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筆者は1990年の初
頭、アメリカ・ボストン
においてハーバードビ
ジネススクールの短期
コースで学んだことが
ある。その内容は、MBA

（経営学修士）の短縮
版のようなもので、世
界中の企業のケースス
タディが教材の中心で

あった。当時の日本は、東証の株価が史上最
高値を記録した直後で、ちょうどバブルがは
じけ始めた瞬間のようなタイミングであっ
た。しかし、登場してくるケースの中身には、
そのような最新情報はまだ含まれておらず、
｢なぜ日本ばかりがこうも強いのか」と思わ
せるような内容が多かった。弊社もケースの
一つとして登場してきたが、最も印象深かっ
たものの一つに「モトローラ社」があった。
というのも、その授業の前日「日米半導体協
定を守らない日本への制裁案を発表するよう
に」という宿題が出たからである。それに対
し、数少ない日本人参加者の一人としては、
何らかの反論を行う必要があった。ヨーロッ
パからの参加者からも「制裁などおかしい」
という雰囲気が感じられた。英語力の不十分
な筆者にとって、雄弁な反論演説は無理であ
ったが、何とか以下のような主張を行った。
すなわち、「協定の約束違反があったとすれ
ば良くないかもしれない。しかし、そもそも

アメリカ製品の日本での販売シェアを国家間
で約束させること自体が、自由競争の原則に
反しており、おかしいのではないか」と。そ
の意見に対し、アメリカ人参加者からは、反
発どころか賛成の拍手が湧いたことを嬉しく
感じたのを憶えている。
ところで先進国の産業の盛衰を語るとき、
労働集約的な産業から順に、発展途上国にキ
ャッチアップされ衰退していくと考えるのが
一般的である。すなわち、おおよそ繊維産業、
造船業、機械産業、電気産業、コンピュータ
産業、航空宇宙産業などの順に日本の産業は
苦しくなっていくと考えられる。ボストンで
学んでいた当時、筆者もそのように感じてい
たと思う。しかし、その後の展開を見てみる
と､自動車や弊社の主力事業である建設機械
のような機械産業が、意外なほどの強みを発
揮している。その一方、この数十年間の世界
の技術進歩の原動力となってきた最先端の半
導体産業が、アジア勢にキャッチアップもし
くは逆転されている、という状況を呈してい
る。その理由はさまざまな観点から説明でき
るのであろうが、当時を思い返してみても、
やはり意外感は免れない。
弊社も、あまり大きくはないが半導体製造
装置の事業を行っている。また、その製品の
多くが、研究部門が生みの親であることから
も、筆者も半導体産業とはさまざまな関わり
を持たせて頂いている。日本の半導体産業の
王座返り咲きを期待してやまない。

コマツ　常務執行役員
研究本部長　淵上 正朗

巻 頭 言
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王座返り咲きを期待
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SSISストリングスの奏でるヘンデル「見よ、勇者は
還る」の音に乗って、記念すべき半導体シニア協会設
立10周年記念行事が180人を越す参列者のもと1月
31日（木）14：00より神田・一ツ橋 如水会館にお
いて開催された。式次第は①記念式典（進行役：高
橋令幸運営委員）②記念講演（進行役：田中俊行運
営委員）③祝賀会（進行役：秋山信之運営委員）の
順に進められ、19：30盛況裡に終宴を迎えることが
できた。

《記念式典》
会長挨拶 川西 剛　会長

半導体は発明以来 60年が経
ちました。つまり還暦を迎えた
わけです。皆様方の多くも半導
体に従事されて多年の歳月が流
れたここかと思います。半導体
シニア協会も1998年設立以来、
今日で満 10年を迎えました。
半導体シニア協会の理念の一つ
目は、半導体シニア協会は 会員に新しいことへの思
考とチャレンジの場を提供する。二つ目は、半導体
シニア協会は 会員にグローバルな視野を持った研鑽
の場を提供する。三つ目は、半導体シニア協会は 会
員に人間関係と私的交流の場を提供する。そして第
四が、半導体シニア協会は シニアだけではなく半導
体に携わった、そして携わっているすべての人のも
のである。
この理念のもと会員、賛助会員、ご関係すべての
方々のボランティアで熱意と協力のおかげをもって
大変ユニークで有意義な10年間を過ごすことができ
たと自負しています。
今日の10周年記念式典には、ご多忙のなか熊本県
知事 潮谷義子様、衆議院議員 石原伸晃様、首都大学
東京学長 西澤潤一様、経済産業省参事官 星野岳穂
様がお祝に駆け付けていただきました。また、200名
近い方々のご参集を得ることができました。ここで
厚くお礼申しあげます。
これからの半導体シニア協会の10年は次々と育つ
後継者によって引継がれていくものと思われます。
昔の言葉に親から与えられたものは親に返せとありま
すが、我々シニアは社会から与えられたものは社会

10周年記念式典・記念講演・祝賀会　報告
1月31日　14：00～　神田・一ツ橋　如水会館

記念式典 
記念講演 
祝賀会 

年次総会特集号
・巻頭言 淵上 正朗 1頁
・10周年記念式典・記念講演・祝賀会　報告 2頁
・記念講演「Cell Broadband Engineへの20年と、半導体産業・次の10年の展開

―プレイステーションと共に―」 斎藤 光男 7頁
・話題の技術「MEMSの現状と今後の展望（後編）」 江刺 正喜 13頁
・半導体事始「シリコンエピタキシャル装置の開発」 黒河 治重 17頁
・賛助会員紹介シリーズ「㈱つくばセミテクノロジー」 松本 光由 20頁
・総会報告（2007年度活動報告・2008年度活動計画） 21頁

川西 剛　会長

会場風景

SSISストリングス
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に返す。半導体業界から与えられたものは半導体に
返すという心で今後とも研鑽を続けて参りたいと思
っています。これからも変わらざるご協力、ご鞭撻を
お願いしてご挨拶といたします。有難うございました。

活動報告 梅田 治彦　運営委員長

―これまでの10年の総括とこれからの10への抱負―

ご来賓の皆様方、今日は大変
ご多忙な中をお越しいただきま
して誠に有難うございます。半
導体シニア協会が今まで何をや
ってきたか、これからどうしよ
うと考えているのかをご説明申
しあげます。
半導体シニア協会は11年前、
元SEMIジャパン代表の中山蕃様が当時半導体関連
業界を引退された多くの元気な方々の貴重な資質と
人脈を活用し日本の半導体産業界ひいては社会に少
しでも貢献・恩返し活動の出来るグループをつくろ
うという提案をされ、これをうけ1997年6月に河崎
達夫様を委員長、中山様を幹事とし16名の委員に参
画いただき設立準備委員会が設置されました。これ
らの方々の大変なご尽力により翌1998年1月設立総
会を経て、今日の10周年めでたく迎えることができ
る立派な半導体シニア協会に育ってきました。ここ
まで協会を支え、ご尽力いただきました皆様に心か
ら感謝と敬意を捧げる次第で御座います。10周年を
記念して、功労の著しかった方の表彰・感謝状の件
が話題に挙がりましたが、対象になる方が多く、選
定が困難ということで表彰は割愛といたしました。
賛助会員にはご協力・ご支援いただいていることか
ら、感謝状をお出しすることにいたしました。
会員の推移は個人会員が設立時約160名。2007年
末で283名と漸増。途中不況時のあと2002年に一度
会員増強活動を展開し1,000名を目標にしましたが達
成に至らず今後の課題として残っております。
賛助会員の方は設立当時が44社、現在が51社です
が、内容が大きく変化しています。設立当初は大手
半導体メーカーも多く、各会員企業も多額の年会費
を負担していただいており協会の財政も良い状況で
した。2000年後半からの半導体不況の波で業界の再
編、統廃合、退会等による賛助会員数の減少と年会費
の減額で協会の財政状況は一転して苦境に立つこと
になりました。その後徐々に会員数、会費収入とも増
加の努力を続けています。実施してきた諸行事で主

なものは①研修会が特別講演会20回を含み102回、
②ライフプラン懇談会30回、冊子「人の生き方・暮ら
し方」刊行、③海外半導体工場視察・訪問4回、ほ
かに国内先端工場見学会も実施、④機関誌「Encore」
通算54号発行、全巻をホームページに掲載　等です。
これからの10年に向けての基本方針は、会員を積
極的に増やし協会の基盤を強固な団体にしていく活
動が中心となります。このためには会員になること
のメリットを理解していただけるようなサービスの
提供が大切です。そのための5つの基本方針を掲げ、
これに沿って活動を進めてまいります。最も注力し
ていきたいのが会員増強活動と人材情報活動です。
会員増強は協会の活力の面でも財政面でも基盤を支
える柱であり、今回あらためてプロジェクトチーム
を編成し積極的に展開してゆきます。また人材情報
面では、これから増加してくるシニア層について、
リタイアー後に働く機会を求める方、或いはシニア
層の能力を必要とする企業双方が増えてくると思わ
れます。人材ライブラリーや求人・求職情報の整備、
充実を図ることによりこれら新たに増えてくるニー
ズへのサービスの向上を図ってゆきたいと考えてい
ます。もう一つ協会活動が充実し人材紹介等の外向
きの活動が多くなってくると、任意団体のままでは
活動に制約があり法人化の必要性を感じています。
公益法人資格取得の可能性もふくめ検討を開始いた
します。
その為には、従来のボランティアベースの枠内だ
けではなく体制整備も含めこれから10年の半導体シ
ニア協会をますます大きく発展させてまいります。
皆様方のかわらぬご声援とご支持をお願いする次第
でございます。ありがとうございます。

来賓祝辞 石原 伸晃 衆議院議員

1999年の2回目の年次総会に
お招きいただいてお話をした記
憶があります。早いもので、あ
れから9年も経ってしまいまし
た。協会の報告を伺っています
と、厳しい年月をのりこえて10

周年を迎えられたことが判り、
心からお喜び申しあげます。
長くリーディング産業である半導体業界に籍を置
かれた個人の会員の方が、川西会長のリーダーシッ
プのもと、経験と知識を活かして半導体業界の発展
に寄与してこられたことに改めて心から深く敬意を

梅田 治彦　運営委員長

石原伸晃　衆議院議員
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表します。
9年前にここにお招きいただいた時は、デジタル化
をキーワードに半導体産業が新しい局面を迎えてい
た時代で、またハイブリットカーが登場し日本の高
いテクノロジーを使った省エネルギー技術に国民が
改めて関心を持った時代でもありました。
その時に、豊富な経験と知識を持った方々に積極
的に IT関連の事業を起業して欲しいというお話しを
しました。またその頃ベンチャー企業への投資を優
遇する「エンジェル税制」を作りましたが、使い勝
手が悪く、この10年間の実績が伸びませんでした。
親族や友達などが起業に際し寄付をした場合、個人
所得のなかから1千万円を限度に所得控除するとい
う「エンジェル税制改正案」を税制調査会副会長と
して、昨年取りまとめました。これから皆様方の業
界のお役に立てればと考えています。
現在この地球上で最も重要なキーワードは「環境」
の2文字だと思います。本年7月に洞爺湖サミットが
開催されます。ここでの最重要テーマが「環境」で
あることは間違いありません。皆様方の力がおおい
に期待されているのです。経済産業省では「グリー
ン ITプロジェクト」と題し、環境問題を解決する IT

技術の育成に本腰を入れだしました。人類史上これ
ほど深刻な環境問題を引き起こしたのは、産業革命
以来のわれわれのテクノロジー、技術革新でした。
それを解決するのも、また、皆様方のように半導体
という未知なるものを世界に知らしめ、世の中の製
品でなくてはならない物に作り上げた人たちの英知
だと思っています。
今日ここにおられる皆様方の技術と経験をもって
すれば、日本の環境・ IT技術がますます発展を遂げ、
環境先進国として世界をリードしていく国になれる
と、私は考えています。
日本の将来のためまたこれからの子供たちの世代
のために、是非皆様方の力を貸していただくことを
お願いして、会長を中心とした協会のさらなる発展
を祈念して、お祝いに代えさせていただきます。皆
様本当におめでとう御座います。

来賓祝辞 星野 岳穂　経済産業省商務情報政策局

情報通信機器課 参事官

本日は半導体シニア協会10周年という大変おめで
たい区切りの場面にお招きいただきまして、有難う
御座います。ご列席の西澤先生、石原先生、半導体
を支えてきていただいた大先輩方、今現在第一線で

ご活躍の方々の前で甚だ恐縮で
すが、経済産業省を代表してご
挨拶させていただきます。
半導体が誕生してから60年、
世の中の産業を支える中心的な
基盤になりました。コンピュー
ターが1国1台、地域に1台の時
代から30年を経ずして今1人数
台の時代になっています。その
コンピューターの核となるのが半導体です。半導体
技術に日本が関連産業の皆様がどのよう関わって社会
貢献し、国際競争力を維持していくのかが経済産業
省の政策であり、皆様がたへのご支援の考え方です。

1994年ごろから米国で起こったインターネットの
波は急速に世界に広がり、ITバブルを経て情報社会
が大きく変わりつつあります。年賀状も葉書ではな
く、メールで送るようになり、買物もわざわざ遠く
まで足を運ばなくともコンピューターで注文できた
り、文化まで変化してきています。これらの変化は
多くの要因によりますが、半導体技術の不断の進歩
がもたらしたコンピューターの60年間で1億倍以上
もの性能進化によるものです。
半導体などの技術開発のなかで、最近日本はハン
グリーさが足りないと言われますが、いま伸びてい
る中国、インドの若手エンジニアがハングリーだか
ら、一生懸命技術開発に従事しているという感じは
全く受けません。ハングリーだからではなく夢があ
るから、自分の技術で世の中が変わるからだと言っ
ています。彼らの目の輝きは生きていくためよりも、
一人ひとりが世界中の環境を変えようという無限の
ポテンシャルを秘めているからのように思われます。
半導体技術がまだまだポテンシャルのあるなかで、
今一度、高品質で信頼性の高いものを作ることが新
しいニーズだとすれば、日本には今まで以上にチャ
ンスあると確信しています。
日本が「環境」というキーワードを与えられて、

「日本を変えるんだ。世界を変えるんだ。」と夢を持
っている方が相当多いように感じます。これは必ず
や産業の競争力に繋がり、明るい良い時代が来ると
信じております。
経済産業省としても皆様方のこれまでの功績と今
後の活躍をしっかりと受け止めながら、世界に冠た
る半導体産業の構築に微力ですが最大限の努力を払
っていきます。引続きご支援のほど宜しくおねがい
します。本日は10周年記念おめでとうございました。

星野 岳穂　経済産業省
商務情報政策局

情報通信機器課　参事官
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来賓祝辞 西澤 潤一　首都大学東京 学長

私はまだ引退の意識はないの
ですが80歳になってびっくりし
ました。そこで体調を崩し、手
術をして昨年は「あと何年生き
るかな」という生活でしたが、
今年に入り体の調子が戻りもう
しばらくは出来ると思っていま
す。
今注目しているのは、炭酸ガ
ス問題です。私が東北大学にいた頃、山本先生と南
極の氷の炭酸ガス定量分析をしました。横軸に西暦
年、縦軸に炭酸ガス密度をとりプロットすると何年
前の氷かがわかるそうです。これから類推して南極
の炭酸ガスが2200年に4％になる話を『中央公論』
（石川副編集長からの依頼）に載せました。変なこと
をいってとんでもないことになっては困ると身構え
ましたが、地球の将来を憂い、人間として必死に子
供たちを守ろうとすることが私の責任だと思ってい
ます。
この話に関連して、石油を使わなくなったら何を
使えばいいのかということで、OPEC総会で話したこ
とがあります。私は水力発電に目を付け半導体を使
った直流送電を提案しました。この提案に反応した
のが米国GEの研究所で、今も研究は続いているよ
うです。
ロシアの「原子力の父」という人の話を聞きまし
たが、地下の原爆実験後暫くはその周辺で大きな地
震がないそうです。また、プリンストン大学の真鍋
先生によりますと、地下のメタンガスが充満して噴
出してくる可能性があるというのです。それは50年
説で既に10年以上経過しており、残り35年ほどにな
りますが噴出が始まってからでは止められないので、
予想して手を打っておかなければいけません。何と
か人類を助けなければいけないと思っています。
もうひとつ、「テラヘルツ波を出す」というのが私
の通信屋としての夢です。八木先生は「通信屋とい
うのはいつでも、どこでも、だれとでも話が出来る
ようにするのが理想である。新しい範囲を開拓して、
やがて光の領域まで到達することを考えなければな
らない」と言い残されています。これが私の研究者
としての一つのスピリットになっています。その後
これに挑戦し、2ヘルツからウルトラバイオレットの
手前のところまでの範囲の周波数を出すことに成功
し、一応の集大成をみました。集中してやればどん

なことでもやれるのではないかというのが、私の気
持ちです。
現在は「考えることを知らない大人」がいっぱい
いると思います。野中広務さんがこの間、「今の日本
人は、自分のものというのが無いんだ」と言ってお
られました。「もの」とは「信念」のことで「行き当
たりばったりではだめだ」ということだと思います。
以上で終わります。

感謝状贈呈

SSISストリングスの奏するBGMにのせ、以下の5団
体に川西会長から感謝状が贈られた（順不同）。
・㈱フジキン 殿
・東芝グループ 殿
・三洋半導体㈱ 殿
・㈱小松製作所 殿
・熊本県 殿

西澤 潤一
首都大学東京　学長

㈱フジキン 殿

東芝グループ 殿
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謝辞とご挨拶 潮谷 義子　熊本県知事

本日は半導体シニア協会創立10周年の歩みが遂げ
られたことを、心からお慶び申しあげます。この式
典で選ばれて感謝状が贈られましたことは無上の喜
びです。
この10年、川西会長のリーダーシップのもとで

すばらしい歩みが続けられてきたと思います。私が

副知事になるまでの生活の中で
は半導体との出合いはありませ
んでしたが、半導体と出合った
とき、そこには限りない夢があ
るということを実感しました。
今、ICチップは私たちの生活の
中に限りなく広がっていってい
ますし、そのことが社会に参画
するときの大きな観点にもなっ
てきています。
先ほどのご来賓の言葉を通しながらも、魅力を覚
える半導体の世界が広がっていることに、私たちは
改めて実感を深くするところです。そして、シニア
の皆様が培われた知力、見識さらには将来に懸ける
温かい思いが、技術として、理論として大きく社会
に貢献されていることをしっかりと受け止めたとこ
ろです。
今、熊本県の中では、半導体関連産業が約150社
集積しています。前工程、後工程を含めて装置・素
材等々のフルセットの中で、熊本県はしっかりとし
た歩みを続けています。その背景の中には、今日こ
こにおいでの皆様方のお力添えがたくさんありまし
た。今後とも熊本県は「水」、「自然」、「生活環境」
さらには「人材環境」のすばらしさを大きなポテン
シャルとして、半導体の世界の集積をもっと図って
いきたいと考えています。
一つだけ皆様方にご紹介をいたします。半導体産
業を通して、ユニバシアード、高校生を含めた若い
方々に、文系・理系を問わず、アメリカ、シンガポ
ールについで日本の中では始めて熊本県で半導体の
世界のすばらしさを子供たちの世界に伝える機会を
頂戴したことに、私どもは本当に感謝しました。
今後とも若い世代に広がっていくこと、人材が育
成されていくこと、興味が深まっていくことが今後
の半導体産業を豊かにしてくれるものと、私は確信
しています。シニア協会の皆様方が培われたすばら
しい賜物を若人のために豊かに残していただきます
よう、さらにこの協会の大いなる発展が遂げられて
いくことを心から願い、そして感謝状を賜りました
ことに深く御礼を申しあげて、私の感謝の挨拶とい
たします。ありがとうございました。

熊本県 殿

㈱小松製作所 殿

潮谷 義子
熊本県知事

三洋半導体㈱ 殿
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Cell Broadband Engine（CBE）の
目指したもの

本日は、Cell（Cell Broadband Engine）について、
開発経過、これからの展開などについて述べてみたい。

CellはSCE（SONY）、IBM、東芝の三社で、開発
期間5年、ピーク時400人以上のエンジニアをかけて
開発したプロセッサである。Cellの構想は、2000年
頃、これからあるべき機能としてのブロードバンド
を前提としたプロセッサアーキテクチャはどうある
べきかを検討したことから始まった。Cellの目指した
もので最初に実現したのがご存知のプレイステーシ
ョン3であるが、このCellの流れを汲むプロセッサ
を、デジタル家電、サーバコンピュータ、エンター
テイメントの様々な用途に展開しようとしている。

CBEにいたる長い道
話は1986年にアメリカ留学から帰った2人の技術
者（私と大橋正秀氏（故人））の会社食堂での出会
いから始まった。何か面白いテーマはないかという
話になり、3次元グラフィックスのチップを作ったら
面白いのではということになった。たまたま、電力
システム用のグラフィックディスプレイを開発した
いという話があり、これ幸いとこの企画を計算機部
門に売り込み、6人のプロジェクトとしてスタートし
た。当時はまだ人々のグラフィックLSIへの認識は低
く、平面上のトランジスタに代わって3次元的にトラ
ンジスタをつくるものと思われるような優雅な時代
であった。こうして 2年かけて出来たのが G S P

（Gouraud Shading Processor）で、1988年に大橋氏が
ISSCCに発表し注目を集めた。米国の新興パソコン
会社からPC用の3次元グラフィックスチップを開発
して欲しいとの依頼も有ったが実らず、PC用のボー
ドまで作って売り出した会社もいくつかあったが、
すべてうまく行かなかった。
その大きな理由は、有効なアプリケーションがな
かったことであった。当時、ワークステーションで
は、3次元アプリケーションはそれなりにあったが、

狙いとしたPCではCPUの能力もメモリのサイズも不
足していた。まだDOSの時代であった。
・売れない、売れるまでがんばる、そして出会い

1988年から約5年間、デモ機を抱え各社にプロモ
ーションしたが大した成果もなく月日は経過したが、
SONYを訪問した際、久夛良木氏に紹介され、3次元
グラフィックスのゲーム機（初代プレイステーション）
へと話がつながった。開発を引受けた時には、「200万
台売ってみせる」と言われ、話半分としてもでかい話
だと思ったが、結果は、生涯売上げ1億台を越える
大ヒットとなった。
・プレイステーションは成功したが

発売後暫くして成功が見えてきた頃、次はどうし
ようかと内部議論を始め、グラフィックスに関して、
SCE関係者と議論を散々行った。もともとハードウ
エアでは赤字でもソフトウェアで儲けるビジネスモ
デルだったが、実際には半導体の値下がりによって
もっとHWに金がかけられたこと、3次元グラフィッ
クスには性能的には不満があったこと、ゲーム機の
性格から数年間は陳腐化しないこと、次は画期的な
性能のグラフィックスを用意したい等々、様々な検
討を行った。結局、当時実用化し始めた混載DRAM

を使うことで画期的な性能が実現できるという提案
がまとまった。また、グラフィックスを駆動するプ
ロセッサもこれに見合った性能が必要であり、専用
のものを開発する事になった。

Cell Broadband Engineへの20年と、
半導体産業・次の10年の展開
―プレイステーションと共に―

斎藤光男（㈱東芝セミコンダクター社首席技監）

講演会場風景
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初代プレイステーション用プロセッサは米国社製
であったが、この次はプロセッサもやりたいという
ことで、高速浮動小数点ジオメトリエンジンを積む
というアイデアで、共同で技術検討が始まり、超高
速グラフィックスをサポートする専用プロセッサの
発想になった。
・Emotion Engineは

次第にアイデアが固まってきた1996年、フライング
で、東芝アメリカのシリコンバレーのオフィスでプロ
セッサのコア部の開発を始めたが、翌年（1997年）、
正式に開発契約が結ばれ、人間の感情も表現できる
プロセッサと言う意味で久夛良木さんが、Emotion

Engineと名付けた。それと共に開発スケジュールが
明確化されたが、通常の新規開発のご多分に漏れず、
大きな開発の遅れが発生し頭を悩ませた。リソース
を追加したり、目標の再設定（仕様の緩和）をした
りして、1998年10月にサンプルを提出することがで
き、何とか大晦日にソフト開発可能なレベルの修正
版を提出することができたが、SONYエンジニアに
は正月からの仕事をお願いする事になった。
翌年（1999年）2月 ISSCCで発表し、さらにプレイ
ステーションミーティングでPS2の技術が公開される
と、世界的な大反響となり成功を確信した。商品化
版の開発はスムーズに行き、予定通り3月に完成す
ることができた。この間に歩留りが悪い原因もかな
りクリアになり、対策を設計に盛り込むことにより、
量産は当初からかなり良い歩留りで順調に進めるこ
とができた。

・Emotion Engineの開発からわかったこと

新規開発は遅れることを前提にするしかないとい
うことである。なぜ遅れるのか、ひとつは、エンジ
ニアは優秀であればあるほど問題を過小評価するこ
と。問題点や開発量は、開発が進まないと見えてこ
ないもので、そこまでは楽観的見通しを持つもので

ある。ただし、楽観的なエンジニアでないとそもそ
も開発は出来ない。役に立つのは経験則だが新しい
ものには無力である。
この遅れに対処するには、リソースをいかにすば
やく手当てできるかが鍵であり。共同開発の相手と
良好な関係を保つことも必須要件であった。
・プレイステーション2を超えて

1999年1月頃から次機種の模索を開始した。当初
3社の提携はうまく立ち上がらなかったが、久夛良木
さんの働きかけで、2000年から共同開発の基本合意
ができ、どのようなものを作るかについて議論が始
まった。喧々諤々の議論の末、次世代プロセッサの
基本思想としては、
①単なるゲーム機のエンジンではない
②様々なものに組み込んで使えるようにするには、
スケーラブルでなければいけない
③ゲームや、ネットワーク上では、これまでのプロ
セッサのようなベストエフォート型ではなく、リ
アルタイム処理が基本になる
④メリットがあれば新規アーキテクチャは許容される
ということになり、PowerPCをコントローラとして、
SPUを8個積んだCell Broadband Engine（CBE）の
原型のアイデアが固まっていった。

・Cell Broadband Engine（CBE）開発プロジェクト

こうして基本的な構想が合意され、2001年に開発
が始まった。ベースの開発拠点は IBMのAustinキャ
ンパスに決めたが、早い立ち上がりと、優秀なエン
ジニアが集めやすいことを考慮してのことであった。
とはいえ、これだけの大プロジェクト（ピーク時400人
以上数年間）になるとやはり単一の拠点で開発する
のは無理で、どうしても複数拠点になってしまった。
Emotion Engineの場合も複数拠点で、マネージメン
トには苦労したが、今回はアメリカ国内の複数拠点
が主であり、ネットワークインフラがまったく違う
ほど進歩していたため、それほど大きなトラブルは
起きなかったと思っている。開発チームの構成方針
として、会社毎にチームを分けることはせず、混成
チームとすることにした。最初は多少の非能率はあ
るかもしれないが、一体感を高め、各メンバーが出
来上がった成果を持ち帰る際に支障をきたさないよ
うにと考えてのことであった。開発途中では、リソ
ース不足も生じたが、短時間に優秀なエンジニアを
追加することができ、これがアメリカあるいは IBM

の実力なのかと感心したものである。
2004年4月に最初のチップが完成し、翌年のISSCC

図1 Emotion Engine Die Photo
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で最初の発表を行ったが、世界的に大反響を呼び、
画期的なプロセッサといわれた。

2005年10月CEATECでは魔法の鏡のデモを行った
が、大評判となり多くのテレビ局のニュースで流され
た。そして2006年11月SCEのプレイステーション3

発売へと繋がる。
・Cell Broadband Engine（CBE）の基本構成と結果

CBEは、汎用処理用にPowerPCアーキテクチャの
コアを置き、データ演算処理向けの新アーキテクチャ
Synergistic Processor Element（SPE）を8個組み合わせ
た非対称型プロセッサで、特にメディア系の処理に
重きを置いていた。このSPEは、データ処理に特化
し、簡単な構造で高性能が発揮できるように考えら
れていた。その実効性能は、計画時には、SPE1個の
性能はうまくいっても同じ周波数の既存のCPUと同
等と考えられていたが、実際に測定してみると、数
倍の性能を示す例が数多く示された。そのため、Cell

全体では、数十倍の性能にも達し、われわれの予想を
超えた。この理由は、主として、SPEのメモリ効率
を含む、命令実効効率の高さであった。それを生か
すために、ソフトウエア開発環境を整備し、CPUが
どういう状態かを表示するツールを作り、性能のチ
ューニングが行えるようにした。
この性能の高さはCellは、RISC以来の計算機アー
キテクチャの大変革の可能性があり、研究機関など
にも呼びかけて、新しいプログラミングの方式を研
究していただいており、さまざまな共同研究を行っ
ている。
一方Cellのもう一つの狙いである、やわらかいハ

ードウエアに関しては、オーディオ、ビデオの枠組
みを作ったりして48チャンネルの同時再生などのデ
モを行い普及に努めたが、今一うまくいかなかった。
次はその理由を歴史をひもといて考えてみたい。

半導体産業の進歩の流れとCell World
ここで、半導体進歩の流れと、プロセッサアーキ
テクチャとの関連に触れてみたい。80年代後半は
RISCの登場で、ワークステーションがテクノロジド
ライバになり、それに合わせてASICが急速に伸びた
時代であった。90年代後半からは、パソコンがテク
ノロジードライバになりCISCが復権し統一したCPU

が使われる標準部品の時代になった。現在は、周波
数の向上は頭打ちになり、複数CPUを1チップに収
めるのが主流になってきている。このような流れと、
われわれの開発の歴史を照らしあわせてみると、最
初のグラフィックスチップは、ASIC技術の賜物であ
り、コストの低減を果たし、ゲーム機を存在可能に
した。次の時代のEmotion Engineは、パソコンと並
ぶ、ひとつの標準部品としての作り方がされ、当時
の最高性能を実現している。Cellもその時代の流れ
に沿って、マルチコアプロセッサとして、標準部品
としての時代の最先端を走っている。われわれの開
発の歴史もこのような大きな半導体技術の流れに沿
っている事がわかる。

Cellは、プロセッサとしては従来のプログラムスタイ
ルに大きな変革を要求するために受け入れられるか
という心配があったが、いざ出来上がってみると、当
初考えていた以上に性能が高い事がわかり、スーパー
コンピュータや、サーバーなど広範囲に受け入れられ
ていっている。一方Cellのもうひとつの狙いの、既存
HWをSWで置き換えることが可能になると思ったが、
こちらは消費電力に対する要求がきつく、さらにも
っと性能を要求される事がわかり、これらの要求を満
たすためには、プロセスの進歩が必要で、これを実現
するにはもう少し時間がかかる事もわかってきた。
そこでCellを何とかAVアプリケーションに使おう

として考えたのがSpursEngine™である。これは、エ
ンコーダ／デコーダなどの重くてしかも定型的な処図2 Cell BEの基本構成

講演情景
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理はHWにまかせ、高度な画像処理のみをプロセッ
サに任せることにより、AV能力の強化と低消費電力
化を同時に進めたものである。これをCEATEC2007

で発表したところ大きな注目を集めた。我々は、今
後しばらく、ハードウェアとこのプロセッサの組み
合わせが、続くものと考えている。
つまり、このことは本当のSoCの時代の到来を物
語っている。テクノロジードライバーが、いよいよ
SoCに移ってくる。従来のSoCはハード中心の比較
的ローエンド狙いが多かったが、今後は、ソフトで
は性能が足りない、CPUの性能を補うSoCという形
になっていくと思われる。
・ソフトウェアの時代とCell World

次の時代の波はいつ来るのか？　消費電力や、コ
ストの問題で当分SoCの時代が続くが、半導体プロ
セスの複雑化による開発費用増大、画像圧縮プロト
コルの種類増加などで、次第にハードウェアでは苦
しくなって来るのも明らかで、ソフトウェアの時代
になって行くものと思われる。逆にそういう時代に
なると、あたかもHWをネットワークを通して送る、
あるいは、ネットワークを通じて機能をさまざまな
機器間で分担するというような新しい応用分野も期
待される。この時代になってはじめて、本当の意味
でのブロードバンドを介した新しいアプリケーショ
ンの世界、Cell Worldが来ると考えている。

今後の半導体産業の流れ
今まで述べてきたように、われわれも大きな半導
体技術の流れの中にそって、開発を続けてきた事が
わかる。SupursEngineなども、計画時にそう考えた
わけではないが、ソフトウエア時代への橋渡しをす
るSoCと考えると、つじつまが合う。それをベース
に半導体産業の今後について考えると、結局平凡で
はあるが、今後注力すべき分野は、やはりSoCだと

思われる。現状のSoCはまだまだテクノロジードラ
イバになっていないが、汎用プロセッサの周波数向
上も難しくなり、マルチコア化に向かっており、あ
る意味でプロセッサのSoC化と考えることもできる。
これはSoCがテクノロジードライバになる予兆であ
ると思われる。このような時代の半導体産業として
は、半導体だけの IDMであるより、さらにセット側
と半導体設計が融合している所が時代を引っ張って
いくようになると思う。

SoCの問題点は、セットごとに開発する必要があ
るにもかかわらず、開発費用が莫大なものとなり、
セット各々に合わせたSoC開発が困難になっている
ことである。それを緩和するためのSoCのシリーズ
化、プラットフォーム化を達成でき、十分なマーケ
ットを持てる所が生き残っていく。単体のSoCが大
量に売れて儲かるという時代ではない。本当の少量
生産の領域では、リコンフィギャラブル構成やFPGA

が使われざるを得ないが、主流にはならないと思う。
やはり、これから時代が進むと、長い経験を持ち、
さまざまなメリットが期待できるソフトウェアの時代
がくると思う。ソフトウェアで色々なアプリケーシ
ョンができる、僕らがCellで夢見た時代がくると思
われる。そこでは、ソフトウエアの意味が、より重
くなっていくために、開発費削減のためのソフトウ
ェアの標準化が非常に重要になってくる。半導体サ
イドとしては、もともと能率の悪いソフトウエアソ
リューションでも十分なコストパフォーマンスの得
られるようなハードウェアの高性能化が必要である。
特に、低消費電力化開発を続ける事が重要な意味を
持ってくると思っている。
システムLSIの将来と言う立場から見て、幾つか
述べてみたが、今後 10年間はセット側と協力して
SoCで勝ち抜き、さらに性能の要求されるその次の
ソフトウエアの時代に備える必要があると考えている。

図3 Cell Worldの世界

質疑
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《祝賀会》
会場をオリオンルームに移し17：40より160名の
参加をえて、吉田副会長の開会挨拶、飯塚JASVA会
長の乾杯のご発声に続きSSISストリングスによるヴ
ィヴァルディの四季より「春」の調べで華やかに開宴。
19：30金原諮問委員の挨拶で終宴となった。
開宴挨拶

吉田 庄一郎 副会長

お寒い中、かつお忙しい中10

周年記記念行事にご来駕いただ
きまして有難う御座います。今
日、ご参会の皆様の熱意と温か
いご支援できたるべき 10年も
協会は発展していけると確信し
ています。どうかよろしく御願
いいたします。
乾杯のご発声

飯塚 哲哉　JASVA会長

10周年おめでとう御座いま
す。ベンチャー企業を育てる目
的の「エンジェル税制」があり
ますが、大幅に見直されて、本
年度から［起業］への寄付に対
し1千万を限度に免税措置がと
られることになります。シニア
協会の皆様もこの制度を利用し、私財を有効に活用
していただき、若い起業家を支援・育成し、日本半
導体を元気付けてください。乾杯！！
来賓挨拶

潮谷 義子　熊本県知事

今日は感謝状を戴きました
が、企業誘致等を通して熊本県
は半導体には大変お世話にな
り、私どもから感謝の念を差し
上げなければと感じた次第で
す。協会のますますのご発展を
お祈りします。
来賓挨拶

平林 庄司　諮問委員

三菱電機で重電部門の研究
畑が長かったのですが、1989年
半導体事業を担当するようにな
り世界が大きく広がりました。
30年を越す重電時代より10数
年間の半導体時代のほうが夢の

ある実り多いものだったような気がしています。
来賓挨拶

西村 肇　元東京大学教授

最近私はあるところに、シニ
アの一番得意とするところは時
間を自由に使えることだ、と書
きました。若い研究者が近頃、
時間感覚でなく金銭感覚だけで
忙しく動き回っていることが気
になります。バレーボールでい
うと守備範囲の球にしか手を出さないということで
す。シニアの方々はこういうことに気をくばり助け
てあげることです。
来賓挨拶

田端 輝夫　三洋半導体㈱

代表取締役社長

4年前の大地震以来苦戦中で
す。当社に限らず日本の半導体
各社苦戦をしいられています。
もっと大同団結し、世界の中で
復権していけるようシニア協会
にも力添えを御願いいたします。
閉会挨拶

金原 和夫　諮問委員

今日の10周年行事は盛大でした。西澤先生の若さ
とお元気な姿勢は見習いたいものです。潮谷知事の
「半導体には夢がある」のご挨拶にはあらためて目が
覚めた思いです。斎藤さんの特別講演は大変難解で
した。会員の皆様これからもすべての誘いに応じる
よう健康でがんばって行きましょう。

吉田 庄一郎
副会長

飯塚 哲哉
JASVA会長

潮谷 義子
熊本県知事

平林 庄司
諮問委員

西村 肇
元東京大学教授

田端 輝夫
三洋半導体㈱
代表取締役社長

金原 和夫　諮問委員
―一本締め―
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《祝賀会風景と新設SSIS協会旗》
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（前号からの続き）

5．MEMSを用いた描画装置
ビデオディスプレイ装置に用いられているDMD

（Digital Micromirror Device）と同様に、配列した多数
の鏡が動くSLM（Space Light Modulator：光空間変調
器）をMEMSで製作することができる。これを用い
た図7のようなLSIマスク製造用の光学式マスクレス
描画装置が、スウェーデンのMicronic Laser Systems

ABで製品化されている 1）。波長248nmのKrFエキシ
マレーザを使用し、200nm以下の線幅で256×256の
パターンを毎秒千フラッシュで高速に描画できる。
鏡は160µm角で1/160の縮小レンズで投影している。
このSLMはドイツのドレスデンにあるフラウンフォ
ファ研究所で製作されており、極めて付加価値の高
いMEMSデバイスと言える。線幅の調節のために鏡
の傾きをアナログ的に制御している。この可動鏡は
Alで作られているがその制御性を改善する必要があ
り、ばねとして優れた機械特性を持つ単結晶シリコ
ンを可動鏡に用いる方向で研究が行われている。こ
のため前報の最後に説明したような、SOIウェハを
CMOS回路ウェハに低温でプラズマ活性化接合する
製作法が、ドレスデンにあるフラウンフォファ研究
所で開発されている2）。この他、図6で説明したSiGe

を用い、CMOS回路ウェハの上に可動鏡を形成する
研究がベルギーの IMECで行われている 3）。

LSIを製造する際のフォトマスクの価格は微細化と
共に大幅に増大し、65nmレベルでは2億円以上にな
っている。マスク代を節約して採算が合った形で多
品種少量のLSIを生産することや、短期間で開発で
きるようにすることのため電子ビームを用いた直接
描画が期待されているが、そのスループットは格段

題 の 技
 術

 

話
 

MEMSの現状と今後の展望（後編）
江刺 正喜（東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授）

16μm

データ 

レンズ 

レンズ 

エキシマレーザ 
（波長248nm） 

アパーチャ 

SLM 
（光空間変調器） 

図7 MEMS空間光変調器（SLM）を使用したレーザ描画装置と
SLMの拡大写真

図8 超並列電子ビーム描画装置（オランダMapper社）

（a）集束レンズ付電子源の構造と、配列したものの写真 

引き出し電極 レンズ電極 カーボンナノチューブ/Si

パイレックスガラス 貫通配線 

Si

（b）Si突端へ選択成長したカーボンナノチューブ電子源 

Niスバッタ 

（NiのSiへの拡散） 

熱処理 カーボンナノチューブ　成長 

Si

Ni
Ni

図9 超並列電子ビーム描画装置を目的としたカーボンナノチュー
ブ電子源
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に大きくないと実用的ではない。そのため超並列
（Massive parallel）電子ビームによる直接描画装置の
開発が行われている。
図8にはオランダのMapper 社で開発されている装
置の概念図を示している 4）。45nmのパターンを
10,000本の超並列電子ビームで高速に描画するもの
である。それぞれのビームのブランキングや偏向の
制御には、空間的に制御信号を光で伝える光インタ
ーコネクションが用いられている。
高スループットのマスクレス電子ビーム描画装置
を目指して、電子源と収束レンズを多数並べたマル
チ鏡筒並列電子ビーム描画装置を開発している 5）。
図9（a）のように単純な静電レンズで電子を集束させ
るため、カーボンナノチューブ（CNT）による微細電
子源に、引き出し電極や収束用レンズ電極を自己整
合的に形成した 6）。この電子源は図9（b）のようにし
て、シリコン突端部にカーボンナノチューブを選択
的に成長させている。

6．MEMSを用いた検査装置
LSIの検査などにもMEMSが使われている。図10

はアドバンテスト㈱で最新の高速LSIテスタに使われ
ているMEMSスイッチである 7）。梁に通電して加熱
すると熱膨張で曲がり、接点を導通させる。ウェハ
状態で接合してあるため、接点表面が清浄に保たれ
信頼性が高い。小形で20GHzまでの高い周波数の信
号を制御できるだけでなく、トランジスタスイッチ
の場合と比較して静電気などで破壊され難い。
集積回路チップのテストをウェハ状態で行う場合、
プローブカードで多数のプローブを端子に接触させ
る。最新のプローブカードにはMEMS技術が用いら
れている。最近はチップを容器（パッケージ）に入
れずにそのまま基板に取り付けたり、チップどうし
を重ねて使用したりする場合が多いため、信頼性も
含めた試験として温度を上げてウェハ状態で行う、

ウェハレベルバーンインが必要とされている。この
場合に温度を上げたときに位置がずれないようにす
るには、プローブカードの基板がシリコンウェハと
同じ熱膨張係数を持っていなければならない。図11

には、このウェハレベルバーンイン用のプローブカ
ードの製作工程と写真を示している 8）。エッチング
したシリコン基板を鋳型にして、めっきで形成した
ニッケルプローブをセラミック基板に一括ではんだ
付けし、シリコンをエッチングで除去して作られて
いる。セラミック基板には、シリコンと熱膨張を合
わせたLTCC（Low Temperature Co-fired Ceramic）が
用いられている9）。このLTCCでは焼成前に穴あけし
て銀ペーストを入れ、貫通配線を形成することがで
き、またシリコンと陽極接合して封止した構造を製
作することも可能である。

7．特長あるMEMS
（高付加価値、小形、使い捨て）

静電容量で重りの位置や傾きを検出し、電圧を印
加して静電引力を発生させて重りを浮上させた状態
に保つ、静電浮上して高速で回転するジャイロがト
キメック㈱で実現されている10）。図12のような構造
で、厚さ50µm、直径1.5mmのシリコンリングのロー

金属 

貫通配線 信号配線 マイクロヒータ 

ガラス 

スプリング接点 

スプリング接点（Au） 

スプリング接点 
（Au/Pt/Ti） 

SiO2 Al

Si
Si

図10 熱型アクチュエータを用いたMEMSスイッチ（左）とLSIテスタに使われているもの（右）

Ti

Ni

Cr/Pt/Au

Si
LTCC

AuSnはんだ 電気接続 

フォトレジスト 

図11 熱膨張をSiと合わせた貫通配線付LTCCを用いた、ウェハ
レベルバーンイン用MEMSプローブカード
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タをパイレックスガラスで挟み、上下1.5µm横5µm

の間隔で、高速ディジタル制御により容量検出と静
電引力で静電浮上させ、静電引力でロータを毎分7

万4千回転させている（チップ4.3mm角）。この製作
では、SOI（Silicon On Insulator）のシリコンウェハを
ガラスに陽極接合した後、シリコン基板をエッチン
グして厚さ50µmのシリコン層を残し、それをDeep

RIEで垂直に加工する。そして、最後に上のガラス
を陽極接合する。駆動電圧は15V以下であり、浮上
させているため摩擦や磨耗などの問題は無く信頼性
も高い。回転軸に垂直な2軸まわりの回転と同時に3

方向の加速度成分が検出できる。ジャイロや加速度
センサとして、それぞれ0.05deg/sと0.7mGの高い精
度を持ち、運動制御だけでなくナビゲーションなど
にも使用できる。
カテーテルや内視鏡のような低侵襲での検査や治
療には小形で高機能なこと、また使い捨ての目的で
は安価であることが要求される。図13は直径125µm

の極細光ファイバ血圧センサである。血圧によって
光ファイバ先端に取り付けたダイアフラムが変形す
るのを、光干渉スペクトルの変化で検出するもので
ある 11）。圧力によって干渉スペクトルが波長方向に
移動することから圧力を知るため、光ファイバが曲
がって光強度が変化しても影響を受けない。ダイア
フラムはシリコン基板上に製作し、ダイアフラム部
のシリコンを円柱状に反応性イオンエッチングで加

工する。これをガラス管に挿入して光ファイバ先端
に貼り付け、最後にシリコンをエッチングして製作
した。直径10cmのシリコンウェハ1枚に10万個作る
ことができ組立も容易なため、安く製造できて使い
捨ても可能である。

8．おわりに
集積回路のウェハプロセスやパッケージング・テ
ストは標準化・共通化されており分業できるのに対
して、MEMSでは設計、ウェハプロセス、およびパ
ッケージング・テストが相互に関係し合う。具体的
にはエッチングプロセスの知識が無いと構造設計が
できず、またダイシングやパッケージングで壊れな
いようにMEMS部分を保護する構造をウェハプロセ
ス段階で作る必要がある。集積回路の場合は標準化
した装置を使うのに対し、MEMSでは専用の装置も
必要になる。
図14には、集積回路とMEMSの違いを比較してあ
る。集積回路の場合には回路設計によって機能を実
現するのに対し、MEMSでは機械・電気・光・材料
などの様々な知識を融合する。前者では要素の数が
膨大で複雑なのに対し、後者では多様な知識が要る
点で複雑である。集積回路ではウェハ状態でプロー
ビングテストができるが、MEMSでは機械的に動か

ロータ 

1.5 nm

（a）構造 

100 mm

チップ　4.3mm角 

（b）慣性計測システム 

図12 静電浮上回転ジャイロ

125μm

（a）写真 

（b）製作法 

ポリイミド 

光ファイバ 

Siエッチング 

深いRIE

金属線 

加熱 

Al

Si

SiO2

図13 極細光ファイバ血圧センサ
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したりすることもあるため、パッケージング後にし
かテストできない場合が多い。なおMEMS内部に静
電アクチュエータなどを組み込み、電気的に自己診
断できるようにする場合もある。集積回路では集中
的な生産施設で巨額の設備開発投資を行い、量産効
果を活かし短期で投資を回収しながら再生産を続け
ているが、各社が一斉に設備投資し過剰設備になる
いわゆるシリコンサイクルがあり、しかも製品の寿
命は短い。これに対してMEMSは品種ごとに設計・
製造・パッケージング・テストが異なり多様な知識
が必要で、品種ごとに開発する必要がある。また少
量であるためフォトファブリケーションの量産効果
が活かせないが、付加価値は高く製品寿命は長いた
め長期で投資を回収することになる。毎年13%程の
割合で成長し続けており、またMEMSは知識集約で
技術流出もし難い。
図15にはMEMSにおける開発と製造や、量産と多
品種少量の関係を示す。MEMSはシステムの鍵を握
る部品として使われる場合から、使い捨ての場合ま
で多様である。またMEMSマイクロフォンや時間・
周波数源のMEMS共振器のように、LSI工場で大量
に生産されるものも増えている。集積回路は微細化
による性能向上だけでなく、多様化による高付加価
値の方向が重要であり、高付加価値システムLSIと
して集積化MEMSへの期待は大きい12）, 13）。しかしそ
の開発は容易でないため、複数の企業と大学で乗り
合いによりCMOSウェハを製作しそれにMEMSを形
成することや、異なるMEMS関係企業の間で受け渡
しを行いウェハを処理するようなコラボレーション
の試みもある 14）。少量の場合には開発できても、製
造する場合に採算が合わないことが多い。研究開発
や生産の設備を共用し、利用効率を上げることが重
要である。また多様な知識を組み合わせて多様な

MEMSデバイスを効率よく開発するには、知識への
アクセスが問題となる。知識の集積には時間がかか
るため継続していくことが重要であり、また過去か
らの流れや、どこまで進んでいてどこに問題がある
かといった情報が正しく伝わるようにするオープン
コラボレーションが大切と言える。
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図14 集積回路とMEMSの違い
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1．半導体製造装置の国産化の草分け 1）

国際電気株式会社（現 株式会社日立国際電気）が
半導体製造装置ビジネスへ進出しようとした背景は、
以下のとおりである。
当社は昭和24年（1949年）の創立以来、電気通信
機器とともに高周波応用機器の製造販売を事業目的
に掲げ、特に高周波応用機器においては、国内にお
いてパイオニア的な存在であった。そして昭和26年
から高周波の誘導加熱の応用機器が開発された。昭
和30年には国内大手電機企業が一斉にゲルマニウム
トランジスタの生産を開始した。続いてシリコント
ランジスタの生産も行われた。このころ既に高周波
誘導加熱装置、磁気増幅器使用装置（磁気変調式精
密温度調節器）を開発していた当社は、両装置応用
の事業展開のために昭和32年には物を加熱すると言
うことをゲルマニウム単結晶製作に適応した。そし
てゲルマニウム単結晶引き上げ装置を製作し、通商
産業省工業技術院電気試験所（現 電子総合研究所）
へ納入したことを契機に半導体製造装置事業へと発
展した。並行して昭和37年にエピタキシャル成長装
置、昭和38年に拡散炉を開発し昭和42年にはフォト
リソグラフィー、組み立ておよび測定の工程に対して
の装置をも商品戦列に加えて発売した。当時の半導
体装置国産化事業の提唱者でかつリーダーは初代電
子機械事業部長の平野宰次取締役で半導体製造装置
国産化の草分け的人物であった（現在92歳）。

2．当時のエピタキシャル成長技術とは 2）

昭和23年にトランジスタが発明されて以来、点接
触型から、メサ型へと変遷してきた時、エピタキシャ
ル成長法が適用された。これがプレーナ型になって
から、さらにトランジスタ材料がシリコンに定着し、
ダイオード、トランジスタ、ICはシリコンバイポーラ
デバイスとしてエピタキシャル技術に支えられた。
言葉の意味は、Pashlyが昭和 31年の結晶報告書に
「EPITAXY」と呼んだのが始まりである。すなわち単
結晶の基板上に熱化学反応を利用して単結晶を気相

から成長させるとき、基板結晶の構造が単結晶膜の
方位と構造を決定するわけである。シリコンエピタキ
シャル成長は昭和34年ベル研究所のTHeverenがSiCl4

の水素還元法で試みたのが最初である。SiH4の熱分
解法はこれより遅れて昭和38年にRCAのLangによ
って発表された。その後SiHCl3の水素還元法につい
てもSteinらに、より低温で成長速度の大きいSiH2Cl2

を用いる方法がBenzingによって試みられた。これら
の方法はそれぞれ利点、欠点がある。国際電気はこ
れらの原料ソースに最適な反応室を持つ、エピタキ
シャル成長装置開発に取り組んだのである。

3．装置開発研究：試行錯誤の時代
平野氏等のリードのもとに昭和36年からシリコン

エピタキシャル成長技術の研究を開始し、直径25 mm

または30 mmのSiウエハが1枚だけ装填できる縦型
式装置 R-461（図1）を昭和37年に開発した。この装
置の基本的な反応室内部構成は円筒状の石英反応管
とその中にシリコンウエハを乗せるウエハペデスタ
ル（支持台）に高純度シリコン単結晶を切り出し使っ
た。そして石英反応管の外部に高周波誘導加熱用の
水冷式銅パイプをコイル状に巻いてある。これに高
周波誘導加熱用発振機から高周波電流を給電してペ
デスタルを1200℃程度に加熱する。当時の原料は取
り扱いの容易なSiCl4（4塩化珪素）が主に使用され
た。反応管内で1140度に加熱された鏡面状シリコン
単結晶ウエハの表面に原料ガスを供給し、SiCl4＋
2H2→Si＋4HClの化学反応式に基づき、数10ミクロ
ン程度のSi単結晶の薄膜を成長させる。反応管から
の排気ガスは排気ダクトにつなげ、室外に安全に
排出処理された。
1）使用部材の純度が得られず単結晶膜ができない苦労

開発当初から装置は完成しても、なかなか単結晶
が思うようにできず、眼で見て分かるほどSi表面が
曇り状（ヘイズ）になり結晶欠陥も多く、表面に部分
的に単結晶膜が得られたという程度のものであった。
その後、改善に四苦八苦の試行錯誤が続いた。良質

黒河 治重（元 国際電気㈱ 常務取締役、
元 ㈱日立国際電気 執行役常務）

ことはじめ 

半 導 体 

シリコンエピタキシャル装置の開発
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の単結晶膜と言えるようになったのは、装置を納入
した国内の大学、官公庁の研究機関や大手デバイス
メーカーの研究所などの研究者達のアドバイスを受
けながら、また部品材料メーカーの協力を得ること
が出来たからである。主原因は、すべての使用する
原料や、キャリアガス、反応管、ペデスタル材など
がエピタキシャル単結晶膜を成長させるに十分な純
度が、当時、安定して得られ難いことであった。
2）生産用装置へのスタート

この頃、米国の装置メーカの誕生に刺激され、国内
デバイスメーカーからの要望は、膜厚、抵抗率の均
一性と生産性であった。装置構造は、横型炉（米国
ヒューグル社）、パンケーキ型の回転サセプタ付縦型
炉（米国AMT社）が提案されていた。当社の縦型は
前述のように各種シリコン原料ガスに適応できる独
自の反応室構造をめざし、反応管構造がシンプルで
容易な横型の製作も試みながら、最終的にはエピタ
キシャル成長の膜厚、抵抗率の均一性が良いと思わ
れる縦型を選択した。昭和38年に25 mmウエハ6枚
が装填できるDC-1200を開発、昭和41年に30 mm

ウエハ12枚、または40 mmウエハ8枚を装填できる
DC-1600を開発した（写真1）。本装置は高周波発振
機、高周波フィーダ切替器（発振機1台で2台のエピ
タキシャル成長炉を交互に使用するため）、制御ユニ
ット、エピタキシャル成長炉、ガス制御装置より構成
されている。
エピタキシャル成長は、SiCl4の水素還元法によって
グラッシーカーボンサセプタの上にウエハを載せて回
転しSiCl4ガスをウエハ面の上部からシャワー方式で
流出する縦型方式で行われた。しかし、このガス供
給方式は、ウエハ表面に微粒子のパーティクルがシ
ャワーノズルから時折落下し、シリコン表面に付着
する欠陥があった。昭和44年に50 mmウエハ10枚が

装填できるDC-2400を開発した。従来反応室は、石英
ベルジャーを使用していたが、安全上ステンレスステ
ィールベルジャーに変更し、腐蝕ガスによるSi表面
への汚染を防ぐためにステンレスベルジャー内部に
石英材でサセプタを覆うように作製した反応室を作り、
Siウエハ加熱源にはSiCコートしたグラファイトサセ
プタを使用した。さらに反応ガスの流出口に工夫を
し、安全の確保と膜質の向上を図った。昭和46年に
50 mmウエハ24枚が装填できるDC-3200を開発した。
3）東北大学半導体研究振興会での完全結晶の作製

昭和48年ごろ、東北大学 西沢教授のもとで、Si

完全結晶の薄膜をエピタキシャル成長にて作製する研
究が行われていた。半導体業界各社から研究者が派
遣されて作製法を学んだり、デバイスの研究など盛
況を極めた。筆者も当時1年間、半導体研究所に派
遣され、静電誘導型トランジスタ、サイリスタデバイ
ス用の高抵抗エピ成長技術と装置の作製を学んだ。
石英ガラスのガス系、石英の反応管、サセプタで高純
度原料（5ナイン）を使えば、10の12乗レベル（100オ
ーム以上）の抵抗率が得られることが分かった。しか
し、安全上、ガラスのガス系は、その後の生産装置開
発では使われなかったが、高純度技術の習得には非
常に有益なことであった。

4．DC-5200縦型エピ装置の誕生
昭和47年頃からSiCl4、SiHCl3、SiH2Cl2、SiH4の反
応原料ガスのいずれでも、エピタキシャル成長がで
きるように試みられた。当時、どこの装置メーカも
Cl系原料ガスは制御できても、モノシラン原料ガス
での熱分解反応を制御でき、膜厚、抵抗率を均一に
できる反応室構造が困難であった。国内で唯一、モ
ノシラン原料ガスを開発、供給していたのは小松電
子金属株式会社であった。筆者等は平野事業部長は

図1 縦型1枚式装置基本構成 写真1 生産用縦型エピ成長装置　DC-1600
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じめ、上司から早期完成の発破をかけられ、図2に
示す構造に工夫改善し、開発に成功することができ
た。特にSiH4原料ガスの熱分解反応を制御できるメ
リットを活かした反応室構造にすることが可能にな
った。すなわち、従来のように単に石英反応室をベ
ルジャー内に作るのではモノシランの副生成物が大
量に石英ベルジャーに付着するため、良いエピ成長
膜ができない。このため、石英のベルジャーを水冷
式外部ステンレスベルジャーに密着できる構造にし
た。当時、薄肉厚の石英ベルジャーの製作は欧州の
石英メーカーしか対応できなかったが、すぐ後に国
産石英メーカーの協力で可能となった。昭和49年頃
から量産装置としての装置品質をあげるために注力
し、特にエピ成長膜の品質、抵抗率の分布の均一性
については、加熱源サセプタからの不純物発生の防
止のためにSiCコーティンググラファイトサセプタの
国産化を推進し、国内メーカーの協力を仰いだ。特
にSiC膜にピンホールが発生しやすく、この対策に数
年を要したが、最終的に満足するものが入手できた。
パンケーキ型サセプタをむらなく回転させるための
回転軸の安定信頼性にも数多くの試行錯誤があり、
自社開発で独自の回転軸を製作することができた。
昭和52年には、ついに集大成としてのDC-5200を開
発した（写真2）。この装置性能ではサセプタ435 mm、
直径3インチ20枚、5インチ5枚が可能で、すべての
原料ガスでのエピタキシャル成長膜が保証できるよう
になった。高周波誘導加熱は、100 kW 5～10kHzで、
これも従来の発振管方式からインバータ方式に変え、
コンパクトな床面積で、精密自動温度制御装置との
組合せで安定した加熱源となった。そしてこの装置
は、幸いにも、NTT超LSI開発プロジェクト（昭和50年
スタート）、旧通産省肝煎りによる超LSI技術研究組

合（昭和51～55年）にも採用され、注目された。更に
は、当時のエピ成長の技術的重要課題であった膜厚、
比抵抗分布の均一性向上、結晶欠陥（SWIRL、微小
欠陥）の制御、高濃度基板上のエピ層、オートドーピ
ングの抑制と急峻な濃度プロファイルの実現、高比
抵抗、薄いエピ層の完成、パターンシフトの制御な
どが解決された。これにより、DC-5200は量産装置
として重要な課題である①Si原料、キャリアとして
の水素ガス、ドーピングガスの高純度化と安全性の
取り扱いと処理、②装置駆動部品（回転軸、昇降機
構、高周波電流切換器など）の信頼性、③装置制御
システムのCPU化対応などが克服された。この装置
は開発当初からお客に高い評価を受け、国内大手の
デバイスメーカーのみならず、材料メーカーにも採
用され150台以上の実績を作った。その後、昭和58

年度ぐらいからデバイス（バイポーラ電力用高耐圧、
CMOS）の量産化にともない、装置も今日に至るまで
DC-6000～9000へと幾何学的に拡大される中で減圧
式エピタキシャル法、高清浄化、自動化、ブロック
コントローラ化などの付加価値がついた縦型装置と
なり成長膜の限りない完全結晶化へと対応してきた。
昭和59年には縦型気相シリコンエピタキシャル装置の
開発で第26回科学技術長官賞（功労賞）を受賞するこ
とができた。これも振り返れば、昭和37年の国産化
からDC-5200完成の長い歳月にわたり失敗の数々で
したが、多くのお客様に支えられながら、上司の指
導、理解とチャレンジ精神旺盛なエピチーム仲間と
の強い絆と情熱で得られたものと感謝申し上げたい。

参考資料
1）國際電気株式会社―30年史（昭和54年発行）による
2）黒河、遠藤他―エピタキシー：250頁、結晶作成法、試料
の作成と加工：共立出版社　昭和56年

図2 DC-5200エピ装置反応室構造 写真2 DC-5200エピ装置外観



会社の成り行き

1999年盛夏、半導体産業の第一線から身を引いた。
3ヶ月ばかりふらふらしていたが、楽しいはずの引退
がどうも冴えない。何かやり残したことがありそう
だが、なんだかわからない。
そんな折、「何か『プロジェクトX』みたいな、面

白いことないか…？」と元TI時代の連中が集まりだ
した。
「世界をあっと言わせるような何かないか…？」
「うん、なんかやろう、ところで何がある？」
半導体 ICの前処理工程の中で1958年、TIのジャ
ック・キルビーの IC発明以来、変わらない技術が一
つある。洗浄技術である。（RCA洗浄といっても良い）
洗浄技術はきれいになって当たり前、主役はいつも
下地の洗浄技術の上に乗っている拡散、CVD、PVD、
リソグラフィなどの目に見える工程である。本来は
洗浄技術が在ってこそ、他の技術が生かされるわけ
である。
この縁の下の力持ち的な技術分野は、当然ながら
昔も今も学生に一番人気のない分野である。
我々は何かを見落としている。
ここで、目標は決まった。我々のプロジェクトX

は「洗浄技術への挑戦」ということになった。

会社案内

株式会社つくばセミテクノロジーは、2000年1月に
コンサルテング会社として設立されたが、2003年
より、半導体洗浄技術に新風を吹き込むべく「NON-

CHEMICALの半導体洗浄装置」の開発に着手した。
主な技術はオゾン水、エキシマ光とメガソニック
の組み合わせで硫酸／過酸化水素（SPM）と同等の性
能を目指したものである。この技術のベースは東北
大の大見先生より1990年前後に開発されたもので、
半休眠状態の技術を弊社が掘り起こし、独自のプロ
セス技術を加えてパテントを取得、現在に至ってい
るものである。
社員数は3月末で39名である。ほとんどが日本テ
キサス・インスツルメンツ、LSIロジック、AMAT等
から入社している技術者集団である。

製品紹介

1．TGS-MK（Tsukuba Grand Slam-MASK）

TGS-MKは現在、弊社の主力製品で世界最大のマ
スクメーカーと3年にわたって開発した最先端フォト
マスクの洗浄機である。
特徴は前述のSPMを使わないで、マスク上のレジ
スト剥離と洗浄を一気に行うものである。
通常のマスク洗浄機は、SPMとAPM（アンモニ

ア＋過酸化水素）を使っているが、この洗浄技術では
マスク上にヘイズ（くもり；残留硫酸基とアンモニア
基による硫化アンモンの生成物）が発生してマスク
の品質上、ここ数年、大きな問題となっている。特
にこのヘイズはKrFやArFsスキャナー向けの微細化
向けマスクに顕在化している厄介な問題である。
このヘイズ対策は、Non-Chemicalの弊社TGS-MK

を使用することによって全面的に解決されている。
現在、マスク専業メーカーのほかに中国最大手の

ICメーカーに設置され、さらに2台のバックログを抱
えている。世界最大手 ICメーカーも本機の評価を
近々の内に開始する予定である。

2．TAP-GS300（Tsukuba  Aqua  Plasma-Grand

Slam300mm）

本装置はHDI（High Dose Ion Implant）のレジスト
剥離を専門とする洗浄機である。現在、難題の10の
17乗のHDIまでのレジスト剥離がプラズマによる
「ダメージ無し」で可能になっている。これは「驚異的
な結果」として韓国大手 ICメーカーから評価され、
さらに改良を加えているところである。
通常のHDI剥離はプラズマアッシング後、高温

SPMでリンスし、さらに希弗酸にて残渣除去を行っ
ている。本機の場合は、TAP（Dry Process）にて前処
理のプラズマ照射後、弊社特有のオゾン水技術（Wet

Process）で最終洗浄をするものである。本機は従来
の高温SPMと希弗酸にての残渣除去が省略できる待
望の新技術である。（パテント申請中）

300mm対応の量産向けベータ機は7月に完成し、
サンプルの受付とデモが開始される。当ベータ機は
5月に完成する弊社デモルームに設置される。
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代表取締役　松本 光由

㈱つくばセミテクノロジー
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SSIS設立総会から数えて11回目の記念すべき10周
年・年次総会が2008年1月31日（木）13時から神田・
一ツ橋の如水会館スターホールで開催された。河崎
達夫諮問委員が議長に選任された後、川西会長によ
る開会宣言、梅田運営委員長から10年間の協会が歩
んだ足跡とこれからの10年に向けての活動の抱負に
つき報告があり、引続き事務局からの2007年度会計
報告と監事による監査報告、2008年度役員選任、
2008年度予算の提案、会則の改定の説明がおこなわ
れ、質疑ののち一括承認を得て、14時閉会した。

Ⅰ．10周年足跡とこれからの抱負
運営委員長：梅田治彦

昨年の総会でご承認いただいたタスクフォース
「2007 SSISステアリング委員会」で10年間の活動状
況を総括し、活動の成果と課題、運営上の問題点、
今後の活動指針が運営委員会に答申されました。
本年度はこの答申の具体化、実施の体制作りに取
組んで行きます。

総 会 報 告
2007年度活動報告・2008年度活動計画

1月31日 年次総会開催 神田・一ツ橋：如水会館にて

1 会費収入 
  個人会費 
  賛助会費 
  2 研修会収入 
  総会 
  賛助会員連絡会 
   東京 
   大阪 
  九州 
 3 寄付金他 
 4 雑収入 
 5 　　　収入合計 

11,800,000

2,700,000

9,100,000

2,900,000

500,000

250,000

1,050,000

1,000,000

100,000

500,000

0

15,200,000

12,287,500

2,847,500

9,440,000

2,451,000

298,000

216,000

768,000

1,085,000

84,000

1,421,000

3,004

16,162,504

104.1％
105.5％
103.7％
84.5％
59.6％
86.4％
73.1％

108.5％
84.0％

284.2％
－

106.3％

19 　　　収　　支 0 1,605,458

期首 
　期中収入 
　期中支出 
期末 

［総資産］ 

14,087,449

14,087,449

14,087,449

540,781

1,720,097

12,908,133

 1 集会費 
  総会 
  賛助会員連絡会 
  研修会費（東京） 
  　　　　（大阪） 
  　　　　（九州） 
 2 ニュース発行費 
 3 文化活動費 
 4 ライフプラン発刊準備 
 5 ホームページ維持費 
 6 運営委員会費 
  　　　会議費 
  　　　交通費 
 7 活動振興費 
 8 人材交流プロジェクト 
 9 通信費 
 10 新規活動計画 
 11 活動費　計 
 12 事務局員費 
 13 交通費 
 14 事務所維持費 
   家賃（含水道光熱費） 
  電話・FAX・通信費 
  その他経費 
 15 消耗品費他 
 16 雑費 
 17 管理費　計 
 18 　　　支出合計 

4,000,000 
850,000 
700,000 
1,050,000 
1,200,000 
200,000 
2,800,000 
50,000 

0 
500,000 
1,100,000 
200,000 
900,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
9,550,000 
3,240,000 
250,000 
1,710,000 
1,450,000 
210,000 
50,000 
400,000 
50,000 

5,650,000 
15,200,000

4,245,491 
933,486 
737,490 
1,289,560 
1,221,845 
63,110 

2,287,302 
12,850 

0 
478,400 
1,323,128 
270,248 
1,052,880 
388,847 

0 
307,273 

0 
9,043,291 
3,186,636 
217,590 
1,528,182 
1,446,960 
81,222 

0 
483,818 
97,529 

5,513,755 
14,557,046

106.1％ 
109.8％ 
105.4％ 
122.8％ 
101.8％ 
31.6％ 
81.7％ 
25.7％ 

 
95.7％ 
120.3％ 
135.1％ 
117.0％ 
97.2％ 
0.0％ 
102.4％ 

 
94.7％ 
98.4％ 
87.0％ 
89.4％ 
99.8％ 
38.7％ 
0.0％ 
121.0％ 
195.1％ 
97.6％ 
95.8％ 

予算（A） ［収入の部］ 

［支出の部］ 

［収支差額］ 

［シニアファンド］ 

16,186,915
（期首） 

17,444,373
（期末） 

実算（B） （B）/（A）率 
単位：円

表1 SSIS 2007年度（第10期）収支報告

図1 個人会員数推移

図2 賛助会員数推移
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1．活動成果のなかで評価できる項目として（1）研修
会・講演会・セミナーの定例開催（2）工場見学会、
懇親ゴルフ会等の文化活動の定着（3）ライフプラ
ン懇談会開催・講演集の刊行（4）機関誌「アンコ
ール」の定期刊行（5）ホームページの開設と充実
があり一方で成果の不十分な項目として（1）求
人・求職活動サポート（2）業界への提言・提案活

動（3）会員拡大活動の推進（4）賛助会員企業との
コミュニケーションのあり方等が挙げられます。
（会員数の10年間の推移は図1、図2に示します。）

2．運営上の課題では（1）各組織の役割、責任、権
限の明確化（2）役員・委員の任期、選任方法の明
確化（3）各種規約・規定類の不備等が指摘されて
おります。

【会長】 
川西 剛 TEKコンサルティング 代表 
【副会長】 
吉田 庄一郎 （株）ニコン 相談役 

【監事】  
中村 信雄 （有）ナック コンサルティング 代表 和田 俊男 ワダ・エルエスアイ・テクノロジーズ 代表 

【事務局長】 片野 弘之　元：（株）日立製作所 

【諮問委員】（50音順） 
牛尾 真太郎 （株）イー・イー・ジィ 社長 
梅田 治彦 元：（株）小松製作所 
大見 忠弘 東北大学 教授 
大山 昌伸 元：（株）東芝 
岡部 太郎 半導体理工学研究センター 客員 
河崎 達夫 システムLSI技術学院 学院長 
金原 和夫 （株）日立製作所 名誉顧問 
小宮 啓義 元：（株）半導体先端テクノロジーズ 
志村 幸雄 （株）工業調査会 代表取締役会長 

 
高橋 昌宏 ソニー（株）社友 
棚橋 祐治 石油資源開発（株） 代表取締役社長 
 代表執行役員 
中原 紀 三洋電機（株） 客員 
平林 庄司 三菱電機（株） 顧問 
牧野 力 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 理事長 
牧本 次生 テクノビジョン　コンサルティング 代表 
安福 眞民 元：富士通（株） 

【運営委員】 
委員長　梅田 治彦　元：（株）小松製作所 
委員（50音順） 
秋山 信之 元：コマツ電子金属（株） 
荒木 洋一 東芝半導体サービス&サポート（株） 
 取締役 
荒巻 和之 （有）セミコンブレーン 代表取締役 
内田 雅人 （株）フェローテックシリコン 特別技術顧問 
内海 忠 （株）加藤電器製作所 顧問 
榎本 信能 （株）ハロラン・エレクトロニクス 
 代表取締役 
遠藤 征士 元：日本電気（株） 
岡田 隆 元：日本電気（株） 
小川 洋史 （株）フジキン 代表取締役社長 
加藤 俊夫 サクセスインターナショナル（株） 
 取締役 
鎌田 晨平 （株）クリーン・イー 代表取締役 
河崎 達夫 システムLSI技術学院 学院長 
木内 一秀 （株）エイペックス 顧問 
坂本 典之 （株）ワイデーケー 代表取締役会長 

島 亨 （株）フューチャービジョン 代表取締役社長 
鈴木 司郎 ジーケーエス事務所 代表 
Richard Dyck ティーシーエスジャパン（株） 代表取締役 
b橋 令幸 （株）SEN-SHI・アクセリスカンパニー 顧問 
高畑 幸一郎 元：日本電気（株） 
田中 俊行 DENコンサルティング 代表 
谷 奈穂子 （株）セミコンダクタポータル 代表取締役社長 
中原 紀 足利工業大学 客員研究員 
野澤 滋為 日本DSPグループ（株） 代表取締役 
堀内 豊太郎 元：日本テキサス・インスツルメンツ（株） 
麻殖生 健治 立命館大学大学院経営管理研究科 教授 
溝上 裕夫 ケーエルエー・テンコール（株） 
 シニアアドバイザー 
三宅 隆一郎 （株）サンエス 顧問 
山根 正煕 伯東（株） アドバイザー 
吉見 武夫 （株）オムニ研究所 代表取締役社長 

表2 SSIS 2008年度　役員・委員
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3．以上をふまえ（1）会則を改定すること（2）積極
的な会員増強施策の展開により協会基盤の強化を
図ること（3）協会の公益法人化を検討することを
柱として新たな10年の踏出しの年の活動指針とい
たします。

4．2007年度の活動については配布資料に記載しまし
たとおり各委員会とも活発に実施され、且つ全体
の収支も予算の枠を達成して、良好な成果で終え
ることが出来ました。

2008年度はステアリング委員会で明確になった
事案につき、予算・人的配分を含め一つずつ前に
推し進めて行きます。

【2007年度特筆すべき活動実績】

・10周年記念行事実行計画と準備
・SSISステアリング委員会答申、会則改定検討
・ライフプラン懇談会講演録『人の生き方・暮らし
方』刊行

【2008年度の主な活動予定】

・SSIS運営体制強化、各種運営規定類の見直し整備
・会員増強活動の展開
・公益法人化への準備・検討の開始

Ⅱ．2007年度会計報告
事務局長から表1［2007年度（10期）収支報告］に
基づき会計報告がなされた。併せて監事より付帯意
見2件を含む監査結果が報告された。
〈監査時付帯意見〉

1．普通預金およびシニアファンド預金に関しては各
金融機関の通帳を監査した。より正しくは各機関
より期末残高証明書を入手することが望ましい。

2．各地区行事の予算は、前年度項目別支出実績を
省みて、行事活性化のための重点配分と節約可能
項目の見直しを次年度予算編成に反映することが
望ましい。

Ⅲ．2008年度役員選任
運営委員長から 2008年度役員・委員候補者氏名

（会長・副会長、諮問委員、監事、運営委員長、運
営委員、事務局長）全員の読み上げと退任4名の氏
名が報告された。（2008年度役員・委員は表2）

Ⅳ．2008年度予算説明
事務局長から表3により2008年度予算案の説明が
された。

2008年度（第11期）予算は新たな10年に向けての

準備にむけ事務局態勢を強化するため、事務局人件
費増加と監査費用を織り込ませて頂きました。これ
に伴う費用増約k￥2,500を前年度剰余繰越k￥1,605

と会員増強活動展開による会費収入増k￥1,000で賄
う予算を編成いたしました。

Ⅴ．会則改定について
会則改定につき事務局長から以下の報告がなさ
れた。

1 会費収入 
  個人会費 
  賛助会費 
  2 研修会収入 
  総会 
  賛助会員連絡会 
  東京 
  大阪 
  九州 
 3 寄付金他 
 4 雑収入 
 5 前年度繰越 
 6 　　　収入合計 

12,830,000

3,270,000

9,560,000

2,620,000

350,000

270,000

950,000

1,000,000

50,000

500,000

4,542

1,605,458

17,560,000

12,287,500

2,847,500

9,440,000

2,451,000

298,000

216,000

768,000

1,085,000

84,000

1,421,000

3,004

－ 
16,162,504

104％
115％
102％
106％
117％
125％
122％
92％
60％
35％

151％
－

109％ 

19 　　　収　　支 
 
 20 　　　次年度繰越 

0 1,605,458

1,605,458

 1 集会費 
  総会 
  賛助会員連絡会 
  研修会費（東京） 
  　　　　（大阪） 
  　　　　（九州） 
 2 ニュース発行費 
 3 文化活動費 
 4 ライフプラン発刊準備 
 5 ホームページ維持費 
 6 運営委員会費 
  　　　会議費 
  　　　交通費 
 7 活動振興費 
 8 人材交流プロジェクト 
 9 通信費 
 10 新規活動計画 
 11 活動費　計 
 12 事務局員費 
 13 交通費 
 14 事務所維持費 
   家賃（含水道光熱費） 
  電話・FAX・通信費 
  その他経費 
 15 消耗品費他 
 16 雑費 
 17 管理費　計 
 18 　　　支出合計 

3,700,000 
550,000 
700,000 
1,050,000 
1,200,000 
200,000 
2,800,000 
50,000 

             － 
550,000 
1,200,000 
200,000 
1,000,000 
300,000 

              － 
300,000 
500,000 
9,400,000 
5,330,000 
420,000 
1,735,000 
1,585,000 
100,000 
50,000 
375,000 
300,000 
8,160,000 
17,560,000

4,245,491 
993,486 
737,490 
1,289,560 
1,221,845 
63,110 

2,287,302 
12,850 

0 
478,400 
1,323,128 
270,248 
1,052,880 
388,847 

0 
307,273 

0 
9,043,291 
3,186,636 
217,590 
1,528,182 
1,446,960 
81,222 

0 
483,818 
97,529 

5,513,755 
14,557,046

87％ 
59％ 
95％ 
81％ 
98％ 
317％ 
122％ 
389％ 
－ 

115％ 
91％ 
74％ 
95％ 
77％ 
－ 
98％ 
 

104％ 
167％ 
193％ 
114％ 
110％ 
123％ 
　－ 
78％ 
308％ 
148％ 
121％ 

2008年予算（a） ［収入の部］ 

［支出の部］ 

［収支差額］ 

［差額処分］ 

2007年実算（b） （a）/（b）率 
単位：円

表3 SSIS 2008年度（第11期）予算
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SSIS2007ステアリング委員会（座長：内田運営委員）
で約8ヶ月に亘り審議し纏められた答申書「過去10

年の総括とこれから10年に向けての計画」をもとに
運営委員会において協会活動の基幹である会則の全
面的な見直し改定をおこないました。主な改定点は
下記です。
1．（方針）を第3条として追加。5項目に分け列記し
協会の活動方針を明示。

2．第6条収支・予算の審議、承認手順が（旧）では
運営委員会－諮問委員会－総会　であったが
（新）では運営委員会の審議－会長の決裁－総会

の承認に変更
3．役員・委員（正副会長、監事、正副運営委員長、
運営委員、事務局長等）の選任方法、任期、在
任期間の明示（第9条）。

4．総会の構成員に賛助会員賛助会員代表者を加え
議決権1を持つこととする（第10条）。

以上Ⅰ～Ⅴの報告ののち若干の質疑を経て活動方
針、2007年度会計報告、2008年度役員選任、2008年
度予算、会則改定の議案につき議長より一括採決の
件が提案され全員の拍手をもって採決された。

平成20年も3ヶ月が過ぎました。年次総会でご承
認いただきました正副の運営委員長を柱とした新運
営体制で活動が開始されました。
協会設立時より事務局を担当しておりました山本
直志氏がご事情により1月に退職されました。引続
き個人会員としてお残りですが、新天地でのご活躍
を期待いたします。
後任は高木隆一会員（元日立・デセ）、山本清子
事務局員の新体制です。宜しく御願いいたします。

ご寄付芳名（No.55掲載報告以降2008年4月9日まで）

ご協力有難うございます。前回ご報告（2008.2.13）
以降ご寄付をお寄せいただきましたのは以下の6名の
方々です。厚く御礼申し上げます。（お名前は50音
順、敬称略）
秋山 信之、鎌田 晨平、坂本 雄三郎、鈴木 司郎、堀
田慎吉、三宅隆一郎

SSIS News Letter "ENCORE" No.56
発行日：2008年4月25日
発行者：SSIS 半導体シニア協会

会長　川西剛
本号担当編集委員　秋山信之

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-14-3
有恒ビル4F
TEL：03-5366-2488，FAX：03-5366-2487
URL http://www.ssis.gr.jp
E-mail：info@ssis.gr.jp

会員現況（4月10日現在）
個人271名、賛助56団体

個人会員 
大熊 秀雄 ㈲エイチ・ティー・オー 
左右田 修 
佐野 聡 宇部マテリアルズ㈱ 
賛助会員 
㈱グローバックス 
㈱ブレイントラストSEMI （入会順、敬称略） 

新入会員（2008.2.14～2008.4.9） 

SSIS行事のお知らせ
・春季工場見学会　期日：5月8日（木）～9日（金）
訪問先：日立プラズマディスプレイ㈱・宮崎事業所

宮崎沖電気㈱
・5月度研修会　日時：5月15日（木）16：30～18：45
会場：学士会館（東京 千代田区神田・錦町）
講演［Ⅰ］：「IEDM2007からの報告」
講師：平本 俊郎 氏　東京大学生産技術研究所 教授
講演［Ⅱ］：「ISSCC2008からの報告」
講師：池田 誠 氏　東京大学大規模集積システム設計セ

ンター 准教授
・第8回SSIS特別シンポジュウム
日時：6月20日（金）10：00～17：30
会場：グランキューブ大阪・大阪国際会議場

（大阪市北区・中之島）
①座談会「エクセレントライフ〈夢を持ち続ける〉」
②基調講演
「デジタルコンバージェンス／ダイバージェンスの扉を開く
新たなイノベーションの挑戦」
講師：伊藤達氏　㈱ルネサステクノロジ 代表取締役

会長&CEO
③パネル討論会
・7月度研修会
日時：7月10日（木）17：00～18：30
会場：学士会館（東京 千代田区神田・錦町）
講演：「デジタルコンシューマ分野むけ半導体システム

開発のとりくみ」（仮題）
講師：鈴木智行氏　ソニー㈱ 業務執行役員SVP・半導

体事業本部 副本部長
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