生産性
向上を目的に複数のチップを同時にテストすること
（マルチダイテスト）が追求され、ウェーハ全面を1

回でテスト（ウェーハ一括コンタクト）する技術も求
められています。
当社ではこのニーズにお応えできるアドバンストプ
ローブカードとして「U-Probe」を提供しています。こ
れは2005年1月に世界初となる200mm（8インチ）ウェ
ーハの一括コンタクトを実現して製品化し、そして
2006年3月には300mm（12インチ）ウェーハの一括コ
ンタクトの製品化にも成功して、市場に提供していま
す（フラッシュメモリの場合）。
このU-Probeは 300mm

ウェーハ全面のカバーが
可能なため、300mmφの
エリアにフレキシブルに
プローブ配置が可能で、
ピン数・DUT数の制限無
くLSIテスタのリソースを
最大限に活用したマルチ
テストを実現できるという特徴を有しているため、
フラッシュメモリのみならず、DRAMテストのスル
ープット向上にソリューションをもたらしました。
私たちはコンタクト技術に一層の磨きをかけ、こ
れからも変化するニーズをいち早くキャッチして、
幅広い視点に立った製品開発を進め、広く社会に貢
献していきたいと考えています。
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半導体機器営業統括部 営業企画室 営業企画グループ　荒井 泉

コンタクト技術に一層の磨きをかけて

㈱日本マイクロニクス

日本マイクロニクス本社

※1 DFT（Design For Testability）：テスト容易化設計と呼ばれ、
テスタでテストが困難なものやテストコスト（テスタコス
ト）圧縮の目的で、テスト回路をLSI内部に設計時点から設
ける事をいう。テスト回路がチップ面積増加のペナルティ
となるため導入は装置コストやスループットなどテストコ
スト全体を見たトレードオフとなる事が多い。電子回路で
固定的な内容のテストを行うためテスタの様に柔軟なテス
ト変更機能は無く、不良内容とテストの関係が概ね明確と
なった量産段階で主に用いられている。

※2 BIST（Built In Self Test）：DFT技術の中の一つで自己機能テ
ストを行うための技法を指す。テスト後の良否判定結果の
みをテスタに返すため、低機能なテスタで高度なテストを
行う事が可能になる。他にBOST（Built Out Self Test）や
SCANなどのテスト技法がある。

300mmウェーハ一括コンタクト
用プローブカード「U-Probe」
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株式会社KSKは1974年5月に、社名を「サンユウ
商事株式会社」とし、溶接機、ならびにその部品と
螺旋の輸入・国内販売を主目的として設立・発足い
たしました。
その当時日本はハード面では世界有数の技術力を
有していましたが、利用する技術としては欧米に比
べ立ち遅れている状態でした。
そこで当社は、1979年にコンピュータの開発・利
用技術の向上を目指し、事業目的を電子機器システ
ムの設計、制作などへ転換、と同時に社名を「国際
システム株式会社（通称：KSK）」へと改称いたしま
した。
この創業期は大手メーカーに対して、ハード設
計・ソフトウェア設計の技術協力を中心としてスタ
ートしました。
このような中、ほぼ同じ時期に弊社はLSIに注目、
その開発に対する技術協力を開始し、当初は電気特
性評価、信頼性評価などの工程を主に受注していま
した。その後1983年頃から、フィジカルレイアウト
設計、回路設計を受注し始め、現在に至っています。
1979年当時は4、5名でスタートいたしましたが、現
在はLSI設計者が約200名在籍し、また、LSIのみで
なく組み込みソフトの開発も約170名が対応していま
す。尚、設立30周年を迎えた2004年10月に商号を
株式会社KSKと改称し現在へと至っております。
さて、弊社は約四半世紀にわたりLSIの開発業務
に携わってまいりました。スタート期は派遣に近い
形態で、大手メーカーへの技術協力として業務を遂
行してきました。
この間、徐々に受託開発業務に転換しながら、仕
様検討から回路設計、フィジカルレイアウト設計、
評価、量産支援までLSI開発にかかわるすべての工
程において対応できる技術力を有するに至りました。
一方受託開発という背景から、得意分野をなかな
か打ち出せず、長い期間やってまいりましたが、こ
こ数年については、アナログ回路に注力するため、
社内で研修、また外部研修施設、大学での外部向け
講義などを活用し、アナログ回路設計者の育成に力
を入れております。分野としては、LCDドライバー
や電源制御系のLSIを得意としています。アナログ技

術者は現在30名弱を有しており、今後も増員を考え
ています。
また、ロジック系LSIの設計もVeriLog、C言語を
使った記述による回路設計についても技術者育成に
力をいれ、LSIの設計から組込ソフトの開発まで一貫
した開発体制をとりつつあります。
一方、昨今はハード系の技術者を確保することが
非常に難しい状況になっており、中途採用はもちろ
んのこと新卒採用についても電子電気系の学生を採
用する事が非常に困難な状況です。
このような環境下、弊社では特に教育には力を入
れており、年間売り上げの2％を超える経費を積極
的に投資し一から技術者を育てると共に中堅技術者
の更なるスキルアップを推進しております。
また、人材を地方へ求めるべく2007年2月に、福

岡市のLSI開発の拠点であるシーサイドももちの福岡
SRPセンタービル内に九州支社を開設いたしました。

弊社はLSIの開発設計から組込みソフトまで、一
貫した開発体制をとると共に、LSIについては今後ま
すます重要な技術になるであろうアナログ回路の設
計者の育成、そして、ハードを理解できたソフト技
術、ソフトを理解できたハード技術を有する会社と
して開発をお手伝いし、広く社会に貢献していきた
いと考えます。

取締役システムコア開発事業部長　吉武和樹

株式会社KSK



新会員の一言

山本新一会員（宇部マテリアルズ㈱）

半導体産業の川下分野 排ガス処理・排水処理にマ
グネシア系材料を適用できないか模索中です。必要
条件等を是非ご教授の程！
大嶋瑩一会員（キヤノン㈱）

セミコン&ISSジャパンを通じて多くの方々と出会
い、有意義な時をすごしてきました。今回も素敵な
出会いを楽しみにしています。

お詫びと訂正

前号No.50の20頁、新入会員欄に掲載の吉澤六朗
会員のお名前に下記の間違いがありました。
謹んでお詫びし、訂正させていただきます。
（誤）六郎　→ （正）六朗

ご寄付芳名（No.50所載報告以降2007年7月10日まで）

ご協力有難うございます。前回ご報告以降ご寄付
をお寄せいただきましたのは以下の方々です。厚く
御礼申上げます（お名前は50音順、敬称略）。
秋山信之、井上誠、片野弘之、鎌田晨平

個人会員�
山本新一 宇部マテリアルズ㈱�
並木智雄 大陽日酸㈱�
井入正博 ㈱ニューフレアテクノロジー�
姫野浩二 ㈱スフィアネット�
干川圭吾 信州大学�
片山正健 信越半導体㈱�
大嶋瑩一 キヤノン㈱�
市山壽雄 ㈱大智�
賛助会員�
㈱カイジョー�
半導体産業ビジネスコンサルタントコンソーシアム�
  （入会順）�

新入会員（2007.4.11～2007.7.10）�
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会員現況（7月10日現在）
個人284名、賛助52団体

賛助会員連絡会のご案内
1．日時：9月7日（金）13：00～19：00

2．会場：学士会館（東京・神田錦町）
3．プログラム：

13：00～諮問委員会
14：30～賛助会員連絡会
16：00～特別講演（パネル討論会）
『ポスト・ムーアの時代を担う新しい半導体デバイス
産業への挑戦・その動向と展望』
パネラー：
志村幸雄氏　㈱工業調査会会長
渡辺久恒氏　㈱半導体先端テクノロジーズ社長
田口真男氏　スパンシオンジャパン㈱社長

モデレータ：中原紀氏　半導体シニア協会

10月度研修会のご案内
1．日時：10月11日（木）17：00～18：30

2．会場：全林野会館プラザフォレスト（東京・茗荷谷）
3．演題：『半導体の新しい機能集積化技術＝SiPの現状と

応用分野の拡大・将来展望』
4．講師：赤沢隆氏

㈱ルネサステクノロジ システムソリューション
統括本部 SIP開発センター長

『ライフプラン懇談会』講演録
出版・販売のお知らせ

半導体シニア協会では「ライフプラン懇談会」という企画で
2001年4月～2004年6月の間に30回の講演を実施しました。こ
の度、協会の誕生10年を迎えるにあたりこの貴重な講演録を
形として残すべく、23件を収録し、出版いたしました。各界
の先達、有識者の歩まれた23枚の人生絵巻が綴られています。
是非ご購入、ご一読いただく様お知らせいたします。
ご購入は全国主要都市・大型書店（紀伊国屋、丸善）または半導体シニア
協会事務局まで

SSIS 10周年記念出版

ライフプラン懇談会講演録

『人の生き方・暮らし方』

定価：1,890円（税込）
半導体シニア協会編（TEL: 03-5366-2488）
株式会社郁朋社刊（TEL: 03-3234-8923）


	巻頭言
	NEWS最先端
	観測気球
	半導体事始
	読者のひろば
	寄稿文
	半導体工場見学記
	賛助会員紹介
	協会だより

