
半導体不況は脱皮のチャンス
1．半導体業界をめぐる動向

最近の半導体業界の動

向をみますと、昨年ローム

がOKIセミコンダクターを

買収、東芝がSOCとディ

スクリートを分離すること

を発表、またエルピーダが

台湾メーカとの連携を模

索始めました。

今年になってキマンダ、スパンシオンが経営破た

ん、AMDの製造部分分離、ルネサスとNECエレの

経営統合合意など、驚くべきニュースが続いていま

す。半導体業界で今期の赤字は5000億円を超すとい

われ、各社が生産、人員削減を余儀なくさせられて

います。

2．不況は突然やってくる

半導体の大不況は直前までその予兆がなく、突然

やってくるという特徴があります。従って予測と実

績が大きく乖離することになり、事業計画は大打撃

を受けます。そのインパクトをあらわすために、図

に示す塗りつぶし部分の面積（乖離量）とそれを不況

直前の市場規模で割ればどれだけの市場が失われた

かを定量化できます。今回の不況が最終的にどのよ

うな形で終わるかは不明ですが、最近の予測値を使

って推測すれば、図の右端に示すように、これまで

の大不況に勝るとも劣らないインパクトになるものと

思われます。

3．不況は脱皮のチャンス

過去4回の不況ではいずれも新しい事業構造の転

換が行われてきました。75年不況で日本はメモリに

転換、85年不況ではインテルがMPUに絞って成功、

96年不況ではファンドリ、ファブレスの構造が確立

されました。01年不況では半導体事業の独立を伴う

業界再編が行われました。今回の不況を機に未だに

是正されていない日本独自の問題から脱皮すること

が期待されます。具体的には先ず、得意製品への

「選択と集中」の徹底です。過去エルピーダ、ルネ

サスの設立とか、東芝のNAND、SONYのセンサへ

の傾斜など、その方向に向かっていますが、まだ中

途半端なところをこの際徹底することが必要です。

その次にガラパゴス現象といわれる国内志向で外

に弱い体質を改める必要があります。このためには

アジア23カ国で下から2番目といわれる英語の実力

を上げることが急務です。

スケールを大きくすることは大切ですが、それ以

上にスピードを上げることが重要で合併によりスピ

ードが落ちるようでは意味がありません。

今後大切なのは新しい時代が要請するものを作る

ことで、環境関連、高齢化社会への対応、ロボット

関連などがその中心になると思われます。

最後に日本が得意とする材料、装置の川上産業、

セットエレクトロニクスの川下産業の強みをうまく

利用してゆくことが大切だと思います。
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麻殖生 日本の国際化が遅れて
いるのは教育が悪いからだ、
諸外国に比べて日本の学生
の学力が低下しているとい
った声をよく聞かされます。
いじめやハラスメント、引き
こもりといった問題も日常化
して現場を預かる者を悩ま
せています。また生涯学習、留学生の増加、自然科学
と社会科学の融合、大学教育と社会人教育との棲み分
けなど、教育に関する諸問題が山積しています。本日
はアカデミック、実務双方の専門家をお迎えしてこ
うした諸問題にどう対処すべきか議論していただき
ます。

河崎 私は企業を卒業した時
に如何に現場で働く人達に
教育の場を与えていなかっ
たかという反省のもとに社
会人の技術教育を行うシス
テムLSI技術学院を設立し
て、今年11年目になります。
また5年前から経産省の中核
人材育成事業に参画して大阪大学で教えていますが、
こうした社会人教育のシステムが形成されつつあると
感じています。しかし大学教育では学生が勉強しな

い、理工系に進む学生が少ない、中小企業、ベンチャ
ーに行きたがらないといった大きな課題をかかえてい
ます。企業の中でも研究所と現場での乖離は大きく、
さらに企業が研究所を閉鎖する傾向があって、産業競
争力の衰退を招いていると感じています。
大学生が勉強しないという問題に対しては今の入試
制度を根本から改め、高校推薦重視で入学の門戸を広
くし、大学で勉強しない学生は卒業させなくする、企
業は定期採用を改め正規非正規卒業を区別しない、最
終学年前期修了までは採用活動を行わないなどの改革
が必要です。
日本は物づくりで成り立っている国なので理工系が
尊敬されない現状は憂慮すべきことです。特に半導体
技術は分からないで済まされてしまいます。少なくと
も国、企業の指導層の半分は理工系であるべきだと思
います。
企業における技術者は忙しさにかまけて時代が求め
る技術を勉強しないという傾向が見られます。これは
企業、国家にとっての大きな損失で企業は技術者に継
続して勉強する場を与えることが責務です。私は技術
者が勉強を続ければ70歳まで現役で働けると思います
し、そうすれば少子高齢化の問題も軽減されるのでは
ないでしょうか。

5年ほど前からダイクさんが作られたカンボジア東
北部ラタナキリの学校を訪れるようになり、07年には
私も寄付をして新校舎を作りました。ここに図書棚を
作ってもらい、先日プノンペンで買った本を携えて訪
問し、手回しの発電機でLEDを点灯させる実験をやっ
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てもらったら子供たちは大喜びでした。ポルポト政権
のころに完全に破壊され、教育の施設もシステムも持
たない子供たちが科学の一端にふれた眼の輝きが非常
に印象的でした。私たちが子供のころ、鉱石ラジオや
モータを作って感激して科学に興味を持ったようにこ
れが教育の原点だと思います。

谷口 私は会社に10年ほどい
た後、大学で23年間ずっと
大学教育に携わっていて教
育現場の変遷を見てまいり
ました。大学の教育で悩ん
でいた10年ほど前に河崎さ
んのところで社会人教育を
お手伝するようになり、実
務を経験している人達の熱意と目の輝きに深く感銘し
ました。以後社会人教育に興味を持ち、高度人材育成
センタでアナログ回路を受け持っています。
現在の教育環境を見ると我々は団塊世代で厳しい競
争の中で育ったのですが、大学受験人口は過去12年間
で25％も減少しており、その中でも工学部受験の人口
は50％減と際立っています。もう一つ気になるのは学
習時間が減っていることで中学生の学習時間は世界最
低レベル、テレビや携帯に使う時間が増加していて学
力の低下は顕著です。私はゆとり教育には賛成です
が、そのゆとり時間を使う方法に問題があったと思っ
ています。高校で物理を学ばずに工学部に入る学生が
多くなっています。その物理も先に公式と使い方を教
えられて「ものの理」を理解していないということを
多くの方々が指摘しています。これは半導体のように
理屈と眼に見えるものとの乖離が大きくなっているこ
とも一因かと思います。
電気系学生に入学後の新しい科目が楽しいかどうか
アンケートをとってみたところ、85％は楽しくないとい
うことでした。これは教員側にも問題があり、学習の
目的を的確に伝え、学生を惹きつける講義が必要です。
中国と日本の学生を比較したところ、中国では勉強し
すぎが問題で授業中居眠りをしている学生は全くいな
いのに対し、日本では大阪大学でも1、2割はうつ伏せに
なって眠っています。ただ中国の問題は詰め込み教育
が行過ぎて自分で考える習性が身についていないので、
大学院生になって困るということが言われています。
日本の大学の卒業率の高さというのも問題で多くの
学生を落第させると教育の仕方が悪いとバッシングさ
れるのも文科省の方針の誤りだと思います。今の学部
学生は真面目ですが、発言をしません。ところがゼミ
に入って10人以下の集団になると良く話をするという
傾向があります。

長い間例題回答型の試験に慣れて来た学生は複数回
答があるような問題や近似計算で良いような問題だと
お手上げになります。米国においてもアジア系留学生
は教科書の問題は完璧に解けても未知の問題には手が
出ないといわれています。その点イランの学生は平均
点は悪いけれどトップレベルは世界最高水準になって
います。彼らは学校で手法を教えてもらうのでなく、
手法を編み出す教育をされているとのことです。日本
でも全員が同じ教育を受けるのでなく、昔の飛び級の
ようなことをすることによってトップレベルを上げる
ことを考えるべきだと思います。
学生は単位をとればよいという態度でこれは学生の
優秀さに関係なく、初任給が一緒ということも問題だ
と思います。大学で研究室に入ってから社会人と一緒
に研究させると非常に良く勉強します。そういう意味
で大学院教育は正しい方向にあると思います。
ただ大学で専門知識を学んだか否かの差は社会に入
って3年も経つとなくなってしまいます。社会に入っ
て最終的に伸びるか否かは本質を見抜いて課題を解決
する能力、説得力、人望（協調性、信頼感）にあって
枝葉末節な知識ではないと思っております。

加藤 私はコンサルタントを
13年間やっていますが実際
は企業内研修を受け持つこ
とが圧倒的に多くすでに200

回近くこなしています。こ
の体験から今の教育の問題
を考えてみます。昔から今
どきの若者はということは
常にいわれてきたことで、私は今の若者が特に変わっ
たとは思いません。私の場合、物理に興味を持ったの
は高校生の時、ガモフ博士の著書に感激したことから
始まっており、その意味で最も大切なことは青少年に
興味を持たせる啓蒙活動にあると思います。
半導体に興味を持ってもらうためには半導体に関す
る著作を学校に配って先生にも読んでもらうこと、青
少年相手の少人数教室を頻繁に開催すること、更に若
い人達が喜んで見に来てくれるような半導体博物館を
作ることを提案します。
この半導体博物館構想はシニア協会で提案したとこ
ろ多くの方々のご賛同を得ましたのでもう少し具体的
に考えてみました。実際に建物まで建てるとなると費
用が大変になるので既存の博物館、例えば東京近郊で
は北の丸の科学技術館とか、有明の日本科学未来館の
ような施設に相乗りするのが良いと思われます。東京
以外は未調査ですが、修学旅行で人気のある京都、奈
良とか沖縄も面白いのではないかと思います。アメリ
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カではComputer History Museumがシリコンバレイに
あります。
求められる人材の分布をトップレベルと一般と落ち
こぼれに分けて考えたとき、今日本の教育で問題にな
っているのは一般レベルの質が低下していることであ
ってこの層をレベルアップすることが必要です。

厚労省のものづくり白書によると中小企業で要求さ
れるのは多品種少量で小回りのきく技術者で、それに
は個々の知識でなく、仕事に対する積極性とか協調性
といった人の性向が問われると言っています。私は若
い人に教える時、仕事で直接必要な専門知識以外にそ
れを支える語学とか物理とかの周辺知識が必要になる
のでそれをMAPにしてみろと言っています。そうす
ると何故その勉強をしなければならないかが認識でき
ます。
来年中国で国際ナノ・マイクロアプリケーションコン
テストが行われる予定で学生が実際に試作したMEMS

のアプリケーション技術を競います。また電子部品各
社が子供に電子工作を体験させる教室を持っています。
こうした試みがエレクトロニクスに対する地道な啓蒙
活動として大切だと私は思います。

平林（エルテック）企業が学生を採用する際、最近の学生
の傾向として非常にローカル指向で自分の故郷を離れ
たがらない、また大学の教授が学生の面倒をみないと
いった問題があります。この傾向をどう思われますか？

谷口 昔は大学が推薦すると企業は100％採用してくれ
たのですが、最近は推薦しても採用されるのは60％く
らいで今の学生は大学の推薦を嫌がって自由応募を選
ぶ傾向があります。

麻殖生 逆に推薦を受けてもそこへ行かないという学生
も増えていて推薦という制度が維持できなくなってい
ると思います。

牧本 加藤さんから紹介のありましたアメリカのComputer

History MuseumはGordon Moorがお金を出して作った
ものですが、日本でこれだけの寄付を期待するのは難
しいと思います。お金のかからない方法としてネット

上にバーチャルなミュージアムを設立すれば良いので
それを実行できるのは半導体シニア協会であり、今後
取り組むべき役割であると思います。

泉谷（産業タイムズ社）日本で作った初めての ICは垂井先
生のご自宅の引出に入っています。日本初のマイコン
はNECの多摩川に置いてあります。こうした貴重な
遺産がそのうちどんどん失われてゆく危険がありま
す。その意味で国なり地方自治体が遺産を管理する施
設を持つということは必要だと思います。立地の候補
として熊本県が最適と思いますが如何でしょうか？

真崎（熊本県）熊本空港の近くで半導体50年の歩みという
展示を常設でやっていますがこれは博物館というには
小さ過ぎます。以前に熊本駅の近くに博物館をという
構想もあったのですが、お金がかかるということで実
現しませんでした。県だけでは無理ですので是非SSIS

のご協力で熊本に実現させていただきたいと思います。
加藤 企業ではソニーも東芝も結構良い展示がしてある
のでこうしたものを利用するのも良いかと思います。
ただ私の関心は過去のものを並べるのでなく、これか
らの人達に未来に繋がる興味を持っていただく内容に
したいと思っています。

河崎 サンノゼのミュージアムには実機がおいてあって
誰でも触れるようになっていて同じように原理からス
タートして半導体ができるまでの流れを示せるような
博物館があれば素晴らしいと思います。

ダイク（ティーシーエスジャパン）日本の教育で卒業率が高い
ことが問題との指摘がありましたが米国では一度失敗
してもやり直せる機会が大きいという違いがあります。
ご登壇の全員が社会人教育に携わっておられます
が、一度社会に出た人は一般学生にくらべて何処が大
きく違いますか？

谷口 大阪大学でも社会人を受け入れて教育を行ってい
ますが、意識が高いので信じられないほど良く勉強し
ます。バックグラウンドが違うのでレベルあわせに少
し時間がかかりますが、適した教授のもとで指導を受
ければ効果は非常に大きいと思います。

河崎 私は企業の技術者はただ忙しくて自己満足してい
るだけでレベルは低いと思います。企業はもっと時間
を与えて新しい勉強を継続する機会をあたえなければ
ならないと思います。
今回のように不況になると一度に教育費が削られて
しまうのが大きな問題です。企業の経営者、国の方針
に確固たる信念が通っていることが最も重要ではない
でしょうか。

麻殖生 十分議論の時間がとれませんでしたが今回はこ
れで終わらせていただきます。どうも有難うございま
した。

4
半導体シニア協会ニューズレターNo.63（’09年7月）



5
半導体シニア協会ニューズレターNo.63（’09年7月）

2年前、青信号、青天井、死
角なし、と豪語した私にとって
天国と地獄の差のある現状を弁
明するのは厳しいことですが、
仕事柄何故こうなったかの分析
とこれからの予測をさせていた
だきます。実際こんなに急激に
経済が悪くなるということは全
く予測できなくて今回は間違いを重ねてきましたが、依
然として強気論を展開しております。

1．そして皆がゾンビになった
2年前サブプライムの問題が生じた時、私を含め多くの
人達がこれはアメリカの一部に起きた現象で我々には直接
関係がないと思っていました。しかしこれがどんどん拡が
って様々なクレジット商品の崩壊、株価の下落、投資銀行
の消滅など総ての金融市場に伝播し、実体経済の急激な悪
化を招きました。更に米国から欧州へ、日本・アジア、資
源国へと伝染し、米国以上に深刻な経済の後退を招く結
果になりました。この伝染力の速さ、強さは人類史上経
験のないレベルのもので、対岸の火事と思っていたもの
があっという間に自分のところにふりかかってきました。
この現象の本質は山で霧に包まれて先が見えなくなる
と恐怖で足が動かなくなるように、恐怖が世界を支配し
て総ての活動が停止してしまったということです。不安
にとらわれた人々はリスク商品を信用せず、現金を手元
に残そうとします。この世界が同時に恐怖に包まれると
いう現象は世界の金融、経済が一つになっているという
ことの証です。

2．何故金融危機が発生したか

リスクプレミアムとデフォルト率推移

昨年から何が起きたかを具体的にみてみますと米国に
おいて倒産確率を示すリスクプレミアムが上図のように
世界大恐慌をはるかに上回る勢いで上昇し、株価は戦後
最大、大恐慌に匹敵する落ち込みを示しました。

日本の鉱工業生産推移

実体経済においても上図のように日本では鉱工業生産
が米国を大きく上回って半年で4割も落ちこみました。
これは昭和恐慌の時でも実質殆ど落ちていなかったこと
を考えると空前絶後のことです。即ち今回は大恐慌以上
のパニックが経済世界を支配したことになります。
こういう痛い目にあうと悲観的な予測に支配されるよ
うになります。

ABX指数推移

上図はサブプライム債権の市場で取引されている価格
を示すABX指数の推移を示すものですが、優良住宅で
も27％まで下落していて、それ以外の物件は殆ど紙切れ
同然になっています。しかし住宅そのものは価値がゼロ
になるわけではないし、2/3は健全な債権できちんとお
金を返しているわけでこの価格は異常です。私もこのこ
とを指摘して割安だからとお客に何度か勧めたことがあ
りますが、都度裏切られて下落を続けました。こうした
繰り返しがリスク商品には必ず裏切られるという恐怖を
招いています。
最大の問題はリスク商品に対する自然治癒力が奪われ

武者陵司

基調講演

金融危機の帰趨と今後の展望
ドイツ証券副会長　武者陵司
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る仕組みができていたことです。その仕組みとは時価会
計制度の徹底、自己資本規制、格付け制度と四半期決算
のシステムで、これらは金融機関が無謀なリスクをとら
ないように設けられたものです。しかしこのシステムが
金融機関の経営を不安定にして市場を崩壊させた原因に
なっています。時価会計のもとでは市場が暴落すると資
本が減り、自己資本率を守るために資産を売却する、そ
の結果格付けが下がる、そうするとリスクがとれなくな
り、さらに資産売却をするため市場価格が下がるといっ
た悪循環を起こします。そこにヘッジファンドのシステ
ムが加わると売りが売りを呼ぶという連鎖を起こし、空
前の需給悪を招きました。
金融機関は本質的に債務超過になる体質をもっていま
す。大きな自前の固定資産をもっているわけではないの
で総ての不良資産を整理しろといわれたとたんに債務超
過になります。従って債権が暴落すると恐怖が支配し、
金融機関はリスクをとらなくなって動かなくなります。
これは経済の死、資本の崩壊を意味します。これが昨年
末に起こった現象です。

3．史上最大の「対デフレ作戦」始動
この市中金融機関の死を救う唯一の手段が中央銀行で

FRBはドルをどんどん増刷してバランスシートを3ヶ月
に3倍に増やすという信じられない乱暴なことをやって
います。

FRB総資産推移

これは現金の価値を下げることを意味しており、現金
のみを信用する傾向を転向させる働きがあります。現金
を持っていても価値が下がるとなるとリスク資産に変更
したほうが有利だという心理を招き、ここにきてリスク
プレミアムも急速に低下しつつあり、債権価格が回復し
てきています。今ドル安、金利の上昇という現象がおき
ているのは米国国債を売って原材料、新興国株式などの
リスク商品にシフトしていることを意味しています。こ
れは正常化の一里塚ということで中央銀行の作戦は成功
したといえます。

4．なぜ「対デフレ戦争」に勝利できるのか
この貨幣の乱発がインフレを招くかというと中国、イ
ンドの労働力供給が続く限り労働賃金は上昇しないので
大きなインフレにはなりません。ただ限りのある資源は
徐々に値上がりしています。
金融市場はこれから更に金利が下がり、クレジットが
値上がりして正常化に向かいます。金融機関はここにき
て市場最高の利益を出しています。これは債権価格のリ
バウンドと米国のゼロ金利政策による長期、短期金利の
差から生じる利ざやによります。この利益を使えば不良
債権の整理は難しくないということです。これが日本の
バブル崩壊時と大きく違うところです。

FFレート、10年国債と株価（S&P500）

その次に重要なのは住宅販売市場です。住宅価格が下
がり、金利が下がると住宅は買いやすくなります。現在
それでも買わないのは心理的なものが作用しているの
で、そのうちブームが来ると思います。
実態経済において住宅も自動車も昨年から極端に販売
が落ち込んでいますが、潜在的な買い替え需要がベース
にあっていずれ必ずリバウンドしてくるはずで、今のレ
ベルで沈んだままということはあり得ないと考えられま
す。そう考えますとこの金縛りが続いて恐慌になるとい
うより自然治癒力によってここ1、2年で回復するという
楽観論の確率が高いと思っています。

5．米国債務問題とバブル
悲観論の見方は今回のクラッシュは過去の米国の借金
依存による体質からくるものでその付けが一度に出たも
のであるといっています。そうすると今までの政策は総
て過ちで米国はドルの垂れ流しを止めなければならず、
その結果経済は成長せず、暗い時代に突入するという考
えです。しかし現実にはニクソンショックで金本位制が
崩れて以来ドル垂れ流しで世界中にドルがあふれかえっ
たのに依然としてドルが基軸通貨になっていてドルは大
暴落しない、米国金融収支は黒字である、という現象が
おきています。即ちドルの垂れ流しが新興国を育て、世
界的分業による地球を一体化させて、繁栄を招いた状況



は依然として存在しています。悲観論はこの世界的分業
が成長のエンジンになっていることを否定することであ
って経済原理から考えてもこれを元に戻すことはあり得
ないことです。
歴史を振り返ってバブルというのは成長を予見した経
済規模の拡大を示唆したものであり、バブルをもたらす
のは経済に力があることを示しています。今足元は恐怖
の金縛り状態が続いていますが、この恐怖が取り除かれ
れば先は明るいと信じています。

6．質疑応答
市山 今回の金融危機のきっかけとなったサブプライム
ローンのような金融システムは今後も続くと思われま
すが、一度回復しても今後また同じようなことが起こ
りうるのでしょうか？

武者 今回と同じことは起こらないと思いますがバブル
というのは手を変え、品を変え起こります。これだけ
金融が緩和されると別の形のバブルが起こる可能性が
ありますが、バブルは新たな経済活動へのステップで
すので心配はいらないと思います。

河崎 サブプライムローンのように崩壊のリスクが大き
い金融商品には規制が必要だと思いますが、今回のこ
とを機に何か規制がおこなわれたのでしょうか。

武者 状況がきちんと監視されていなかったという反省
の下にモニターシステムを強化しようという動きはあ
ります。ただあまりに規制を強化するとダイナミック
な活動を阻害する弊害が生じます。今のシステムの問
題はヘッジファンドのように非常に自由なところと規
制にしばられているところとに不公平さがあってこの
ことが超過利潤を生み、問題のあるリスクテークが行
われたことです。従って規制を公平にする改正は必要

だと思います。
高橋（SEN-SHIアクセリス）クレジット市場正常化、住宅価
格の底入れ、実体経済の回復などのストーリーをアメ
リカのデータをベースにお話しされましたが、今回大
きな影響を受けたヨーロッパはどうなのでしょうか。

武者 アメリカの場合、中央銀行が非常に強くて市中銀
行がつぶれないようなセーフティネットが出来上がっ
ています。ドルをどんどん発行して現金の価値を落と
すような荒業もできます。これに対しヨーロッパの中
央銀行は中途半端でコントロールする力を持っていま
せん。またユーロは安い労働力をもった東欧に領土が
拡大することにより、バブルが続いていたのですが、
拡大が途切れたことにより難しい局面に当たっていま
す。これに比べると日本ははるかに有利な立場にあり
ます。
中国、インドに関してもアメリカの消費が途切れた
とたんにおかしくなっています。私は世界経済を引っ
張っているのはアメリカの天才的需要創造力にあると
思っています。

川西（TEKコンサルティング）世界の人口増加は圧倒的にア
ジア、アフリカに集中しています。アメリカの消費が
総てを決めるようにいわれますが、これからの世界経
済を左右するのは人口爆発国になるのではないでしょ
うか？

武者 世界の進歩が途上国のみに集中し、先進国の発展
が停滞すると保護主義に流れる危険があります。途上
国の発展が先進国に還元し、双方が発展するメカニズ
ムがないと世界は発展しません。先進国はエンゲル
係数を下げることで生活をエンジョイする方向に価
値を創造してゆくことが成長の源泉であると思ってい
ます。
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市山 2年前に私はパネラーとして参加しましたので先
ずその時の私の予測と現状がどうなっているのかを比
較、説明した上でディスカッションに入りたいと思いま

す。私の2年前の予測ではIC

全体の金額として08、09年も
2桁の伸びがあると強気の予
測をしておりました。しか
し実績は08年が－4.2％、09

年予測は－26％と大きく落
ち込んでしまいました。今
回の動きを3ヶ月移動平均の
前年比で見ますとITバブル崩壊時が－45.7％であった
のに対し、今年は2月が底で－31.3％、3月は少し持ち
直しています。数字的には今回の落ち込みの方が小さ
くなっていますが ITバブル崩壊時は総てが一気に落
ちているのに対し、今回はメモリが07年に一度落ち

パネルディスカッション

世界同時不況の中で
日本半導体業界の進むべき道

パネリスト
㈱産業タイムズ社 泉谷 渉
アイサプライジャパン㈱ 南川 明
ゴールドマンサックス証券 堀江 伸
モデレーター
㈱大智 市山壽雄

市山壽雄
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て更に今回と2段階で落ちているため現実にはより厳
しい状況にあるといえます。また他の ICが2月に底を
打ったのにMCUはまだ下がり続けていてこれは自動
車業界が立ち直っていない影響と考えられます。

南川 私も08、09年は好調に
推移すると予測していまし
た。現実との差の解析はと
もかく、これからどうなる
かを考えてみます。

2000年以降エレクトロニ
クス市場はマクロ経済と同
期する傾向がより顕著にな
っています。これはPC、携帯など民生用途の比重が
増したためだ思います。その意味でIMFのマクロ経済
予測が狂うと我々の予測も狂ってしまいます。
マクロ経済において過去の例からみてもクラッシュ
以後1、2年たてば回復するもので今年末には住宅バブ
ル崩壊が一段落し、株価が回復してくると期待されま
す。そうすると必ず個人消費が上昇し、それに比例し
てエレクトロニクスの消費も回復してくると思いま
す。実際、昨年からの急激な落ち込みは今年2月に底
を打って3、4月は反発してきています。まだBBレシ
オは－30％程度ですが、各工場は生産能力を圧縮して
いるため結構満杯になってきています。半導体在庫も
急減しています。
これから10年先にはエマージング諸国から新たに所

得3000ドル以上の人口が10億人増えると通商白書は予
測しています。この人達の購買力がエレクトロニクス
の市場を大きく広げ、これからの市場を形成して行き
ます。
また今回のクラッシュを経験して産業のパラダイム
シフトがおこり、勝者、プレーヤーが変わります。特
にエネルギー削減に係わるビジネスは大きく伸びると
思われ、半導体もパワーデバイスやLEDといったもの
が注目されます。それに応じて環境技術で先行する日
本の出番が増えます。問題は日本のメーカが海外に対
するサポートが弱いことで、そうなくても営業効率の
悪い日本メーカは海外向け営業、企画部門をもっと充
実させることが必要です。

堀江 今の半導体市況はすでに最悪期を脱していて余り
心配いりません。2006、2007年ころの総ての産業が好
況な時に半導体は価格を抑えられて原材料などのよう
な恩恵をこうむっていなかっただけに今回の落ち込み
もそれほど深くはならないと思います。代表的なのが
メモリ市場で金融危機の前に既に落ちていたのでもう
喉もとを過ぎた感じです。
ただ今回の不況で既に独占的なシェアを持つ巨大メ

ーカが財務上それほど影響
を受けていないのに対し、
日本のメーカは非常に大き
なインパクトを受けている
ことからみると企業の規模
はやはり必要で再編はまだ
起こるであろうと思います。
ここにきて中国が台湾に投
資を増やしており、今後ITでも中国が世界の再編に大
きく関与してくることは間違いないと思います。
これから成長するのはやはり環境関連で特に電気自
動車に係わる半導体は注目する必要があります。地域
的には中国、インドに加えて最近インドネシアが開放
されてベトナムと共に新しい勢力として注目されてい
ます。

泉谷 私は32年間半導体記者
をやってきましたが昨年から
環境・新エネルギー記者に宗
旨替えをして世界中を取材
してきました。韓国では現
代重工が太陽光発電でもの
すごい投資をし、潮流発電
の開発を精力的にやってい
ました。SEMAという素材メーカが日本と合弁でメタ
ルシリコンの工場を作りたいといっていました。滋賀
ではクリスタル光学が工場照明総てを白色LEDにした
新工場を作りました。トヨタも全部白色LED照明にす
るつもりのようですし、三星は液晶テレビのバックラ
イトを総て白色LEDにすると言っています。日東電工
で逆浸透膜の大きな工場を作っています。旭化成はリ
チュームイオン電池の新工場を作っています。このよ
うに半導体の技術は総て環境・新エネルギーの分野で
開花して大きな槌音が響いていて、ここに産業構造の
変化がはっきりみえます。
オバマ大統領の掲げるグリーンニューディールの規
模は700兆円という途方も無い規模になります。その
うち200兆円は水処理関連です。
太陽電池では昭和シェル石油が4000億円、新日本
石油と三洋の連合が1500億円、三菱も1500億円とい
うことで設備投資ラッシュになります。リチュームイオ
ン電池もニッサンとNEC、ホンダとユアサの連合250

億円、トヨタとパナソニックが仙台に新工場というこ
とでこれらのラッシュはかつての半導体業界を彷彿す
るものです。半導体もこの関連でパワー半導体が4、5

千億円の市場になります。トヨタは殆ど全機種をハイブ
リットにするつもりなのでそれに必要なパワー半導体の
ファブが50棟いるといっていました。白色LED照明

泉谷渉

堀江伸

南川明
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は東京千代田区の小学校や北区の街灯に採用が決まり
ました。革命は始まりました。今までの概念で半導体
を考えたら大間違いをするということを強調したいと
思います。

市山 先ず整理のため、皆様がこれから数年の半導体成
長を何％とみているかお伺いします。

南川 今年が－22～23％、10年、11年は7～8％と固めに
みています。

堀江 09年は－16％、10年は＋6％、11年は＋17％と中
国GDPの伸びに応じて伸びるとみています。

泉谷 私はアナリストではないので正確な計算はしてい
ませんが09年－30％、10年横ばい、11年＋10％程度
とみています。私はPCや携帯に引っ張られた市場は
もう伸びないと考えます。成長を引っ張るのは環境、
新エネルギーに関連する半導体です。

市山 今回ルネサスとNECエレの統合の話がありました
が、パワー半導体のメーカは依然多くて過当競争して
いるようにみえますがこのままでよいでしょうか？

堀江 自動車業界はメーカが多いほうがリスク分散して
好ましいと思うし、半導体製造側から見ると独占が有
利なわけですが、このままだと顧客側の思惑で進むと
思われます。

南川 パワーの用途は車だけではないので、むしろセッ
トメーカでは世界の主流になる中国にどう食い込んで
ゆくかがポイントだと思います。

泉谷 自動車、セットメーカが内作をするのは部品を安
く買い叩くためで、そのためにはメーカがどうなろう
と構わないわけで、これを防ぐには1社でしか作れない
製品を持つことです。パワーに関しても圧倒的な規模
を持つファブを作ってしまうことです。

市山 強力なファブでは以前に日本ファンドリの構想が
あってうまく行かなかった経緯がありますが、どう考
えますか？

川西（TEKコンサルティング）バーティカルアライアンスで
1社向けだけに属するのは絶対に避けるべきで半導体
メーカも独自の技術を持ち、複数の顧客と取引をして
ゆけば、必ず対等のビジネスが出来るはずです。
ホリゾンタルアライアンスで競合メーカがくっつい
て規模を大きくすればよいという考えは間違いで、弱
者同士が合併した結果は掛け算で終わり、足し算には
なりません。強力なリーダーがいないかぎり話し合い
でやれる程甘い世界ではありません。

堀江 ITバブル崩壊後、合従連衡があったわけですが、
日本はやはり中途半端で独占的な力を得た米国、アジ
ア企業にくらべ、今回の不況で現れた財務体質の差は
歴然としていて、日本でも強者が弱者を飲み込むよう
な集約が必要だと思います。

加藤（サクセスインターナショナル）パワー半導体に関して
は確かに現状のメーカ数は多すぎるので整理統合が必
要でしょう。一般のLSIに関しても450mm時代になれ
ば日本にファブは1つあればよいので集約すべきです。
その際問題は各社の自社ブランドへのこだわりで愛社
精神を捨ててロジカルに対処すべきです。

川西（TEKコンサルティング）基本的に日立が東芝を買収す
るというようなことに抵抗がなければよいわけで、話
し合いは日本人のほうがアメリカ人よりうまいと思い
ます。

泉谷 過去の例からソニーと松下が組む、NECと富士通
が組むということは絶対になかったのと同様日立と東
芝が組むことは100年たってもないと思います。

市山 ルネサスで日立と三菱が一緒になったとき、お互
いの言葉を理解し、融和するのに1年かかったことを
考えると確かに米国ではそんな悠長なことはできない
というのが分かります。

ダイク（ティーシーエスジャパン）アメリカでのM＆Aの例を
お話ししますと私がいましたテラダインがメガテスト
を買収したらそこの主なエンジニア連が新しい別会社
を作って出て行ってしまい、その会社をまた買収した
ら殆どのエンジニアが居なくなって、何のための買収
かわからなくなったという経緯があります。日本の場
合社員はお客さんのことを非常に気にします。私は今
モータ会社をスピンアウトした人達が作った会社の
チェアマンをやっていますが、そこでは優秀な社員
がひとりも辞めていません。その意味でM＆Aをやる
なら日本の会社が良いと私は思っています。あと、デ
バイスメーカの話が主体ですが製造装置メーカの状況
はもっと厳しく2、3年は立ち直れないのではと心配し
ているのですが、環境、新エネルギー用途で装置メー
カは代わりになりますか？

泉谷 代わりになります。半導体に比べ、ステップ数が
少ないけれど、ボリュームが大きいので明るい光が見
えていると思います。

堀江 逆に今環境、新エネルギー関連の開発に乗り遅れ
るようだと装置メーカも大変だと思います。



南川 既存の200mm工場を新しい用途に活かすために装
置の面でサポートするのも一つの方向だと思います。

高橋（SEN-SHIアクセリス）SSISで論説委員会というのがあ
って、そこで半導体業界への提案を行う作業をやって
います。一般に日本の企業ではボトムアップになって
いて、良いアイデアが現場から出てきますが、ある程
度進んだところでトップに理解してもらうのに時間が
かかるのに対し、欧米、アジアでは基本的にトップダ
ウンで意思決定の速度が違います。顧客に対する細か
な配慮という面では日本のやり方が優れているのです
が、グローバルな動きのなかで日本式のマネジメント
はもっと大胆にリーダーシップを発揮して行かないと
世界の改革スピードについてゆけないと思います。

河崎（システムLSI技術学院）私が松下時代に半導体をどの
ような形で経営するのがベストかプロジェクトを組ん
で検討したことがありますが、結論として最も大切な
ことは経営形態や規模の問題でなく、経営者が自信を
持って信念を貫くということです。

南川 海外の幾つかの半導体メーカから日本のメーカと
組んで日本市場を広げたいという話があります。ど
う対処すべきかご意見を聞かせていただければと思
います。

川西（TEKコンサルティング）昔から製品を売り込むために
お金と場所を提供して欲しいという話は沢山ありまし
た。積極的に検討すれば良いのですが、彼らはPRが
うまいので気をつけなければいけないのは、まともな

話は10に一つであるという認識をもつことです。
加藤（サクセスインターナショナル）環境、新エネルギー技
術が伸びるのは分かるのですが、太陽電池など技術は
比較的簡単で価格勝負になると思われますが、今大き
な設備を作っても日本勢は競争に勝ち残れないのでは
ないかと心配していますがどうでしょうか？

泉谷 確かに誰でも作れるものは儲からないので太陽光
パネルは厳しくなるかもしれませんが、リチュームイ
オン電池のように素材部門では日本は強いと思いま
す。今、新エネルギーばかりが話題になっていますが
100年たっても石油は残りますし、原子力はアレルギ
ーさえなければ最大のグリーン技術です。エネルギー
に本命はなく、幅広く対応できる技術を持つことが大
切です。

川西（TEKコンサルティング）太陽パネルはローテクでも太
陽光発電には必ず蓄電池とインバータが必要でこの関
連の技術に大きな可能性があるのは確かです。

市山 本日の話をまとめますと現在の不況は既に底を打
って来年以降半導体も回復に向かいますが、用途は従
来のPC、携帯から環境、新エネルギーにシフトするで
あろうということ、日本の半導体メーカは規模の拡大
と選択と集中の徹底が必要ですが、現実にはなかなか
難しく、むしろトップの信念が必要だということ、海
外市場に弱い欠点を克服し、グローバルな視点で展開
する必要がある、ということだと思います。本日はど
うも有難うございました。
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今回のシンポジウムは不況
と新型インフルエンザのダブ
ルパンチを受けて参加者の大
幅減という厳しい環境での実
施になりましたが、講演者、
参加者を交えた熱心な討論で
充実したシンポジウムになっ
たと思います。
座談会ではいつも話題になる大学卒業者の質の低下と
いう問題に対して日本の教育がどうあるべきかを議論し

ていただきました。十分な時間が取れませんでしたが、
半導体博物館構想などユニークな提案があって今後の
SSIS活動のヒントになります。
基調講演とパネルではこの不況を踏まえて、好況だっ
た07年と敢えて同じメンバーでお願いをしました。武者
氏はこの不況を経験してもアメリカの消費を牽引力とし
た世界経済の構造は変わらず、今後の経済見通しが明る
いことを力説されました。またパネルでは異口同音にこ
れからの半導体は、環境、新エネルギー関連にパラダイ
ムシフトが起こることを予測されたのが印象的でした。
今回のシンポジウム実行にあたり、受付を担当いただ
いたフジキンの皆様、種々の雑用を受け持っていただい
た関西SSIS委員の皆さま、SSIS事務局の皆様、改めて感
謝いたします。

田中俊行

企画・実行の立場から
会員　田中俊行
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SSDへの期待
NANDフラッシュメモリを用いたSSD（Solid State

Drive）の市場がいよいよ急速に拡大するのではない
かとの期待が高まっている。NANDフラッシュメー
カにとって、需要がほぼ無限大の大市場という期待
がある。エンドユーザにとっても、SSDのメリットは
多い：
1．高速（特にランダム読み出し）
2．メカ起因の致命全体故障が起こらない
3．耐衝撃性
4．低消費電力・低発熱
5．無音
これらは主に駆動メカ部品がないことに依る。高
速な読み出しによりパソコンの軽快な動作が期待で
きるし、全データを突然失う恐れはなく手荒に扱っ
ても大丈夫なことは大いに安心感がある。
しかし大容量のSSDは高い。HDDの価格は容量に
緩やかに依存するのに対し、SSDは容量に比例して
価格が高くなる（図1）。
企業用Mobile PCのように性能を求めても容量をあ

まり必要としない用途からSSDは着実に浸透するで
あろうが、大容量を同時に求めると予算との悩まし
い相談になる。

NANDの高集積化によってコスト低減は従来通り
のペースで進むであろうが、大容量側はコストでHDD

に当面の間は及ばず、頭を押さえられているような
感がある。SSDの価格に見合うだけのメリットをユー
ザに実感してもらうこと、まずは性能をきちんと発
揮させる必要がある。SSDを推進する立場としては、
性能でHDDを圧倒的に上回るSSDが近いうちに一般
的になり、パソコンの世界の構図が大きく変わるこ
とを期待している。SSDの高性能を一度試すと、安
くてもHDDには戻りづらいというユーザ体験が一般
化するであろう。
本稿では、低コスト化のためには使用必須の多値

NANDの特徴をまず説明し、それを如何に使いこな
してSSDの高性能化を実現するかを中心に述べたい。
またSSDの信頼性について、NANDの書き換え回数
が有限であっても、十分なマージンがあることを説
明したい。

書き込み単位と消去単位の乖離
NANDフラッシュメモリの書き込みはページ長単
位で行う一方、消去はブロック単位で行われる。例
えば、56nm  8Gb多値NANDのページ長は4KB、ブ
ロックサイズは512KBである 2）。この乖離がNAND

を使う上でのややこしさの根本原因である。コスト
を下げるために多値NANDを用いるのが必須だが、
同じページ長の2値NANDに比べてブロックサイズが
2倍になり、乖離がより大きい。またメモリセルのVth

制御を精密に行う必要上、多値NANDの書き込みバ
ンド幅は2値NANDの半分程度である。使いにくい
多値NANDを如何に使いこなして性能を引き出すか
が、SSDコントローラ設計へのチャレンジになる。

小容量のWrite動作が頻繁にあるWindows OS
512KBという消去単位は、パソコン内の平均的なデ
ータ長と比べて、意外にも大きすぎることが判ってい
る。Windows OSを実際に使用して、HDD/SSDにど
のようなアクセスが行われているかをATA-Analyzer

を用いて調査した。書き込まれるデータ長の分布を
示したのが図2である。

SSIS 2009年3月度研修会

NANDフラッシュメモリのSSD応用1）

藤井秀壮（㈱東芝セミコンダクター社
半導体研究開発センター）

図1 SSDとHDDの価格イメージ
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ほぼ2/3のWriteコマンドでデータ長は4KB以下で
あり、平均値も37KBに過ぎない。ブロックサイズ分
の容量（512KB）をまとめて書くことは少ない。ある
ブロックに37KBの書き換えが起こる場合を考えてみ
る（図3）。
まず全データを読み出し、37KB分を新データに置
き換えて、別個の未使用ブロックに512KBの全デー
タを書き込み、元のブロックを無効化（いずれ消去）
して、書き換えが完了する。重要なポイントは：
a．同じ論理アドレスを書き直しても、その都度異な
る物理アドレスに書かざるを得ないので、コント
ローラが適切に論理→物理アドレス変換すること
が必須となる。

b．図3の単純な管理手法例では、書き込み効率が～
1/14と非常に悪く、実効Write性能が低くなる。
もっと洗練された最適なマッピングと効率的な管
理手法が性能向上の鍵となる。
頻繁に起こる小容量のWrite動作を如何に上手く扱

うかは非常に重要な課題であり、これでSSD実使用
上の体感速度が左右されることもある。もしページ
単位で論理→物理アドレス変換すれば、無駄な書き
換えは減らせそうだが、変換テーブルが巨大となり、

RAM容量、検索時間の観点から現実的でない。論理
→物理アドレス変換の詳細や管理手法はメーカ各社
のノウハウであり、かなり複雑なものと推察される。

SSDピーク性能の向上
SSDの性能は最大Read/Writeバンド幅で代表され
ることが多い。ピーク性能を発揮できる場面は全デ
ータコピーなど限られるが、カタログスペック上は最
も重視される。単体の多値NANDの最大バンド幅は
Read～30MB/s、Write～10MB/s程度である（図4）。

IOが33MHzと遅いこと、チップ内部の書き込みに
長時間を要することがネックになっている。SSDと
しての性能向上には以下の手法が一般的である。
1．並列化：多数のNANDチップが実装さるので、並
列に動作させれば容易にバンド幅を向上できる。
現在の製品では4並列が一般的と思われる。

2．インターリーブ動作（図5）：特に多値NANDの書
き込みに有効で、チップ内部の書き込み動作完了
を待つことなく、同じバス上にあるNANDチップ
にコマンド/データを次々に与える。Writeバンド
幅をほぼ2倍に向上できる。

図2 Windows OSのHDD/SSDアクセス解析

図3 論理アドレスと物理アドレス

図4 NANDの読み込み／書き込みタイミング

図5 インターリーブによるWriteバンド幅向上
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3．NAND I/Oインタフェースの高速化（図6）：
NANDチップ自体の IO高速化も図られている。
166MHz I/OのNANDをフル活用し、並列化とイン
ターリーブも組み合わせれば、計算上はRead～
660MB/s、Write～400MB/sも可能である。実際は
SATA-2インタフェースの3Gbpsで律速されてしまう
ので、SSDが新しい規格を求めているとも言える。
なお並列化もインターリーブ動作も、小容量の

Write動作の効率化には役に立たずむしろ相反する。
ピーク性能と小容量Writeの実効性能を両立させるに
は、さらに複雑な論理→物理アドレス変換や巧妙な
管理手法が必要になると思われる。

SSDとHDDの性能比較
多数の市販製品を実際に入手してベンチマークテ
ストした結果を図7にまとめた。

SSDの性能は上記のような手法により急速に向上
しており、まだまだ伸び代はあると思われる。一方
HDDの性能は主にディスク径、回転速度、記録密度
で決まり、頭打ち傾向である。SSDの性能水準がPC

Mark05 Total Scoreで～10,000から最近では～30,000

に向上しており、これはHDDでは到底及ばない世界
である。高性能SSDが一般化することで、SSD市場
が大きく拡大するものと期待される。

Wear Leveling
Windows OSのアクセス解析から、特にWrite動作
で特定の論理アドレス領域にアクセスが集中するこ
とが判っている。それらはファイル管理領域やログ
領域と思われる。従ってブロックを万遍なく使い、

消去回数を平準化することが必須である。基本的な
考え方は、論理→物理アドレス変換の範疇内である。
ブロックごとに消去回数をカウント・記録しておき、
消去回数の少ない空きブロックを優先的に選んで使
用すればよい。

SSDの信頼性は、すでにHDDを超えている
このサブタイトルは「本田雅一の週刊モバイル通信
■第444回■」から拝借した。

http://pc.watch.impress.co.jp/

docs/2009/0225/mobile444.htm

この記事の核心部分は以下の通り要約できる。
『128GB SSDで、書き換え可能回数を例えば3千回と
仮定する。そうすると“書き込み可能なデータ量”は
3,000×128GB÷1.5（1.5は書き込み効率）＝256TBW

（Tera Byte Write）となる。もし毎日10GBの書き込みを
行なったとしても70年、毎日50GB書いても14年を
要する。Wear Levelingにより128GB全領域がほぼ均
一に使用されるので、たとえ3千回でも膨大な書き込
み量になり、実用上十分な余裕があることが判る。
メカ故障のないことを考慮すれば、HDDの信頼性を
超えていると言える。』
書き換え可能回数にしてもアナログ的な量であり、
明確な限界がある訳ではない。ビット不良が緩やかに
増えるだけであり、初期段階ではECCで救済される。
さらにビット不良が増えればECCで救済不能になる
前に、該当ブロックを使用停止にして、予備ブロッ
クを換わりに使用する。弊社ではさらに様々な多重
の対策を施して、万全の信頼性確保に努めている。
参考文献

1）D. Takashima,“SSD Memory Subsystem Innovation”,
ISSCC2009 Forum, Feb. 8th 2009

2）K. Takeuchi et al., ISSCC 2006. Digest of Technical

Papers, pp.507-516

図7 SSDとHDDの性能比較

図6 NAND I/Oインタフェースの高速化



景気減退の波には勝てず登録参加者数は例年より
3割減の約2300名に留まったものの、ISSCC 2009が
2009年 2月8日（日）～12日（木）にて米国カルフォ
ルニア州サンフランシスコ市で開催された。今年の
会議は、“Adaptive Circuits and Systems”がテーマで
あり、様々な課題を解決しながら発展している半導
体集積回路の今後の取り組みについて良い方向性を
指し示したものと言えよう。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。今年
は、582件の投稿件数に対して採択論文件数は203件
である。投稿論文は昨年よりも一割減ったが、採択
率34.9％と昨年の36.1％と比較してよりきびしいも
のとなっている。

ISSCC概要―オリジナル論文と共に
教育セッションで最新動向をレビュー。

ISSCCは一般的には、今年は2月9日（月）～11日
（水）に 28セッションで発表されたオリジナル論文が
注目されるが、教育セッションも充実しているので
ここで概要を紹介する。最先端の技術動向をどう伝
えるかについて180名に及ぶプログラム委員による熱
い議論の中で、多くの候補の中から厳選されて選ば
れた内容である。チュートリアルは、専門家による導
入的な講義であり10のテーマで開催され、最大4つ
まで聴講できる。アドバンスト回路設計フォーラム
は、回路技術専門家が最新の研究成果を披露し議論
するワークショップであり、各々丸一日を費やし 8つ
のフォーラムが開催された。ショートコースでは、
専門家による 4つの関連した講義である。更には、
イブニングセッションとして、アドバンスト回路設
計フォーラムのように丸一日分には達していないが、
最近の話題のテーマにつき専門家に講演願う7つの
スペシャルトピックセッションと、通常の論点がは
っきりしているテーマについての2つのパネルディス
カッションが開催された。また、ISSCCはネットワ
ーク構築の場としての役割も重要視しており、ソー
シャルアワーとしてワインを片手に幅広い分野の回

路の専門家との議論・懇談の場を用意している。オ
ーサーインタビューでは、発表当日の夕方、セッシ
ョン毎のテーブルが用意され発表者は参加者と直接
議論を交わすことができ、例年より全体の参加者は
減ったものの今年も連日参加者であふれた。次の世
代を育てることにも注意を払っており、ショートプ
レゼン＋ポスタ発表による学生と専門家とのネット
ワーク構築の場としてスチューデントフォーラムが
開催した。

オリジナル論文採択状況―全体件数減の中で
アジアからの採択件数は増加。

図1に示すように、全体の採択件数が ISSCC 2008

の237件から ISSCC 2009では203件と減少するなか
で、アジアからの採択件数は66件から73件へ増加し
ている。この内容を見てみると、図2の組織毎の採
択件数として、世界の中で台湾大、KASIT（韓）、東
芝、NECが上位に位置し、また、日本の大学も慶応
大の4件と大健闘していることがわかる。
全体として投稿件数自体は下がったのであるが、
採択件数が増えたことは、アジアからの論文の質が
向上したことを意味していることになる。この傾向
を継続させて行くことが重要である。ISSCC 2010で
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ISSCC 2009からの報告
河原尊之（㈱日立製作所中央研究所ソリューション

LSI研究センタ 主管研究員）

図1 ISSCC 2009地域別採択論文数



は、おそらく景気は回復しない状況の中で、質をあ
げる努力がより一層大事なことだと考えている。ア
ジアの国毎で昨年との比較では、日本は2件減の33

件、台湾は5件増の18件であり、韓国が昨年同様14

件であった。また、中国本土からは2件（昨年1件）
の採択論文があり、インドからも1件（昨年0件）の採
択論文があった。その他の国別の採択件数を図3に
示す。
なお、初めてISSCCで発表する学生向けにSilkroad

Awardを授与しているが、ISSCC 2009では、中国
の 旦大学と韓国の梨花女子大学からの学生が1人
ずつ選ばれ、開会式で表彰された。しかしながら残
念なことに、今年は中国の方々の米国の入国ビザの
審査に非常に長い時間が必要だった模様であり、
旦大学の学生は学会に間に合うようにはビザの発給
が行なわれず参加できなかった。

プレナリ講演―充実したものと好評
参加者数3割減により、本会議の冒頭のプレナリの

スクリーン数は5面から3面に減った。しかしながら、
4件行なわれたプレナリは充実した良いものであった
との感想が多かった。社会インフラ応用、スケーリン
グの追及が 2件、技術者の将来と内容は多岐に渡って
いる。まず、オランダのNXP社より“Learner and Greener:

Adapting to a Changing Climate Innovation”という題で
の講演があった。LSIの社会インフラ応用の話であり、
建物・装置・照明・運輸・産業でのエレクトロニクス
機器、設備の電力消費を分析し、豊富な削減事例を
示した。ISSCCの参加者にとっては纏まった話を聞
く機会は少ないものの興味が高まっている分野であ
り、会場の反応は良い。これは欧州委員会での審議
を経て選ばれた講演であり、欧州の委員が今後重要
と考えている分野であろう。大きな発展の可能性があ
る。次いで、ISSCCのメインと言える分野から 2件の
発表があった。日立製作所からは、“Adaptive Circuits

for the 0.5V Nanoscale CMOS Era”と題した講演であ
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図2 ISSCC 2009組織別採択論文数

図3 ISSCC 2009国/地域別採択論文数



った。持続可能型社会へ向けた環境に優しい低電力
インフラ・機器を実現するための基盤技術である極
低電圧化回路技術及びデバイス技術のシナリオが示
された。縦型のSOIという内容にいささかどぎもを
抜かれながらも極めてまっとうな解となろう。価値
を生むLSIへ向けた製造技術の方向性でもある。Intel

社からは、“The New Era of Scaling in an SoC World”
と題して、スケーリングについて、ケレン味無く真
っ向から立ち向かった充実した講演があった。トラ
ンジスタとプロセッサと将来展望の3つに分けての話
であったが、トランジスタでは今後のスケーリング
は材料と構造の工夫に取り込むことが重要とした。
プロセッサでは、最近のSRAMや低リーク化、並列
化と適応的な部分動作での進展をレビューした後、
今後はアナログ技術の積極的な取り込みを進めメニ
イコア化と共に多機能化へ進むとした。最後の将来
展望では、リソグラフィ技術、SOI、3次元化、とあ
まり目新しいものは無かったが、最後は生体処理に
学ぶとして話を締めくくった。この部分はこれまで
何度か研究開発のブームが起こった内容である。こ
の講演を機会に再度活性化するかもしれない。今後
の動向が注目される。プレナリの最後は、昨年の脳
型コンピュータと同様、ISSCCのスコープを大きく
広げる試みのものである。今年は、IBM社より「Kids

Today! Engineers Tomorrow?」と題して、技術者の減
少の状況と、これを食い止めるために子供達に技術
への興味を抱かせることが重要としてその取り組み
が紹介された。実験器具を壇上へ持ち込んでの愉快
な公演であった。科学と技術へイメージの差など多
岐に議論も渡り、聴衆を大いに刺激した講演であった。

オリジナル技術論文動向
以下、ISSCC 2009で発表された内容の概要を纏める。
メモリにおいては、大容量化（微細化・超多値化・

3次元化）、高速化（高速インタフェース）、低消費電
力化（高効率電源）、不揮発化（新メモリ）を目指し
た新規回路技術が紹介された。19件の採択論文中、
日本からの8件を含みアジアから13件が採択となっ
ている。日本及びアジアが強い分野である。DRAM

では、三星よりスルーシリコンビア（TSV）を用いて、
2Gb DRAMを4チップ3次元積層することで、最大容
量の8Gbを実現した結果が報告された。また、日立
製作所からは、Sub1V動作という、DRAMの限界を
破るための新しいセンスアンプが報告された。フラ
ッシュメモリの分野では、32Gbが 3チップ、64Gbが

1チップと、SSDへの関心が高まる中、高集積化への
挑戦が相次いだ。発表機関も、Intel、Hynix、東芝、
Sandiskと広がっている。ひとつのセルあたりのビッ
ト数も、2ビットから4ビットまでの技術が報告され
ている。4ビットでは16値のしきい電圧を使うこと
になる。3次元積層SSDシステムとしての課題の解決
についても東大、慶応大よりそれぞれ報告があった。
日本の大学でもメモリ（システム）の研究が活発化し
ていることでもある。SRAMでは、基調講演ともリン
クし、Intelより高誘電体ゲート絶縁膜＆メタルゲー
トを用い、32nm、1Vにて4GHz動作を実現した報告
があった。新メモリでは、東芝より128Mbのチェイ
ン型FeRAMと、NECより磁壁移動型の32Mb MRAM

の報告があった。
環境への配慮から関心が高まる低電力デジタル分
野は、全13件の報告があった。内訳は携帯電話：2、
画像処理：2、認識：2、低電圧回路：2、UWB：2、
MIMO、GPS、チャネルMultiplexer：各1である。特
に今年は、高性能ながら低電力を実現するとして、
Full-HDに対応したチップが耳目を集めた。ルネサス
からは、世界初のFull-HDTV 1080Pの動画像対応携
帯電話用のアプリケーションプロセッサの発表があっ
た。342mWと低電力である。台湾の大学と企業から
も同分野の報告が各一件ずつあった。また、パナソ
ニックからは、ベースバンド処理とアプリケーション
処理の統合チップが報告された。45nm CMOSを用
い、MOSトランジスタの基板制御を含めた内部電圧
制御、パワーゲーティング、間欠動作により、音楽再
生時において15.3mWを実現している。高性能プロ
セッサの分野は、件数は 2008年の 20件に比べて今
年は 8件と減少した。高性能プロセッサチップとし
ての発表は Intelの 4件のみと言っても良い。トラン
ジスタ数は最大の2.3B個に達したが、これらの論文
からは、プロセッサのシステム性能は、チップ間通
信、ビットエラー、クロック分配とパワー供給によ
って制限されてきていることがわかる。日本からは
NECより3D実装によってメモリチップをスタックし、
リコンフィギュラブルなSRAMアレイで動的にメモリ
リソースを配置することで低コストでより消費電力
効率の良いSoCを実現した報告があった。
高速有線通信は、論文を概観すると伝送速度毎に
異なる解の提示が行われている。すなわち、伝送速
度 40Gb/sでは、フロントエンドの試作から、低速側
インタフェース（2.5、10Gb/s）を含めた高機能高集積化
へ推移しており、伝送速度 5～10Gb/sでは、低消費
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電力を目指した回路技術、動的制御を含む符号化技
術の継続検討が行なわれており、また、伝送速度 ～
3Gb/sではLCD、HDMI等への高速通信回路技術適用
が試みられている。更には、超高周波域（～100GHz）
へのCMOS適用に向けた要素技術の開発が行なわれ
ている。無線通信の分野では、第2世代から第3.9世
代までの携帯無線やWLANをカバーするソフト無線
対応レシーバが登場し、また、3バンド対応高集積
UWB-SoCも登場した。更には、集積度の高いミリ波
帯トランシーバが初登場し、全世界で使用可能なデ
ュアルバンド車載レーダシステム対応トランシーバ
や、Blu-rayディスクの映画が1分程度でダウンロード
できる4Gbps伝送60GHzトランシーバなどの発表が
あった。RFそのものでは、65/45nmの先端プロセス
を用いたミリ波 CMOS PA、適応干渉キャンセリング
技術を用いたフロントエンド回路技術などの報告があ
った。
センサ、イメージャの分野では、低ノイズ化基礎技
術開発と共に 3次元集積化やSoC化が進んでいる。
東芝からは3次元構造のイメージセンサの報告があっ
た。有機EL用駆動回路やモバイル用LCDの高画質
化を可能とする超小型10b DACの報告もあった。ま
た、Purdue大からはワイヤレス神経活動計測チップ、
台湾大学（NTU）からは閉ループ制御を可能とする多
チャンネル脳神経活動解析用チップの報告があった。
テクノロジディレクションの分野では、次世代エネル
ギー回路技術として、ユビキタスアプリに向けた環
境発電回路やオンチップ燃料電池、有機回路では、
回路の高速・低電力化、シリコン回路と有機回路と
の結合が報告され、3D積層チップ間通信回路技術の
進化も報告された。更には、人体通信と体内への薬
液供給チップや、ヘルスモニタリングシステムの報告
があり、また、情報処理と信号処理の新しい方向へ
向けて脳処理を模擬する3Dチップ積層型並列画像処
理LSIも報告された。
以上に示したように、今後の進化が窺える様々な
集積回路技術が今年の ISSCCでも発表された。

学会活性化活動
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活

性化活動を行なっている。
ISSCC 2009では、特に各国のIEEE又は他の学会と
の連携を深め、これによる学会投稿の活性化、投稿
論文の質の向上を狙う活動を行なった。日本では、
電子情報通信学会 集積回路研究専門委員会（ICD）
との協業を行った。具体的には、2008年8月の ICD

サマースクールにて、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
いう資料の日本語版を作成し、この説明を行い、ま
た、投稿する予定の題材を参加者に持ち込んで貰い、
ISSCCの日本委員と共に議論する場を持ったりした。
韓国では、IEEE SSCSソウルチャプタ主催の1st Asian-

Pacific Solid-State Circuit Workshopにて、「良い ISSCC

論文の書き方」のオリジナル版の講演ビデオを放映
し、シンガポールチャプタではチャプタチェアの解
説を交えて同ビデオの放映会を行なった。台湾では、
台北チャプタと台南チャプタそれぞれにて同様な会
が開催された。このような活動がアジアからの投稿
論文の質の向上に繋がったと信じている。
プレス会議は11月末から、現地の状況に合わせて
東京、台北、ソウル、上海で行なわれた（図4）。上
海では、復旦大学にておよそ200名の学生を集めて、
ISSCC概況と良い論文の書き方の講演を行なった。
将来の論文発表へ繋がることを期待する。
来年の ISSCCのテーマは、“Sensing the World”であ
り、LSIと実世界との接点を今後のトレンドと見てい
る。2010年2月7日（日）～11日（木）に同地で開催
される予定である。
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図4 ISSCC 2009プレスコンファレンスの様子
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グリーンニューディールで
新エネルギー部材注目

米国は100年に1回といわれる大不況の真只中で新
大統領としてバラク・オバマ氏を選択した。地球温
暖化対策でもブッシュ政権下の一国主義から脱却し、
国際協調路線に復帰するのだ。
石油に依存する経済からの転換を図る歴史的な試
み。それが「グリーンニューディール政策」だ。
1929年の世界大恐慌を克服すべく、かつてルーズベ
ルト大統領はニューディール政策を断行した。テネ
シー川流域の公共工事で民需の回復を引き出す。い
わばケインズ経済理論の実現であり、このスタイル
は、今日に至るまで建設投資を中心とする公共事業
で景気刺激という基本路線につながる。
オバマ氏は、この公共工事の中身を環境／新エネ
ルギーに置き換え、2年間で8000億ドル規模の景気
対策を計画する。公共施設の省エネ化や再生可能エ
ネルギーの普及促進に500億ドルを計上する。
オバマ氏のグリーンニューディールに呼応し、世
界主要国はすでに30兆円の投資を準備している。最
終的には100兆円近い公共投資で新産業創出を狙う。
もはや民間企業の努力では、どうにもならない状況
を各国政府の投資で民需回復につなげる。こうした
オバマ氏の発言だけで株価は大きく動いた。
グリーンニューディールは、まさに世界全体の経

済の構造転換ともいうべき政策であり、軍需・防衛
をコアとする路線から平和・環境に主要国が多く舵
を切ることで、この経済危機を乗り切ろうという画
期的な出来事だろう。中長期的に世界全体では500

兆～700兆円の巨大市場構築が見込まれ、自動車の
300兆円を越えてくるだろう。デバイス業界では太陽
電池、二次電池、パワーデバイス、白色LED、光源
有機ELなどに関心が集まる。

ハイブリッド車促進でパワー半導体急浮上
自動車業界は、いまや底が見えない地獄に落ちて
いる。回復のシナリオは現時点でまったく見えず、
09年の世界新車販売はおそらく10～20％のマイナス
成長となるだろう。世界最強のトヨタ自動車ですら、
出荷台数の2割程度の削減を考えており、09年度の
設備投資については、前年度比30％減で1兆円を切
ってくる。しかし、トヨタの最近の記者会見で、幹
部の放った言葉は、実に重要であった。
「ところで、環境／新エネルギー関連の投資について
は一切手を抜かない。ハイブリッド車に使われる部
材系については、研究開発投資を徹底的に充実させ
る。R&Dは09年度も1兆円以上を投入する。」
つまりは、トヨタはハイブリッド車に使うリチウ
ムイオン電池、パワー半導体などの開発投資、さら
には一部量産投資については、むしろ大不況下にあ
っても積極姿勢を見せるというのだ。
さて、空前の大不況下にあっても、トヨタ自動車
の水面下における世界制覇戦略は進んでいる。もち
ろん生産台数は世界トップに立っているが、さらに
圧倒的な差をつけて抜け出したいとしているのだ。
「トヨタの次世代戦略は、何といってもハイブリッド
車の徹底的な追求にある。簡単に言えば、トヨタは
カローラをすべてハイブリッド車にするつもりなの
だ。言い換えれば、130万～160万円の一般販売価格

半導体産業はグリーンニューディール
政策で復活する！！

泉谷　渉会員

㈱産業タイムズ社専務取締役編集局長
半導体産業新聞特別編集委員
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帯の車を、すべてハイブリッドに換えてしまう。別
の言い方をすれば、今後10年間、トヨタの生産台数
の6～7割をハイブリッド車に換えてしまう。これで
はっきりしていることは、こんなことをやられてし
まったら、GMやフォードなどは、つぶれてしまうと
いうことだ。」（アイサプライジャパン　副社長　南
川　明氏）
実のところ、このハイブリッド戦略はトヨタだけ
ではないのだ。この話をホンダの首脳部にしたとこ
ろ、「うちなら120万円で作ってみせる。ほえづら、
かくな」とまで言っていた。それを実証するかのよ
うに、ホンダは2009年早々に、なんと189万円のハ
イブリッド車を市場に投入した。日産自動車もまた、
トヨタやホンダの戦略に追従していくのは間違いな
いだろう。CO2排出量について言えば、トヨタのプ
リウスの場合、ガソリン車に比べて25％も減るわけ
であり、やっぱりエコなのだ。
さて、ハイブリッド車普及に対して、一番根幹を
占める部材は、パワー半導体だ。パワー半導体は、
電流の上げ下げや、交流から直流への転換、電流の
流れを整えるのに使う。半導体は一般に、動作時に
配線部分に電流が流れて損失を生じるが、パワー半
導体はその損失を低減する。ゆえに省エネ半導体と
して、環境配慮の時代にマッチングしているのだ。
これまでは、エアコンや家電製品、鉄道、産業機械
などに使われることが多かった。しかし、パワー半
導体はエキサイティングな領域に入ったのだ。太陽
光発電、バイオマス発電など、新エネルギーの発電
設備やハイブリッド車など次世代自動車の燃費向上
のためのモーター制御に市場が拡大している。一方
で、ノート型パソコンや、各種モバイル製品のバッ
テリーや電源部分で省電力効果が期待され、パワー
半導体の用途は高まる。ちなみに、国内で一年間に
販売されるエアコンのすべてにパワー半導体部品を
搭載すれば、原子力発電所1基分の省エネルギー効
果があるというのだ。
自動車大手の幹部にこうした質問をぶっつけてみ
た。もし、ハイブリッド車中心の戦略をとるとすれ
ば、今後パワー半導体の新工場はどれくらい必要で
すか、というものである。返ってきた答えに仰天さ
せられた。
「我が社だけでも23棟のパワー半導体新工場が必要に
なるだろう。しかし、私のところは車屋で、半導体
メーカーではない。内作分として2～3棟分は作るか
もしれないが、後は半導体メーカーさんが作ってく

れるでしょう。日本の他社も加えれば、三十数棟の
パワー半導体新工場が必要になるのかもしれない。」

IGBTは三菱電機と富士電機で
世界シェア半分

さて、パワー半導体のマーケットはどうなってい
るのだろう。汎用パワー半導体については、1兆2000

億円程度であるが、カスタムまで加えればすでに2兆
5000億円レベルにあると思われる。世間で大騒ぎし
ているフラッシュメモリーの市場はせいぜい1兆5000

億円であり、すでにこれを抜いてしまったのだ。今
後も6～7％成長を持続し、3兆円を突破するのは時
間の問題だ。
「パワーデバイスは、近い将来に、メモリーなど鼻で
笑い飛ばす存在になるだろう。ハイブリッド自動車
に多く搭載されるだけではなく、中国やインドなど
の人口の多い国で出荷されるエアコンにも今後多く
入っていくだろう。潜在的成長力という点で、パワ
ー半導体は多いに期待できる。」
これは、パワー半導体向けの装置、材料を多く提
供する渡辺商行の中島崇樹役員の言葉ではある。と
ころで日本企業は、このパワー半導体の分野で世界
の約30％を占めるメジャーだ。特に IGBTと呼ばれ
る最先端パワー半導体においては強さがきわ立って
いる。この分野でトップは三菱電機であり、世界シ

IGBT生産ランキング
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ェア32.7％、同2位は富士電機であり同14.2％。な
んと、この日本の2社で世界シェアの半分近くを占
めているのだ。パワー半導体は、それほどの微細加
工を使わないため、一見してやさしいように見える。
しかし、一般的な半導体が、シリコンの表面しか使
わないのに対し、シリコンの厚みすべてを使うため
に、作るのは非常に難しいのだ。このため、参入メ
ーカーはある程度限られている。
フラッシュメモリーでサムスンと覇権を競ってい
る東芝は、主力の四日市工場から8インチラインを
次々と石川県に運び込んでいる。そこには何がある
のか。パワー半導体の量産拠点である加賀東芝エレ
クトロニクスという製造会社だ。また、国内2番手
のルネサステクノロジは、武蔵工場、高崎工場など
にある8インチウエハーを次々と四国の西条工場に運
びつつある。かつてDRAMというメモリーの一大量
産拠点であった西条工場を、パワー半導体の新たな
拠点としていく考えだ。「メモリーからパワーへ」と
いう新たな運動論が始まりつつあるのだ。

新エネルギーの太陽電池ブーム到来
1954年に米国・ベル研究所で単結晶シリコン太陽
電池は開発された。半世紀を経た現在でも結晶シリ
コン太陽電池は主流で、全体の8割を占有している。
薄くスライスしたシリコンウエハーを使用しており、
ウエハーの厚みは年々薄くなっていく、現在の主流
は180µmとなっており、150µmが限界と言われる。
開発目標は100µmとされている。
ところが、この結晶シリコン太陽電池には、変換
効率という点で、大問題がある。つまり、発電した
電気を取り出す電極面積が太陽光の入射を妨げる大
きな要因となっており、このロスは全体の44％にも
達する。電極の幅を細く、高くするためには高性能

な電極ペーストが必要であり、各社とも技術開発を
続けている。
この結晶シリコン太陽電池のもう一つの欠点は、
シリコンを大量に使わなければならないということ
だ。シリコンは周知のように、半導体ウエハーの原
材料でもあり、つい最近までは半導体業界が12イン
チ（300mm）ウエハーを使ったLSIの増産に追われ
ているとう事情があった。このため、原材料である
多結晶シリコンは、おおよそ15～20％は常に不足し
ていると言われていた。要するに、半導体増産のた
めに、太陽電池向けにタマが回ってこないのだ。
こうした事情から、シリコンをできるだけ使用しない
というソリューションが出てきた。それが薄膜太陽電
池（アモルファスシリコン太陽電池）であり、結晶シリ
コン太陽電池に比べてシリコンの使用量は100分の1

で済むのだ。この薄膜太陽電池は、モノシランと稀
釈ガスをプラズマで分解し、基板上に堆積する。低
温プロセスでも大面積化が可能であり、夏場の高温
時でも発電効率は低下しない。ただ、最大の課題は、
既存の結晶シリコンに比べて変換効率が低く、現状
では製造するための真空装置のコストが高いことだ。
我が国ではカネカが80年代から一貫して、アモル
ファスシリコン太陽電池を生産している。九州では
三菱重工業、富士電機システムズが量産に取り組ん
でいる。これまでの結晶シリコン太陽電池メーカーも
薄膜への参入を狙う。シャープは大阪・堺に1GWのラ
インを建設し、全世界で6GWの量産体制構築を計画
している。三洋電機も開発センターを設置し、2012年
までに市場投入する予定だ。また、世界トップのドイ
ツのQセルもアモルファスシリコン、CIGS、CdTeと
いった様々なタイプの薄膜電池の子会社を立ち上げ、
2010年には400M～600MWの生産を見込んでいる。
さらに、シリコンをまったく使わない太陽電池も
登場してきた。それは、CIGSと呼ばれる化合物太陽
電池であり、銅、インジウム、セレンが基本元素と
なっている。光吸収がシリコンの100倍、アモルファ
スの10倍であり、3キロワットのCIGSで使用する3

元素の量はわずか250gで結晶シリコンの15kgに対
し、圧倒的な軽量を達成している。ただし、こちら
もまだまだ変換効率が低い。
これら3タイプの太陽電池の先にあると言われるの

が、有機太陽電池だ。現時点でもっとも安価と言わ
れており、色素増感型と有機薄膜型がある。基本的
には製造プロセスにおいて、真空装置が不要であり、
安い樹脂基板に印刷プロセスで成膜する。ボトルネ
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ックは、変換効率の悪さで、4～5％にとどまる。
しかし、ここに来て有機太陽電池の商業化を産学
連携で切り開こうとする試みが多く見られるのだ。
フジクラ&東京理科大、TDK&岐阜大、新日本石油&

東大先端研、イデアルスター&東北大、カネカ&大
阪大、日立製作所&京大など枚挙にいとまがないほ
どだ。その他では、山形大学の城戸淳二教授が有機
EL（電流を光に変える）からのアプローチで、有機EL

の逆となる有機太陽電池（太陽光から電流を取り出
す）の開発を構想中だ。要するに、有機太陽電池の
開発競争は、企業だけではなく大学間の激しい戦い
ともなっているのだ。どの大学が一番はじめにブレ
イクするか、という点に業界の関心は集まっている。

130年ぶりの新照明革命は
10兆円マーケット

オバマ氏のグリーンニューディール政策を進めるう
えで見逃せないことは、新照明革命を推進していくと
いう動きだ。思えば、現在の電球は1879年、かのト
ーマスエジソンが発明して以来、130年間変わってい
ない技術なのだ。これを徹底的な省エネ型に変えると
いう革命的な出来事が今、始まろうとしている。
照明によるCO2排出は、日本で5700万 t（全体の

4％強）にも達しており、これを急速に削減すべく、
かつて福田康夫首相は、地球温暖化対策「福田ビジ
ョン」を発表し、2012年度をめどに、すべての白熱
電球を省エネ電球に切り替えることを表明した。省エ
ネ型電球の代表格としては、LED（白色発光ダイオー
ド）照明と、電球型蛍光灯があり、近い将来には光
源有機ELもこれに加わってくるだろう。新照明革命
は、当然のことながら、日本だけのことではない。オ
ーストラリアやフランスでも2010年をめどに、白熱
電球の使用を一切禁止する政府方針が示されている。

ところで、世界の一般照明は約3兆～4兆円。特殊
照明（自動車、信号、携帯電話、パソコンなどの電
子機器の光源、屋外照明など）は2兆～3兆円があ
り、これが白色LEDや有機ELに変わっていけば、7

兆円前後の巨大市場が生まれてくる。
また、新照明革命で見逃せないのはアフリカ市場
だ。アフリカを中心とする16億人は、いまだに電球
の照明を持っていない。油とタイマツで暮らしてい
るのだ。
なんと、世界人口の4分の1が近代型照明を持って

おらず、これでは真の意味でのグローバリゼーショ
ン経済などできるわけがない。
ところで、いまさらアフリカに原子力発電所や火
力発電所を雨あられと作ることが可能だろうか。地
球環境保護という観点で、それは許されないだろう。
そうなれば、どういう手段をとるのか。答えはひと
つしかない。太陽電池で取り込んで、電気二重層キ
ャパシタ、またはリチウムイオンキャパシタで蓄え
て、白色LEDまたは光源有機ELで光らせる。こうし
た新たな照明モジュールか、照明システム以外にソ
リューションはないのだ。

最大のピンチは最大のチャンス
100年に1度の大恐慌とも言うべき、世界同時不況
は最大の経済危機であるが、同時に100年に1度の新
産業革命を引き起こす可能性が強い。言うまでもな
く、今回の新産業革命はオバマ氏提唱の環境／新エ
ネルギーがキーワードだ。
ヨーロッパを覆った大不況の中からワットの蒸気
機関車が登場し、産業革命が起きた。100年前には、
やはり大不況の中でT型フォードが登場し、自動車
革命を起こした。

1947年12月23日、米国・ベル研究所においてトラ
ンジスターが誕生する。この時は太平洋戦争の傷跡
が世界各国に残り、もちろん大不況であり、いわば
焼け跡の中からトランジスターは生まれた。これが
60年後に30兆円の巨大な半導体市場を構築すると
は、誰が考えただろうか。
現状は出口のない不況地獄の中にあるが、ここか
ら新産業、新技術が誕生することは確実であり、半
導体をコアとする IT機器においても、環境／新エネ
ルギー革命の影響を大きく受ける。地球環境保護の
ために、ついに人類は本気で立ち上がらなければな
らないと考えた。その時、すでに21世紀の新産業革
命は始まっているといえよう。



はじめに

本年の春季見学会はエネルギー関連に着目し、省
エネルギーのキーデバイス工場の三菱電機㈱パワー
デバイス製作所とクリーンな電力を供給する玄海原
子力発電所を見学した。三菱電機は福岡空港から約
25分と至便な福岡市西区の今宿 ICに近く、パワーデ
バイス・モジュールの拠点工場です。経済環境が大
変厳しいなか、多方面からのご協力をいただき、総
勢は17名で開催しました。

三菱電器㈱パワーデバイス制作所（4月16日）

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

歴史はかなり古く1944年、長崎製作所の分工場と
して福岡工場が設立、ICのあゆみは1978 年、バイポ
ーラICの組立を開始、パワーデバイスは1981年、北
伊丹製作所の福岡半導体工場として生産を開始して
おります。現在はパワーモジュール製品の一貫拠点
として、モジュール組立て、設計、開発、営業、品
質・生産管理を担っています。2008年度には産業用
IGBTモジュール組立ラインを稼動させ、また、今後
DIPIPM™についても能力増強の方針で、そのマザー
工場の役割を担っています。従業員数は約500名です。
【モットー：着実な歩みが社会への貢献を生み、未
来を予感させる。】 時代の要請に応じたパワーモジ
ュールなどの多種多様な製品を送り出し、国内外か
ら注目されております。

生産品目・特長

産業・電鉄用、自動車、家電用や太陽電池、風力発

電などの IGBTモジュール／ IPM、DIPIPM™、HVIC

ほか多種・多様な製品群を誇る。

DIPIPM™と IGBTモジュールのラインを二班で見
学した。組立ラインは長年の工夫改善が積み重ねら
れたノウハウの固ま
りであった。生産方
式を生み出し、発展
させ、築きあげられ
た生産技術力を見
た思いでした。

今後の期待

現在、足元は消費不況で家電向けなどは厳しいが
中・長期的には、環境・省エネの世界的な高まりで
製品の見通しは明るいと感じた。特に、電鉄用など
のパワー半導体・モジュールは世界市場で熾烈な競
争を繰り広げる半導体業界にあって、その高い競争
力を堅持したいと願うばかりだ。
本見学会に際して万全な準備、本当にありがとう
ございました。感謝とお礼を申し上げたい。
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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―

工場概観

パワーモジュール

記念撮影

説明会（Q&A ）



玄海原子力発電所・エネルギーパーク（4月17日）

http://www.kyuden.co.jp/genkai_index.html

名勝「虹の松原」に隣接する、唐津シーサイドホ
テルに宿泊、翌日約40分の距離にある、玄海原子力
発電所の付属施設のエネルギーパークと訓練センタ
ーを見学した。（所内はセキュリティ上見学できない。）

地球温暖化防止の二酸化炭素（CO2）排出削減策と
して、クリーンな電力を供給する原子力発電の再評価
が進んでいる。国内ではすでに運転中が55基あり、建
設中・着工準備中が13基ある。（平成18年10月現在。）

見学記（エネルギーパーク・訓練センター）

九州電力では6基が稼働中で内4基が玄海にあり、
平成17年で総発電量の44％を原子力が占めている。
1号機は昭和50年に稼働後34年を経過、また4号機
は平成9年に稼働を開始している。玄海は4基とも加
圧水型といわれるもので燃料には低濃縮ウラン（約
4％）を使っている。

発電の原理：ウランの核分裂で発生した熱で熱水を
作り、別系統の水を蒸気に変えてタービンに送り発
電する。 訓練センターを見学中に新卒社員と思われ
る方々が見えた。原発は万が一の事故に備えて、ハ
ード・ソフト面から様々な安全システムが構築され
ているが、最後は人による判断である。事故発生時、

冷静に対処できるように訓練を積み重ね、優れたオ
ペレータになって欲しいと願って訓練センターを後
にした。

おわりに：ミニセミナーと懇親会

先回から、懇親会時に自己紹介を自社HPで行って
いる。今回はさらに運営委員によるミニセミナーを
行った。鎌田委員は㈱クリーン・イーのディーゼルエ
ンジン発電機排気ガス浄化装置を、堀内委員はMEMS

のDLPを行った。参加者からは大変勉強になったと
の感想をいただいた。唐津湾に浮ぶ島々の明かりの
瞬きは綺麗でした。語らい～懇親を深め～大変お疲
れさまでした。
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原子力発電所（奥側に4基が見える）

原子炉模型・核分裂アニメ映像

エネルギーパークにて

ミニセミナー

自己紹介の様子
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6．ノンラッチアップIGBTの開発（つづき）
最初に試作したロットの特性が良かったのはイオ
ン注入でN＋バッファを作成したことで高濃度で2µm

程度の薄いN＋バッファが実現できたためでした。
2回目にエピウェハの作成を同じ課にお願いしたら、
IGBTの重要さが認識されたためか、問題なく高濃度
P＋基板上にN型のエピが成長できると言われ、次か
らは20µm程度の厚いNバッファに変わりました。こ
れによって特性は悪くなるのですがコストの観点か
らこの方法で行くことにしたのです。
さて、せっかく作成した最初のIGBTの特徴であっ

た薄いN＋バッファはRCAに先に発表されたため、
もっと大きな目標を設定することにしました。それ
はラッチアップしないIGBTの開発です。そこで、意
識的にラッチアップを防ぐ対策を行いました。それ
は特性が少しくらい悪くなってもラッチアップしな
い構造を作ろうと決めたことです。寄生のサイリス
タがラッチアップする電流密度とMOSチャネルから
制限される素子の飽和電流の大小関係に注目し、ラ
ッチアップする電流密度より素子の飽和電流を小さ
くする設計を意識的に行いました。素子に流れる電
流がラッチアップする電流密度を絶対に超えなけれ
ばラッチアップしないわけです 11）。これを実現する
ためチャネルの一部を切り取り飽和電流値を下げ、
そこに正孔電流が容易にソース電極に抜けられるよ
うな低抵抗のバイパスを形成し、ラッチアップ電流
値を増大させたのです。正孔電流が流れることでお
きる電圧降下がPN接合のビルトイン電圧を超えなけ

ればラッチアップは起きないからです。これで特性
は少し悪くなりますが、ラッチアップしない図3の構
造のIGBTが実現できました。
一旦ラッチアップしないIGBTが実現すると、最初
に述べたように IGBTも負荷短絡に持つことがわか
り、バイポーラトランジスタを置き換えられるIGBT

が実現可能とわかったのです。これ以降の開発は一
直線に進みました。そして、世界初の大電流 IGBTの
製品化へと繋がり、多くのメーカがIGBTの開発に参
入することになったのです。
ラッチアップしないIGBTを開発しようと考えたの
はBaligaが特性が悪くても IGBTの原理を論文発表し
たように、たとえ特性は悪くても原理を最初に示す
ことの重要性を教えられたからでした。

7．デバイスシミュレータの効能
IGBTの開発にあたってデバイスシミュレータは設
計に大いに役立ちました。いかにも見てきたように
内部の電子・正孔の分布がわかり、動作原理を絵に
描くように教えてくれたからです。
特に（1）電子電流と正孔電流が如何に流れるか、

（2）ゲートポリシリコン幅が広がるとオン電圧が何
故低下するか（3）ターンオフ時にキャリアが如何に
振る舞うかを解析することでラッチアップする電流
値がゲートポリシリコン幅に逆比例すること 12）や、
ターンオフ時のアバランシェ耐圧が正孔電流の存在
で減少すること 11）など IGBT開発当初から高度な解
析が可能となりました。
ラッチアップ電流はポリシリコン幅が広くなると低
下することから金属ゲートが存在する部分の広いゲー
トポリシリコンの下はP＋拡散で覆いました。ターンオ
フ時の正の電荷N＋はドナー濃度に加えて正孔電流JP

が流れる分だけ増加するため耐圧VBDが次式に示すよ
うに実効的に下がることを1985年に発表しました11）。

N＋＝ND＋JP/qVs

VBD＝60（EG/1.1）1.5（N＋/1016）－ 3/4

当社で開発したパワーデバイスシミュレータ

中川 明夫（㈱東芝セミコンダクター社 首席技監）
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IGBT開発の経緯（後）

図3 最初のNon-Latch-Up IGBTの構造



TONADDEII13）は以下のような変遷をへて市販のシ
ミュレータ導入まで有効さを発揮したのです。

1981年　TONADDE I 1次元モデル開発
1982年　TONADDE II 2次元モデル開発
1987年　効率的な反復解法 ILUBCGの導入
1991年　TONADDE IIC 外部回路機能追加

8．最初の製品化
実際の製品化はまた別の力学で進みました。開発
は総合研究所、製品・商品化は事業部という区分け
がありました。私たちの総合研究所ではPベース拡散
は5µm程度に浅いものを用い、リソグラフィーのあわ
せ精度もキャノンのPLAを用いたため当時のマニュア
ル合わせの限界であるコンタクトエッジからポリシリ
コンのエッジまで7µmであったと思います。また、P

ベースの幅30µm、ゲート幅は20µm、セルピッチは
50µmと最初のIGBTは大きなセルピッチでした。しか
し、工場での生産性を考えたらPベース拡散深さは
10µm、コンタクトエッジからポリシリコンのエッジ
まで10µmというゆるい精度で当時の担当者である秀
島氏が設計しました。チャネル長が長くなったためチ
ャネルを切るまでもなく飽和電流値が下がり、Pベー
ス拡散を深くしたためにシート抵抗値が下がりラッチ
アップ耐量も増えたため自然にノンラッチアップ構造
になったのです。総合研究所と事業部の考え方の差で
自ずと最終設計構造は異なったのです。これ以外のラ
ッチアップ防止対策は総合研究所の思想をそのまま継
承して1985年最初の製品500V25A、2in1のモジュー
ルが製品化（図4参照）されたのです。

9．IGBT特許
IGBTの基本特許は現在ではBecke等が1980年に出願
したUSP4364073となっていますが、これには裏話があ
ります。「いかなる動作条件下でも寄生サイリスタが
ラッチアップしない（no thyristor action occurs under any

device operating conditions）」と言う限定をつけることで

IGBTの特許を成立させたのです。実はそれ以前にJ. D.

Plummerが1978年に横型MOSサイリスタ構造でIGBT

の動作モードを確認、論文発表し 14）、特許出願しま
す。PlummerはBeckeより早い出願であったためサイリ
スタ構成でのIGBT動作の特許15）を取得できましたが、
その動作条件にはサイリスタ動作のモードが同時に共
存するということを含んでいたのです。1984年、ラッ
チアップしないIGBTが実現したことでサイリスタ動作
を完全になくしたBecke特許がIGBTの基本特許になり
ます。現在のIGBTはラッチアップしないIGBTを実質
上意味していますが、開発の当初はサイリスタ構造で
トランジスタ動作をさせることがIGBTであり、寄生
サイリスタ動作の完全な排除ということは意識されて
いなかったと言って良いのです。実際、BaligaがIGBT

の発見と言っているのはMOSサイリスタがIGBT的に
動作することを発見したことを指して言っているので
す。Beckeの特許はこのようなサイリスタでのIGBT動
作が公知であったため「no thyristor action occurs under

any device operating conditions」と言う限定をつけなけれ
ば特許化できず、逆にこれが幸いして基本特許に位置
づけられるのです。しかし、いかにそれを実現するか
は述べられていません。
一方、東芝総合研究所ではラッチアップしない

IGBTの基本特許の取得を目指し、20件以上の継続、
一部継続の米国出願を繰り返しました。その結果、
数値限定したIGBT特許から、数値限定を省いた飽和
電流とラッチアップ電流の大小関係に基づく特許、
ストライプ構造の特許など10件以上のUSP取得に成
功しました 16）。特許取得には発明者の執念と努力が
重要かつ必要です。

10．1800V高耐圧IGBTの開発
1983年4月から1985年3月までで600V、1200Vの

IGBTの開発が終了し、1985年4月からは1400V以上
のIGBTの開発に着手しました。当時同じ電子部品研
究所の内部で新保氏のグループがシリコンウェハを
直接張り合わせる直接接合技術 17）を開発し、エピに
代えてウェハ接合技術を用いた高耐圧 IGBTの開発に
着手しました。あまりクリーンネスが確保されてい
ないクリーンベンチで接着したウェハは拡散炉でア
ニールするとウェハの2、3箇所で火山が噴火したよ
うに穴が開いたのです。それでも一度アニールすれ
ば以後の噴火はなくウェハを洗浄してその上にIGBT

を作成できました。張り合わせる位置は（1）Nバッ
ファとPエミッタ界面、（2）Pエミッタ内部と2種類
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図4 最初に製品化したIGBTモジュール



26
半導体シニア協会ニューズレターNo.63（’09年7月）

を行いました。（1）はNバッファ拡散を行ったウェ
ハにP＋基板を接着し、（2）はNバッファと浅いP＋

拡散を行ったウェハにP＋基板を接着することで実現
しました。（1）は事業部で、（2）は総研が担当しま
した。接着界面に多量の欠陥が存在するため、特に
（1）はPエミッタの注入効率が下がり良好な特性を
実現し、実際に製品化まで進みました。総合研究所
では1800V IGBTを開発し論文発表を行いました 18）。
高耐圧素子になるほど最適なポリシリコンゲート
幅が広がるため、1800V高耐圧 IGBTでは最適なポリ
シリコン幅が40µm以上に広がり、ゲート幅が100µm

と広いIGBTの試作も行いましたが、ラッチアップ電
流値が低下してゲートポリシリコン幅の最適化に苦
労したことを覚えています。当時は露光技術が稚拙
で微細加工が思うようにできず、ラッチアップ電流
値を大きくできなかったためです。その後、エピウ
ェハの価格が下がり、接着ウェハ使用のメリットが
なくなりました。

11．GTO置き換えへの取り組みと
IE効果の発見

IGBTでバイポーラトランジスタの置き換えが確実
となったころ、次はGTOのMOSゲート化であるとい
うことが合言葉になりました。1989年頃、GTOを
MOSゲート化する研究開発が総合研究所で始まりま
した。IGBTを2500V以上に高耐圧化することは電圧
降下が高くなりすぎて無理というのが当時の一般的
な見解でした。そこで、GTOのゲート・カソード間
をMOSFETでショートして電流を切るMOSGTO構造
など最適な素子構造を探索する時期が数年間続きま
した。当時の私はSOIウェハを用いた1チップインバ
ータ ICの開発が本務であり、傍らでデバイスシミュ
レータを用いて次世代GTOの新構造探索のための2，
3人のチームをまとめる立場にありました。

GTO構造のMOSゲート化は遅々として進展しませ
んでしたが、デバイスシミュレータによる検討は意
外な展開を迎えました。1992年、トレンチIGBTでト
レンチで挟まれるメサの幅を狭くし、ゲートとなる
トレンチ幅を広くした構造の IGBTは4.5kVでもGTO

並みにオン電圧が低いことを北川氏が見出したので
す。IGBTでもサイリスタと同様なU字型のキャリア
分布が実現可能なことがわかりました。この計算内
容を詳細に検討してまとめた結果を1993年の IEDM

で IEGTとして発表しました 19）。今で言う IE効果の
発見でした。これはデバイスシミュレータの有効性

を示した最も良い事例のひとつです。この発見が契
機となって、2000年には4.5kVの IGBTが製品化され
ることになり、GTOの置き換えが実現しました。
開発当初、IGBTは高耐圧にも向いていると考えた
ことが実現したわけです。しかし、GTOの置き換え
には IGBTの開発から実に15年の開発期間を要しま
した。それは4.5kVのような高耐圧 IGBTは素子の電
圧降下が大きくなりすぎてしまうという既成概念の
打破に時間を要したためでありました。

12．将来展望
エネルギー問題、地球温暖化などの環境問題が注
目を集めています。電力を効率よく使いムダをなく
して、これらを緩和する有力な手段としてパワーエ
レクトロニクスが注目を集めています。その有力素
子が IGBTというわけです。IGBTは1990年代、およ
び21世紀になってからも特性の改善が進みました。
主な技術は電子の注入を促進して電圧降下を下げる
IE効果と高速化を実現するため薄いウェハを用いる
技術です。最近は薄いウェハを用い、イオン注入で
低濃度のP層を形成して正孔の注入を抑え、ライフ
タイム制御を使わずに温度によらず高速化を実現す
る手法に変わっています。このようにIGBTは今後も
特性の改善が期待できますが、SiCのような新材料を
採用することで大幅な特性の改善を行う動きも出て
きています。より良いパワー素子が生まれることで
パワーエレクトロニクスの進展が加速されれば、地
球温暖化などの地球環境やエネルギー問題の解決に
大きく貢献することが期待できます。
参考文献
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1．まえがき
ソニーの前身である設立間もない小さな東京通信工
業が米国ウエスタンエレクトリック社（WE社と略す）
とトランジスタの技術特許契約を締結したのは1953年
（昭和28年）のことでした。当時はラジオには使えな
い低周波用トランジスタしかありませんでした。
井深大氏（社長）がアメリカに行かれてWE社の
昼食会で、トランジスタは補聴器ぐらいの低周波用
にしか使えないと言われていた時に、ラジオを作る
と発言し一斉に笑われたそうです。
当時日本ではミニチュア真空管を使用したポータブ
ルラジオの全盛時代で、A電池（低電圧の真空管のフ
ィラメント用）とB電池（高電圧の真空管のプレート
用）を使用していましたが高価なB電池のもちが悪
く、もったいなくて、もったいなくてスイッチを入れ
たり切ったりして聞いていたものでした。井深さんの
目的は個人一人ひとりが持つことのできる小さなトラ
ンジスタラジオだったのです。トランジスタは低電圧
小電流で働きますから電池の心配もなく、また寿命も
極めて長く小型化できると考えたに違いありません。

2．ゲルマニウムトランジスタの製造工程
私が東京通信工業に入社したのは1954年（昭和29

年）4月でした。その時にお聞きしたのはWE社から
の「トランジスタ・テクノロジー」という技術書を
岩間和夫氏（後のソニー社長）が中心となって先輩
の方々が一生懸命勉強し、いよいよ実行段階になっ
たということでした。私たち新入社員は先輩方の準
備した装置の使い方の指導を受けながら活動を開始
しました。私の担当は二酸化ゲルマニウム（GeO2）
の還元からアロイ型トランジスタ用とグロン型トラ
ンジスタ用の単結晶の製造でした。
2.1 GeO2の還元

輸入した白い粉末状のGeO2を輸入した高純度のグ
ラファイトで作ったボードに入れ水素還元炉の温度
を965℃までゆっくり上昇させながら長時間かけて
Geインゴットを作ります。

そのインゴットの電気抵抗率を測定することで大
凡99.99％の純度であることがわかります。当時のGe

インゴットの値段は純金よりも高価になり、これを
扱う私の作業意欲も非常に高く時たま発生する小さ
な粒や欠片も指先を舐めて回収したものでした。
2.2 Geインゴットの更なる精製

トランジスタ用の単結晶を作るには更なる精製が
必要で、国産の高周波加熱装置とゾーンリファイニ
ングという技術で純粋なGeインゴットになるまで精
製を繰り返します。そして電気抵抗率を測定し純度
が99.99999999％になっていることを確かめます。
2.3 アロイ型トランジスタ

pnpアロイ型トランジスタの場合は最初に純粋なGe

インゴットにn型になる不純物アンチモン（Sb）をド
ープしゾーンレベリング法か、引き上げ法でn型の単
結晶を作ります。その単結晶からトランジスタのベー
スとなる部分を切り出し表面化学処理後、p型になる
不純物インジウム（In）のペレットを両面からアロイ
し、pnp接合を作製し各層にリードを取り付け組み立
てればpnpアロイトランジスタが出来上がります。
2.4 グロン型トランジスタ

グロン型トランジスタにはダブルドープグロン型
とレイトグロン型がありますがレイトグロン型は省
略します。npnダブルドープグロン型トランジスタの
場合は、最初に純粋なGeインゴットにn型になる不
純物Sbをドープし、単結晶のシードを用いてn型の
単結晶を成長させながらp型になる不純物ガリウム
（Ga）をドープしp型層を成長させながら、再度n型
になる不純物Sbをドープしn型層を成長させます。
完成した単結晶からnpn層を有する部分を棒状に切
り出し、表面化学処理後に各層にリードを取り付け
組み立てれば完成です。

3．npnダブルドープグロン型
トランジスタの開発

3.1 グロン型単結晶の製造装置

グロン型単結晶を成長させる引き上げ機は精密な

木内　賢（ソニー学園湘北短大名誉教授、
元ソニー㈱）

ことはじめ 

半 導 体 

ラジオ用ゲルマニウムグロン型
高周波トランジスタの開発
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引き上げ機構、引き上げ軸を回転させる機構、不純
物をドープする機構とその他必要な機能を備えた精
密機械です。設計製作は茜部資躬氏でした。引き上
げ機内でGeインゴットを加熱融解する高周波加熱装
置（米国ウエスチングハウス社製）と融解温度精密
制御装置（米国リーズアンドノースラップ社製）を
連結稼動させたのは岩田三郎氏でした。

3.2 グロン型単結晶の製造

グロン型単結晶の構造設計は私の直接上司の塚本
哲男氏でした。私はこれらの装置を駆使して安定した
グロン単結晶を成長させる引き上げ速度と温度を組み
合わせた製造プログラムの開発に全力を注ぎました。
引き上げシードの結晶軸はグロン単結晶の外形が角丸
の六角形になる（111）を選びました。主な理由は単
結晶に成長し易いことと外形が円形に近いので、回転
させやすく温度分布も安定すると考えたからです。
高純度のグラファイト坩堝にトランジスタのコレ
クタになるn型部分から引き上げるために65グラム
の高純度Geインゴットとn型濃度が1×1015cm－ 3位
になるようにSb-Geアロイを加え加熱融解します。
温度が安定したらシードを回転させながら融液にな
じませ温度を少しずつ下げながら引き上げn型部分を
成長させていきます（図2）。
直径が30mmになるまで成長させ、温度と成長速
度が安定したらベースドーパントとしてGa-Geアロ
イをp型濃度が5×1015cm－ 3位になるようにドープし
数秒後にエミッタドーパントとしてSbをn型濃度が

8×1017cm－ 3位になるようドープし、温度を下げな
がら引き上げスピードを上げながらエミッタ部分が
npnバーを切り出すのに十分な長さだけ引き上がった
ら、この結晶を融液から引き離し冷却してから取り
出し、シードから切り離します。

3.3 グロン型単結晶の評価

引き上げたグロン単結晶がトランジスタになり得る
かどうか評価する必要があります。先ず単結晶から直
径方向に沿って縦に断面となるように薄片を切り出し
その両面が平面になるように丁寧に研磨しておきます。

（1）単結晶本体のコレクタ部分の電気抵抗率測定
1.5Ωcm前後

（2）単結晶本体のエミッタ部分の電気抵抗率測定
0.008～0.01Ωcm位

（3）ベース層が出来ているかどうかの目視検査
研磨しておいた薄片を軽くエッチングし多数を目
視検査した結果、直径30mmのグロン単結晶の周
辺から5～6mmの範囲のベース層の全てがつぶれ

図1 引き上げ機の全形

図2 n型部分が成長し始めたところ

図3 単結晶から断面となる薄片の切り出し
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ているのです。npnバーの切り出せる有効面積は
35％から45％しかなかったのです。

（4）ベース層の厚さ測定
薄片を再度研磨しコレクタ部とエミッタ部に測定
電極を取り付け電気機械的に2µm単位で測定する
のです。15µm～25µm位が望ましい厚さです。

3.4 グロン型npnトランジスタの組立

評価が終了したグロン型単結晶から細いnpnバー
を切り出し化学処理後、n型のコレクタ端とエミッタ
端をヘッダーの2本のリードにそれぞれ半田付けしま
す。最も重要なp型のベース層への接続は直径25µm

のGa入り金線を、ベース位置を探りながらパルス電
圧を加えボンディングします。わずかに溶解した部
分はベース層のみならずコレクタ層エミッタ層にも
広がりますが、急冷されるのでベース層にはオーミ
ックコンタクト、コレクタとエミッタ層に対しては
Ga入り金線との間にpn接合が形成されるのでコレク
タとエミッタ層がショートすることはなくnpn接合は
健在しトランジスタとしての機能には全く問題はあ
りません。このGa入り金線の片方をヘッダーの3本
目のリードに取り付けます。
ベース層のできている部分で組み立てたトランジ
スタ（2T5型と命名、図4）のα遮断周波数は一番高
いものでも3メガヘルツ位しかありませんでした。

1個の単結晶から切り出せる npnバーの数も少な
く、組み立てた中から3メガヘルツ前後のものがとれ
る歩留も悪くラジオの量産どころではありませんで
した。ラジオ開発担当部門は回路の設計、部品の開
発に大変苦労しα遮断周波数が3メガヘルツ前後のト
ランジスタが出来るのを待ちながら、その数だけの
トランジスタラジオTR-55を製造販売していたので
す。しかし、当時のミニチュア真空管ラジオと比較

すると感度がずっと悪く、そのメーカーの方々はソ
ニーのラジオはオモチャだというわけで安心したと
のことでした。

4．npnダブルドープグロン型
トランジスタの根本的改善

4.1 2T5型トランジスタの欠点

α遮断周波数を高くして、高周波用トランジスタ
の歩留まりを高くするためにベース層を薄く10µm位
にしたり、エミッタ効率を上げるためにエミッタ濃
度を更に高くした実験をしました。その為の引き上
げ条件とエミッタドーピング条件を詳細に検討しま
したが、依然として単結晶周辺部のベース層は大き
くつぶれていました。ベース層のつぶれは温度制御
精度に起因するのではないかとも考えましたが、結
論としてベース層がつぶれるのはエミッタ部分の引
き上げ中に高濃度のSbが中心部より温度の高い周辺
部のベース層に拡散してつぶすのではないか、また
マイノリティキャリアの減速電界がベース中に生じ、
ベース抵抗も高くなり結果として高周波特性を悪く
しているという仮設を立てました。それを解決する
ためにエミッタ不純物のベース層への拡散を最少に
し、ベース抵抗も下げる新しいエミッタドーピング
を開発することになりました。
4.2 新しいエミッタドーピングの開発

Sbより拡散係数が小さいとされていた燐（P）を
用いて色々な実験をしました。何しろPをドープする
ために小さな錫（Sn）玉を作り大変乱暴な方法でし
たがSn玉と赤燐を電気炉中で反応させてPを含むSn

玉を作り上げました。これをエミッタドーパントと
して正規のプログラムでグロン単結晶を引き上げた
ところ周辺部のベース層のつぶれは全くなく、予想
より広いベース層になっていました。Pの拡散係数は
当時の公表値より繰り返し実験の結果ずっと小さい
ことがわかりました。ベース層を20µm位に制御した
グロン単結晶を引き上げ組み立てたところα遮断周
波数はSbの場合より格段に高く15から20メガヘルツ
になっており高周波特性が大幅に改善されていまし
た。一応実験には成功し早速2T7型と命名し生産を
開始することになりました。
4.3 2T7型用グロン単結晶の更なる問題点とその改善

Pを含むSn玉をエミッタドーパントとして使用する
ことにしましたが、Pの量を精密に秤定することがで
きず困ってしまいました。しかし、天谷昭夫氏のSn-P

アロイの開発が成功し、これをエミッタドーパントと

図4 2T5型トランジスタ
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して2T7型グロン単結晶の生産を開始しました。
先にも記したようにエミッタ効率を上げるために
エミッタをヘビードーピングにし、ベースとエミッ
タの濃度差が急激に大きく変化するpn接合になるよ
うにしました。グロン単結晶周辺部のベース層のつ
ぶれも全くなく高性能高周波グロン単結晶が完成し
たと思われました。しかし組み立ラインのベースボ
ンディング工程でベースとエミッタのショートが続
発して大問題となってしまいました。
この危機を早急に解決するためにベースとエミッ
タの高濃度接合のボンディング限界を追及するため
のサンプルを作り実験を開始しました。塚本さんの
解析で、後でわかったことなのですが、Ga入り金線
でベースリードを取り出すための電気パルスボンデ
ィングをしていたためにエミッタ側に非常に狭い高
濃度どうしのpn接合ができ、このpn接合は常温でト
ンネル現象を起こすトンネル接合だったのです。実
験の結果トンネル現象を起こさないエミッタの上限
濃度がわかりました。
エミッタ濃度を精密に制御するにはSn-Pアロイで
は無理で、もっと正確に秤定できるエミッタドーパン
ドが必要になりました。最終的に天谷さんがInPを作
り、それを細かくすりつぶしメトラー天秤で精密に秤
量し薄いSn箔で小さく包んでエミッタドーパントを
完成しました。エミッタを引き上げているときにInの
偏析係数はPより約2桁小さいのでp型ドーパントと
しての影響は無視できたのです。今度こそ2T7型用グ
ロン単結晶を完成することができたのです。

5．2T7型用グロン単結晶と
2T7型トランジスタの量産

2T7型グロン単結晶の生産が順調にスタートし引
き上げ装置の台数が増えていきました。
今度はリーズアンドノーラップ社製の精密温度制
御装置が時々不調になるのです。温度制御方式はグ
ラファイト坩堝の温度を熱電対で検出しウエスチン
グハウス社製の高周波加熱装置のサイラトロン管を
流れる電流を制御し、高周波加熱出力に変化を与え
結果として坩堝の温度を制御するものでした。私は
この温度制御装置の国産化の必要性を痛感し当時の
大倉電気㈱の木本照夫氏の絶大なご協力を得て達成
することができました。一方ウエスチングハウス社
製の高周波加熱装置は大変コンパクトで堅牢に出来
ており、整流管、サイラトロン管、空冷式発振管、
その他小物部品等を輸入して置き適時交換するだけ

で大きな故障に到ることなく最後の生産まで見事に
働いてくれました。

2T7型トランジスタの生産は1965年（昭和40年）
頃までに約3,000万個が量産され、ゲルマニウムトラ
ンジスタラジオの黄金時代を築き上げたのです。私
の記憶ではTR-610型ラジオだけでも百万台以上売れ
たと聞いております。「ソニーを買いたい」、「トラン
ジスタを買いたい」とご来店下さったお客様もおい
でになったようです。

ゲルマニウムトランジスタの開発は周波数とパワ
ー向上への挑戦が続きましたが、その座をゲルマニ
ウムよりずっと耐熱性が高く坦体の移動度がずっと
大きいシリコン（Si）トランジスタにバトンタッチす
ることになりました。

図5 2T7型グロン単結晶の断面

図6 2T7型トランジスタ



1．コマツの生い立ち
コマツは世界第二位の建設機械メーカで、1921年

（大正10年）現在の石川県小松市に創業した。
コマツの今日までの沿革を語る際に、「二人の親」

の存在は欠かせない。一人はいわゆる「生みの親」
である創業者の竹内明太郎氏、もう一人は、1947年
に第3代社長に就任した河合良成氏で、彼はいわゆる
「育ての親」だ。
竹内明太郎氏は、「世界雄飛」「品質第一」「技術革新」

「人材の育成」という現在のコマツの経営理念の精神
ともいえる企業理念を掲げた。その後、終戦による
軍事需要縮小や激しい労働争議により、存亡の危機に
あったコマツに救世主として登場した河合良成氏が、
創業者の理念をしっかりと受け継ぎ、常に世界を視
野においたスケールの大きさと卓越した手腕でこの
理念を実践し、確固たるコマツのDNAに育て上げた。

2．コマツのDNA
創業者の夢とも言える「企業理念」がコマツのDNA

という確固たるものとなった大きな出来事は、60年
代初めの機械類の輸入自由化という国策により、ブ
ルドーザーの世界市場で50％ものシェアを持つ巨人
キャタピラー社が日本進出するという危機が訪れた
ことである。
当時のコマツ製ブルドーザーは、性能も耐久性も
大きな差をつけられており、“巨人”の日本進出は会
社存続の危機を意味していた。猛烈な危機感の下、
河合社長の命により、キャタピラーの製品に負けな
いブルドーザーの内製化を目指して、設計から生産
まで一丸となった改善活動を展開した。いわゆる
「マルA対策」である。この対策により、コマツは短
時間で技術開発レベルを一気に押し上げ、実際に上
陸するまでには、キャタピラー社に匹敵する高品質
のブルドーザーを製造する力を蓄えていた。

この際に鍵となったのは総合的品質管理運動TQC

である。キャタピラー社ブルドーザーの特徴を徹底
的かつ綿密に調査・分析して、対策を検討した。こ
のやり方は、まさに「品質と信頼性」コマツのDNA

として現在の品質管理に受け継がれている。
3．コマツの概要とエレクトロニクス事業
図1にコマツ（連結）の概要と、2009年3月期の決
算状況を記載した。昨今の100年に一度と言われる世
界的不況の影響は建機業界においても例外ではなく、
今期の決算は非常に厳しい結果となった。しかし、
すでに中国市場は回復の兆しが見られ、半導体業界
では一歩先に底を脱したとの好材料も聞こえつつあ
り、今後の景気の早期回復に期待したい。
エレクトロニクス分野はコマツのグループ企業が
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研究本部 企画管理室 主任研究員　田畑 亜紀

コマツ

図1 コマツの概要

図2 コマツグループのエレクトロニクス製品



製品化しているが、事業別売上高の分類は、2008年
度より「産業機械・車両他」に組み入れられている。
エレクトロニクス分野での事業は小規模ながら、世界
レベルの技術に支えられている製品を有する（図2）。
例えば、ウシオ電機との合弁会社であるギガフォト
ンが製造している半導体露光装置用光源のエキシマ
レーザは、世界でメーカは他に1社しかない。高性
能・高品質・経済性で高い評価を受け、世界の露光
装置メーカ各社の技術競争力を支えている。
また、光通信素子や半導体製造装置用温調機器の
温度制御に用いられる熱電素子は、1955年からの長

い研究開発の歴史があり、冷却用熱電モジュールは
性能で世界のトップランナーであるだけでなく、光
通信用冷却素子の世界市場で約60％のトップシェア
を有している。
建機とエレクトロニクスは分野こそ異なるものの、
製品開発においては「品質と信頼性」は共通言語で
あり、コマツのDNAはエレクトロニクス製品開発に
も生かされている。これからも、創業者の理念を忘
れることなく、各分野において技術で貢献する企業
であり続けたい。

［コマツ　URL：http://www.komatsu.co.jp/］
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新入会員（2009.4.1～2009.7.13） 

ご寄付芳名

ご協力有難う御座います。前回ご報告（No.61：
2009.3.31）以降7月13日までにご寄付をお寄せいた
だきましたのは下記のお二方です。厚く御礼申し上
げます。（お名前は50音順、敬称略）
河崎達夫、山根正煕

賛助会員連絡会・特別講演会のお知らせ

期日：9月11日（金）
会場：全林野会館プラザフォレスト（文京区・大塚）

13：00～14：00 諮問委員会
14：30～16：30 賛助会員連絡会
17：00～18：30 特別講演会

〈事務局からのお知らせ〉

本年度後半（7～12月の間）経費・人件費節減のた
め事務局を原則、金曜日休日とさせていただきます
（6月の運営委員会でご承認いただきました）。但し、
毎月第一金曜日は交替で対応いたします。
ご不便をお掛けいたしますがご容赦下さい。

バーチャルミュージアム プロジェクトリーダー 相原 孝

SSISバーチャルミュージアム計画と
ご協力お願い

＊トランジスター発明から60年を経て、年とともに貴
重な資料が散逸していくおそれがあります。
＊これらを集め、半導体を切り口とした各技術分野に
スポットをあて、web上にミュージアムを構築します。
＊会員の皆様からの資料・情報の提供をお願いいたし
ます。

会員現況（7月13日現在）
個人267名、賛助45団体
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