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リーマンショックによる不況が一息ついたのも束
の間、ギリシャの過大債務に端を発するEU圏の金
融不安など予断を許さない昨今の世界経済です。こ
れまでは米、欧、日の3地域の経済動向だけでおお
むね世界景気が動いていました。しかし今やこの地
域以外に、例えば中国がトーンダウンしても、他の
新興国での不安が発生しても、それぞれが米、欧、
日と繋がっているため世界経済は大きく影響を受け
ることは必至です。まさに経済は地球規模で一体と
なって動き始めているのを痛感せざるを得ません。
こんな状況の中、半導体産業は半導体を消費する
経済圏の拡大により活況を呈しつつあります。加え
てスマートフォンやタブレットPCのような新しい
コンセプトの機器やサービスの発展は半導体の今後
に極めて明るい光を投げかけてくれています。しか
し一方で日本の半導体産業の地盤沈下は確実に進ん
でいます。どういう視点で日本の半導体産業の勝ち
残りをはかるべきか、少し広い見地で私の考えを述
べてみます。
日本の半導体産業の歴史はこれまで3つのステー
ジを経てきました。第1ステージ（’80年代）は総合
電機の中に存在した大きな需要と大きな資金に支え
られてIDMとしてメモリを中心に成長を遂げまし
た。しかし第2ステージ（’90年代）では産業のシス
テム化（いわゆる分業化）が進みファウンドリ、フ
ァブレス設計などの攻勢にIDM事業の弱点をさらけ
だしました。第3ステージ（’00年代）は90年代の地
位挽回を図るべく大幅なM&Aや製品絞り込みをは
かりますが結果は劣勢から抜け出せていません。
これは何故でしょう？これまでの10年間、類似し
た事業をやっている企業同士の統合や製品の得意分
野への絞り込みなど新しい取り組みが行われまし
た。私は大きな意味で間違いではないと思っていま
す。しかしそれが結果として顕著な業績向上に結び
付いていないのはこれから述べるように我々に過去
から横たわっていた二つの問題からほとんど抜け出

せていないことにあると
考えています。
一つ目は日本中心の市
場から大きく外に踏み出
す努力に欠けていること
です。ガラパゴスだと言
われる日本の携帯電話と同様に半導体産業も日本市
場に安住しています。市場規模は日本で小さくなり
新興国で拡大しているにかかわらずです。世界に出
なければ後がない韓国メーカーに比べて新興市場へ
の取り組みが極めて弱いのです。
二つ目は企業運営の国際化からの遅れです。半導
体は性能が見劣りせず安くさえあればどこの国のも
のでも使われる国際商品です。にもかかわらず日本
半導体産業の企業運営はハード面でもソフト面でも
日本型運営から全く脱却できていません。これは国
際競争力の面で大きなハンデになっています。私も
ルネサスという合併会社の立ち上げの責任者でした
がこの面での取り組みにおいて不十分だったことを
強く反省している一人です。私はすべてのものづく
り産業が日本型運営から脱却すべしとは言いませ
ん。化学や材料分野などはネチコチやる日本型運営
が追いかける国がまねできないものを創り出してい
ます。しかしアナログ製品などを除く大部分の半導
体は頭脳さえあればもの作りは委託できるのでそう
はいきません。
さて今後の10年はどうなるのでしょう？この2～3

年の動向がますます顕著になっていくのがこれから
の10年だとみるべきだと思います。スマートフォン
やタブレット型PCに見られる電子機器の多様化の
進展が見込まれます。またそれを消費する市場も中
国の拡大はもとよりインド、ベトナム、豪州、東欧、
ロシア、南米の資源国、などへと天文学的に拡がっ
ていきます。日本の半導体産業もここで述べた2点
にしっかり目を向けた革新を実行すれば再び力強い
発展につながっていくことを信じて疑いません。

長澤　紘一
（元ルネサス テクノロジCEO、現在大阪市大特任教授）

半導体のこれからの10年に向けて
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2010 年度の諮問委員会と賛助会員連絡会が 9 月

24 日(金)午後に全林野会館プラザフォレスト(東
京文京区大塚･茗荷谷)において開催された。 

 
<諮問委員会> 

開催時間 13：30－14：30 
・ご出席諮問委員(50 音順、敬称略) 
 金原和夫(諮問委員長)、内田雅人、小宮啓義、

平林庄司、川西剛(顧問) 
 理事、監事、執行委員 
 
１． 金原諮問委員長ご挨拶 
 法人格を取得して二年目を

迎え活動も活発化しており、

会員相互のコミュニケーショ

ン、会員サービスも向上して

いるように伺える。  
諮問委員会は理事長からのご

意向を受けてご意見を申し上

げ、サポートするのが役目。

これからもお役にたっていきたい。皆さんの努

力に感謝する旨のご挨拶をいただいた。 
 
２． 牧本理事長挨拶 
 社会貢献を大きな柱にすえて今年の活動をす

すめている。 
(1) その中で力を入れているのが会員拡大運動

の展開。会員拡大委員会(喜田委員長)を核に

して個人会員の拡大を強力に推進。 その

結果 300 名を越えて協会設立以来の大台に

乗り、入るを図る施策と活動のための基礎

体力づくりに貢献。 
(2) 半導体歴史館は 7 月に会員専用ページにフ

ェーズ１のバージョンを開設し、11 月の一

般公開に向け追込みの段階に入っている。

公開に先立ち web 上に掲載される記事や写

真の著作権を明確にする必要があり、中塚

委員長の陣頭指揮のもとに猛暑返上で調査、

調整に奔走。このプロジェクトは是非とも

成功させたい。 
(3) 今年の秋は文化活動委員会が中心となり 3

年ぶりに海外の見学会を計画、上海地区の

グレースセミコンダクター社ほかを訪問予

定。本日は賛助会員連絡会、特別講演会と

続き、長時間に亘りますが 後までご参加

頂く様にとのご挨拶があった。 
 

3．2010 年度の概況報告 
(1) 年度前半の協会の主な活動の経緯、各委員

会の活動状況の概要、上期会計の状況を資

料に基づき事務局長から報告。 
(2) 半導体歴史館開設へ向けての進捗状況につ

ては投影資料を用いて、また仕上り状況に

ついてはwebの専用ページに掲載されてい

る実際の展示資料を用い中塚委員長から報

告。 
 ①第一ステージ(2010-7/2)：日本の半導体産業

の黎明期から今日に至る発展の中から、歴

史に刻まれる代表的な発明･技術･製品を約

350 件抽出。その概略紹介を web 上の会員

専用ページで公開。 
 ②第二ステージ(2010-11/1 予定)：上記の各案

件につき詳細記述を付して、黎明期の人々

を加え、web 上で一般公開。 

SSIS 2010 年度 9 月 

諮問委員会 

賛助会員連絡会    

           記 事務局長 片野弘之 

・巻頭言 半導体のこれからの 10 年に向けて 長澤 紘一  １頁 

・賛助会員連絡会 会議（9 月）概要 片野 弘之 事務局長 ２頁 

・賛助会員連絡会 特別講演（9 月）        山口 純史    ５頁 

・半導体事始  Ge トランジスタの開発        浅川 俊文    ９頁 

・寄稿文  日本半導体産業のジレンマ   湯之上 隆   11 頁 

・NEWS 先端  半導体産業の将来と期待される 

  LED/有機 EL 市場   武野 泰彦   15 頁 

・賛助会員紹介  SEMI ジャパン           中川 洋一   19 頁 

・協会だより                      20 頁 

<金原諮問委員長>
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<ご意見> 

内田諮問委員：半導体歴史館には日本の史実･

事例を中心に収集されているが、

日本半導体歴史館なので結構だ

とおもう。 
小宮諮問委員：著作権については具体的にはど

のような問題があるのか。 
中塚委員長：詳細記述作成にあたり、企業の

ホームページや資料から写真等

を引用するケース。 許諾をとる

努力は 大限おこなう(肖像権

もふくめ)。 
内田諮問委員：一般の会員には SSIS の全体の

動き、関連団体の動きが年に数

回の会報とホームページに掲載

される行事案内や報告だけでは

疎くなる。Encore とは別にもっ

と手軽な協会ニュースで行事速

報、トピックスを流すこと考え

て欲しい。 
 牧本理事長：全般的に広報の改善を次回の理

事会課題として取上げて検討す

る。 
理事長より謝辞が述べられ、14：40 に終了。 
 

 
<賛助会員連絡会> 

・開催時間 15：00－16：30 
・出席賛助会員企業(50 音順、敬称略) 

(株)インターテック、SMC(株)、 
(株)エムテック、熊本県、 
(株)クリーンイー、(株)KSK、    
サクセスインターナショナル(株)、 
(株)シスウェーブ、(株)人財ソリューション、 
SEMI ジャパン、大陽日酸(株)、東芝グループ、

日本エア・リキード(株)、(株)フジキン 
･議事進行：理事 内海忠 

 
開会にあたり、牧本理事長から賛助会員各位

へ日頃のご支援に対する御礼が述べられた。リ

ーマンショック以降一段と厳しさを増す中で、

社会貢献的な活動に軸足をおいた会員サービス

を目指していく旨が説明された。 
  
１． 総括報告 理事長 牧本次生 
 2010 年度前半の活動総括を資料に基づき説明。 
(1) 特に教育委員会が主体となり、初の試みと

して今年４月に実施した集合教育「半導体

入門講座」が成功裡に終了。引き続き今秋

「アドバンスト」編を計画。この企画は昨

年の賛助会員連絡会の席で賛助会員の方か

らのご提案が契機となったもので、今後充

実させて会員サービス、社会貢献に役立て

ていくことに合わせ、協会事業の柱として

育てていく。 
(2) 広報活動では会報の編集作業を委員会の自

主編集とし、大幅な発行経費の削減を達成。 
(3) 文化活動･地区活動では全国の会員を 10 ブ

ロックに分けて地域活動をスタート。首都

圏に集中しがちな会員の活動、サービスを

地域コミュニティを通して全国展開を図り、

併せて会員拡大にもつなげる。 
(4) 会員拡大活動は第一ステージを個人会員拡

大運動として 3月～9月を展開。8月には 300
名超え、引き続き活動を継続。第二ステー

ジを企業会員拡大運動として 9月から展開。 
(5) 論説活動は半導体がわが国にとって掛け替

えのない産業であることを SSISが声を大に

して発信していく。 
(6) 半導体歴史館は本年 11 月一般公開を控え、

後の詰めの段階。関係者の努力で内容は

充実したものになっていると自負している。

現時点でも会員専用ページで閲覧できるの

で、見て頂

き意見を

お寄せ頂

きたい。ま

た社内の

教育等に

もお役立

てて頂け

ると思う。 
 

<諮問委員会会場> 

<挨拶される牧本理事長> 
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２．会計報告  事務局長 
 2010年度上半期(1月～6月)収支報告を 6 月中

間決算時の資料をもとに事務局長より報告。 
 
３． 重点活動報告 
 3-1 半導体歴史館：中塚委員長 

 (1) 半導体歴史館の主旨･目的：「温故知新」「歴

史に日本の半導体の記録を残す」「若い人に

半導体に対する興味・理解の手引き」 
  (2) 歴史館の web 上の構成、今後のスケジュー

ル、構築に当たっての課題について投影資

料にもとづき説明。 
  (3) 詳細記述：詳細記述が完成し web に掲載さ

れた展示例を web を使い具体的に説明。 
 日本の半導体技術の史実を中心に集めて詳

細記述資料を作成している。担当している委員

も黎明期・創成期の状況を知らないケースが多

く、完全ではない。賛助会員各位からの有効且

つ建設的な情報の提供を期待。 
 3-2 会員拡大委員会：喜田委員長 

 (1) 目的：会員の拡大を通し、①SSIS 活動の活

性化 ②SSIS の多様なネットワークの拡

大。 
 (2) 目標と経過：2010 年の年間新規入会者数の

目標値を個人会員 100 名(48 名)、賛助会員

5 社(４社)と定め運動を展開中。( )内は 8
月/末までの経過。 

 (3) 会員拡大のための SSIS の魅力づくり：①

教育活動の充実・強化、②セミナー・講演

会の魅力拡大(参加費の低減等)、③人材活

用の積極化、④地域活動・ネットワークの

拡充。 
 3-3 教育委員会：高畑委員長 
 (1) 目的：①半導体関連各分野の専門知識・経

験をもつ会員を講師陣とし、賛助会員企

業を中心に安価で質の高い教育機会を提

供。 
②協会の基幹業務に育て、SSIS 財政基盤

の一翼をになう。 
 (2) 2010 年度計画の構成：  

①集合教育 4 月/「半導体入門講座」(2 日

コース) 10 月/「半導体アドバンスト講

座」(2 日コース) 
②受託派遣教育：企業からの受託で専門講

師、コンサルタントを派遣。 
③関連団体との連携・協業。 

 3-4 文化活動委員会：高橋委員長 
 (1) 目的：①会員の親睦、知識の向上、情報

交換の機会を積極的につくりだす。②全て

の活動の場において会員の拡大を志向する。 
 (2) 活動内容紹介 
  ①研修旅行：年 2 回 春季(国内=実施済) 

秋季(海外・上海地区予定) 
  ②懇親ゴルフコンペ(SSIS オープン)：年 2

回 春季(実施済)  秋季(11 月予定)  
  ③会員コミュニティづくり：全国を 10 地域

に区分。地区ごとに自発的な個人会員の

交流活動をスタート。 
<ご意見>  

KSK 殿より：コミュニティ活動に会社の従業員

が参加希望ある場合可能か。 

高橋委員長：賛助会員企業は会員ですので研修

会等同様に参加「可」とする。 
今後は各コミュニティの活動案内

を賛助会員にも発信する。 
 
内海理事から日頃のご支援への御礼と連絡会ご

参加への謝辞が述べられ、定刻に終了。 

賛助会員連絡会会場 
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1. トランジスタ 

トランジスタは米国のベル研で開発され、昭和23 年

(1948 年)のフィジカル・レビユーにその特性が発表さ

れましたが、その詳細はまったく不明で、同年 BSTJ

（Bell System Technical Journal）にショックレーの接合

型トランシスタの論文も発表されました。恐らく特許の

関係でその製作方法の詳細は発表されませんでした。

フィジカル・レビユーの論文には、点接触型トランジス

タに使用した電極材料の発表等はされませんでした

ので、日本での追試実験は困難をきわめました。 

 

2. 追試実験に疲れ果て 

私は昭和 25 年(1950 年)に NTT の通研に入りトラン

ジスタの研究プロジェクトに配属され、早速点接触型ト

ランシスタの製作を始めました。GeはSylvaniaの1N34 

diode を分解し、2×2mm の結晶を取り出してこの上に

タングステン線（W 線）を 2 本立てて実験をしました。

直属の上司は後に三洋電機の専務になられました岩

瀬新午さんでした。1 ヶ月ほど毎日実験をしましたが旨

く行かないので疲れてしまい、帰省し静養することにし

ました。 

その間、岩瀬さんが実験をされたのですが、自宅に

岩瀬さんから、増幅作用が観測されたとの電話があり、

秋の物理学会に発表するとのことでした。実験の方法

を聞きましたところ、すべて君が作ってくれた装置や

治具を使用したが、さすがに浅川君の作ってくれた装

置はみな順調に動作したとのことでした。 

 

3. 乱暴な実験が結果として成功へ 

早速上京し、実験を見に行きました。電極材料はタ

ングステン線を KOH の溶液で電解研磨し先端を尖ら

すのですが、陰極には銅（Cu）のガーゼを使用してい

ました。タングステン線はニッパーで切断しますとタン

グステン線に沿って縦の罅が多数走りますので、切断

部から1cm位を電解研磨で除去して先端を尖らしてい

ましたが、岩瀬さんはニッパーで切断したままで先端

を尖らし、研磨後も純水での超音波洗浄もせずにその

まま実験に使用していました。乱暴な実験をするなあ

と思っていましたが、これが良かったようです。タング

ステン線の縦罅の部分に Cu(OH)２が残り、フォーミン

グの際にこの Cu が Ge の中に入り、エミッタ、コレクタ

の直下に p 型の部分ができるので正孔の注入が行わ

れトランジスタ作用が行われるようになったようです。 

私は電解研磨後、逆に電圧をかけて薄く Cu を鍍金

するようにしましたが、これでも旨く行きました。 

それから6ヵ月後にベル研からトランジスタのサンプ

ルが入って来ましたので調べて見ましたら、電極材料

は燐青銅を使用していました。これですとコレクタの下

に比較的広い領域の Cu による p 型領域とコレクタ直

下には拡散係数の小さい麟による高濃度の n 型領域

ができ、npn 構造が電流増幅を行いますので、低電流

領域でも増幅作用が大きく、安定した三極管特性が得

られるようなのです。 

我々も燐青銅を使用することにしましたらベル研な

みのトランジスタが安定に作れるようになりました。 

 

4．こんな研究所では無理と感じたが 

ベル研ではショックレーの提案した接合型トランジス

タの開発に全力をあげ、昭和 26 年(1951 年)には接合

型トランジスタを開発しフィジカル・レビユーに発表し

ました。雑誌会でこの論文を紹介しましたら、今までの

トランジスタとどのように違うのかと言う質問を受け、多

く人が、BSTJのショックレーの論文を読んでいないこと

が判り驚きました。こんな研究所では半導体の研究は

無理だと感じました。一方ベル研も工業所有権を守る

ために不完全な論文を雑誌に発表したことも問題かと

思います。また、Institute of American Physics の審査

も杜撰だと思いました。恐らくベル研も我々と同じくタ

ングステン線に付着した銅から、燐青銅線にたどりつ

いたのではと思います。 

点接触型トランジスタとは言え、構造は第一図に示

すようにれっきとした p-n 接合を使用したトランジスタ

です。 

Ge トランジスタの開発 

浅川 俊文  

（NTT 通研 OB、A.S.K 株式会社 代表取締役） 
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当時電気試験所には、菊地さんや垂井さん、渋谷さ

ん、鳩山さんたちがおられましたが、私と同様な実験

をしたせいか、ついぞ増幅作用には到達しなかったよ

うで、岩瀬さんにどうしたらよいのかとしつこく聞いてい

ました。岩瀬さんも実情はついに喋らなかったようです。

第二図にこれらの電流電圧特性を示します。  

 

 

5. エサキダイオード 

ソニーの江崎さんが Esaki-diode を発表されたときソ

ニーの研究課員だった竹花さんに話を聞きましたら、

当時成長型トランジスタの製作にエミッタの不純物とし

て、燐酸カルシウムを使用しこれを坩堝に投入してい

たようです。この量を増やすと hfe が増えるので増やし

ていると突然歩留まりが0になって大問題になったそう

です。現象的にはエミッタとベースが短絡状態になっ

たそうです。 

江崎さんはこれで Esaki-diode の構想を作り工場に

ヘビー・ドープの結晶を作るように要求したそうです。

Ge や Si の融点では燐や砒素の蒸気圧は 10 気圧以

上になるので、危険だと断ったそうですが、非常に極

端な表現で作れと要求したので、大問題になったとい

っておりました。しかし新しいことをするときにはこのよ

うな決意が必要なのでしょう。 

砒素や燐を坩堝に直接投入するとその通りですが、

石英の密閉管に不純物と半導体を封入し鉄製のボン

ベに密閉して加熱ヘビー・ドープの多結晶を作り、こ

れを通常の引き上げ装置に入れて単結晶を作ります

と問題は無いと思いますので、竹花君にそう申しまし

た。メルトの表面では不純物が蒸発し濃度は 0 に近く

なりますが、内部の不純物は表面に拡散で出て行くの

で、この拡散速度で制限されて引き上げ装置内の不

純物ガス圧が急上昇することは無い筈です。現に高

濃度のエミッタ領域が作られているのですから。恐らく、

ソニーさんも私の言ったような方法で結晶を作ったの

だろうと思います。 

 

6. 測定結果を信じておれば 

6.1 Impurity band 

その後、私と同室の棟居さんが赤外の分光器で半

導体の計測をしておられましたので、江崎さんからヘ

ビー・ドープの結晶の吸収端を測定してくれ、吸収端

は blue shift する筈だとのことで、測定を手伝いました。

結果は blue shift でなく red shift でした。この測定結果

を信用し解析しておれば impurity band の発見も江崎

さんの成果になったのですが残念なことです。 

通研の人たちも Esaki-diode はええ加減なことを言う

と非難していましたが、物理学は試行錯誤の学問です

からこんな非難はいけないと思います。 

6.2 エキシットン 

赤外分光器にはロックイン増幅器が使用されていま

すが、これに 13Hz のチューニング増幅器が内蔵され

ています。LC 同調回路なので、少し直流電流が流れ

ると L の値が変わり問題なので、RC の twin-T のフィ

ードバックチューニング増幅器に変えたらと提案しまし

たら、作ってくれとのことで製作しました。旨く動作しま

したが、Ge の吸収端から長波長部分でノイズが発生

すると言うことで不採用になりました。ところが、数ヵ月

後にフィジカル・レビユーにこの領域でエキシットンの

吸収bandが観測されると発表され、雑音ではなかった

ことがわかりました。注意深く見ますと規則正しい間隙

でピークが測定されていましたので、エキシットンに間

違いないと思いました。あまり観念的な判断をすると重

要な発見を見逃す良い例と思います。 

技術や学問の初期の段階ではこのような失敗が多

いと思います。 

(各図は昭和 26 年度通研技術報告書より) 
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イノベーションのジレンマに陥った日本半導体 

日本半導体は、25 年保証もの高品質は必要ない PC 用

DRAM を安価に大量生産する韓国、台湾、米国マイクロン

テクノロジーの“高度な”『破

壊的技術』に駆逐された。つ

まり、ハーバード大学ビジネ

ススクールのクリステンセン

教授がいう所の“イノベーシ

ョンのジレンマ”[1]に、日本

半導体は陥ったのである。

このことを、拙著『日本「半導

体」敗戦』に詳述した（図 1）

[2]。また、2010 年3 月13 日

に開催された SSIS の研修会

にて講演した。 

日本半導体において、1980 年前後に形成された極限技

術と極限品質を追求する技術文化、すなわち過剰技術で

過剰品質をつくる技術文化は、DRAMで手痛い敗戦を経験

したにも関わらず、30年以上経過した現在に至っても、何も

変わっていない。 

なぜ、変わることができないのか？本稿では、この問題

に焦点を当てることにする。変わることができない原因の一

つには、DRAM シェアで世界一になった成功体験があるも

のと考えられる。話は半導体から離れるが、経営破綻した

GM を抜いて新車販売台数で世界一になったトヨタ自動車

も、この成功体験によって組織が蝕まれているように見え

る。 

 

リコール問題に垣間見えたトヨタの傲慢不遜な態度 

トヨタは、昨年から立て続けにリコール問題を起こした。

筆者は、クルマ産業の専門家ではないが、新型プリウスのリ

コールのニュースを見て、正直言って、驚いてしまった。 

「低速で走行する際、ブレーキが利かなくなる」という苦

情が多数寄せられていたにもかかわらず、トヨタの専務は、

「ドライバーの感覚の問題だ」と発言したという。この発言が

マスコミに叩かれている。叩かれて当然であろう。しかし、

筆者が、驚いたのは、この発言に対してではない。 

2010 年2 月5 日（金）に、豊田章男社長が初めてマスコミ

の前で記者会見をした。その映像をたまたまテレビで見た。

その際、豊田社長は、開口一番、 

「本日、私が登場したのは、…」 

と発言したのである。 

陳謝せねばならない立場なのに、なんと、トヨタの社長は、

「登場した」のである。「世界一のトヨタの社長が、わざわざ、

出てきてやったのだ」と、筆者には聞こえた。そして、トヨタ

の傲慢不遜な態度を、この瞬間に、強烈に、認識した。 

“世界一”という成功体験は、人間や組織をこのように、傲慢

不遜な天狗に変貌させてしまうのだ。 

 

組織のジレンマ 

しかし、筆者は、日本半導体（もしかしたらトヨタも？）が

変わることができないのは、このような成功体験による原因

だけではないと考えている。では、何故、日本半導体は変

われないのか？それは、日本半導体が、“組織のジレン

マ”に陥っているからだと、筆者は確信している。 

この“組織のジレンマ”については、半導体やエレクトロ

ニクスに限らず、技術系の会社で講演を行った際、どんな

業種においても、多くの方から熱い賛同が得られた。した

がって、“組織のジレンマ”は、産業の枠を超えて、技術系

の会社全てに当てはまると考えている。 

 

貴方の会社は？ 

まず、最初に質問しよう。貴方の会社では、誰が、どのよ

うな基準で昇進していますか？ 誰が、マネジメントを行っ

ていますか？ 誰が“偉い”と思われていますか？ 貴方の

会社には、現場や技術に疎い課長や部長が、やたら多く存

在していませんか？ そのような課長や部長が“偉い”と思

われていませんか？ 

もし、貴方の会社が以下のような状況であったら、間違い

なく“組織のジレンマ”に陥っている。それは、技術者が技

なぜ日本半導体は変われないのか？ 
日本半導体の組織のジレンマ 

 (（株）エフエーサービス 半導体事業部 技術主幹) 

湯之上 隆  
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術開発で功績をあげて昇進するシステムがあり、そのように

技術者上がりの方がマネジメントを行っており、技術者より

もマネージャの方が偉いと思われており、貴方も早くそうな

りたいと思っており、そのような（現場や技術に疎い）マネー

ジャがうようよいる、というような状況だ。 

では、その“組織のジレンマ”とは、一体、何なのか？ 

 

“組織のジレンマ”発見の切っ掛け 

DRAM は、3 年毎に 4 倍、集積度を増大させる。例えば、

16M→64M→256M というように。筆者は、256M ビット

DRAM開発の際に、微細加工グループの課長として関わっ

た。その際、非常に奇妙な経験をした。その経験が“組織の

ジレンマ”発見の切っ掛けとなった。 

DRAM が 16M から 64M に移行する際、微細化が進み、

構造が難しくなるなどのため、工程数が増える。64M から

256M に移行する際も、同様な理由で工程数が増える（図

2）。16M および 64M 時代は微細加工の一技術者だったた

め、自分の担当する数～十数工程だけに注力しており、

500 工程にも及ぶフロー全体を真面目に見たことは無かっ

た。 

 

課長になって初めて、256MビットDRAMの工程フロー全

体を眺めた。すると、「なぜ、ここにこんな工程が入っている

のだろうか？」と、意味が分からない工程が多数あることに

気づいた。その工程数は、全体の 30％以上もあった。 

そこで、256M ビット DRAM の工程フローを作成したイン

テグレーション技術者 に、一つ一つ、「この工程にはどん

な意味があるのか？」ということを確かめに行った。その結

果は、「64M のフローにあったから」という回答であった。 

64M の工程フローを調べてみると、確かに、256M と同じ

工程が存在する。そこで、かつて 64M の工程フローを作っ

たインテグレーション技術者を探し出し、再び、「この工程

にはどんな意味があるのか？」と質問した所、その答えは、

「16M のフローにあったから」というものであった！ 

16M の工程フローを探し出して調べてみると、確かに、

256M および 64M と同じ工程が存在する。そこで、かつて

16M の工程フローを作ったインテグレーション技術者を探

し出し、再度、「この工程にはどんな意味があるのか？」と

質問した所、その答えは、「4M のフローにあったから」とい

うものであった！ 

ここで私は悟った。「何ということだ、DRAM の工程フロー

は、数学的帰納法で作られているのだ。また、DRAM の工

程フロー全体を誰も理解していない。そして、微細化の進

展、新構造や新材料の採用により、工程が増えることはあっ

ても、決して減ることが無い！」 

 

誰が技術を作っているのか？ 

なぜ、このようなことが起きるのだろうか？半導体は、ム

ーアの法則に従って3年毎に4倍の速度で集積度を増大さ

せる。それとともに、3年ごとに70％微細化をし続けている。

その結果、技術の難度は年々高くなる。 

ここで、1980 年に、仮に、微細加工グループに新人 5 人

が配属されたとしよう（図 3-1）。新人 5 人は、微細加工技術

の開発を、それぞれ担当するとする。 

 

10年が経過し、1990年になったとする。この10年間で微細

化はより進展し、技術的難度が増大している。10 年前新人

だった 5 人には、職位に変化が生じている。技術で功績を

あげた者が、課長に昇進している（図 3-2）。課長になると、
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技術から遠ざかる傾向がある（その方が“偉い”と思われて

いる）。その結果、無能化する課長が出現する。なぜなら、

技術が得意であり、技術で功績があったから課長になった

のであり、マネジメント能力があったわけではないからであ

る。 

更に10年が経過し、2000年になったとする。微細化は更

に進展し、技術的難度はますます増大している。例の 5 人

は、その後どうなったであろうか？ 10年前課長だった者か

ら部長が誕生している（図 3-3）。部長になると、ますます技

術から遠ざかる。その部長が技術に関わっていたのは、は

るか彼方の十数年前であり、最先端の技術は全く分からな

くなっている。その結果、完全に無能化し、ご隠居生活に入

る。一方、20 年たっても未だに課長に昇進せずに技術を開

発している者もいる。つまり、技術開発があまり得意ではな

く、さしたる功績もあげられないものが、加速度的に難しさ

を増した技術開発を行わなければならないのである。 

 

日本半導体が変われないわけ 

技術が得意な者は短期間で技術開発の功績を挙げ、そ

のご褒美で課長や部長に昇進し、技術には関わらなくなる。

その反面、得意な技術ではないマネジメントが仕事になる

が、そもそも、マネジメント能力を買われて課長になったの

ではない。そのため、多くの課長および部長が無能化する。

その結果、最も技術的に能力の低い者が加速度的に難しさ

を増す技術開発を行わなければならないのである。 

なんというジレンマか！そんなことは不可能なため、例え

ば、新しい DRAM の工程フローを作成する場合、以前のフ

ローを踏襲するというような最も安易な方法がとられることに

なるのである。したがって、工程フローの基本的な構造は

何も変わらない。そして、集積度が増える度に、新たな工程

が付加されて行く。工程が減ることは決してない。 

実際に、日本半導体が DRAM から撤退する直前の 64M

ビット DRAM のマスク枚数は、韓国、台湾、米国マイクロン

テクノロジー社より 1.5 倍～2 倍も多い。マスク枚数が多いと

いうことは、工程数が多いということである。それが、日本半

導体の高コスト体質に直結している。そして、その真の原因

は、このような“組織のジレンマ”にあると考えられる。 

経営学者ドラッカーは、「トップマネジメントの地位にある

者の多くは、企業の規模を問わず、あるいは官民を問わず、

特定の部門や分野から昇進してきている。彼らにとって当

然のものとは、それら自らの出身部門や分野である」と述べ

ている[3]。 

半導体の技術分野は非常に広い。また、その技術が猛

烈な速さで進展していく。その結果、ご褒美システムで昇進

してトップマネジメントの地位に就いた日本半導体の経営

者は、広大な半導体技術のごく一部しか理解しておらず、

かつ、その技術もとっくの昔に陳腐化してしまったものに過

ぎないというお寒い状態に陥っている場合が多いのであ

る。 

日本半導体が、30 年以上、何も変わることができないの

は、このような“組織のジレンマ”のせいであると考えてい

る。 

 

ピーターの法則 

“組織のジレンマ“、大発

見！と思っていたが、残念

ながら、1969 年に、『ピータ

ーの法則 創造的無能のす

すめ』[4]として発表されてい

た（図 4）。この書籍の内容

は、あまりに衝撃的である。

その一部を紹介しよう。 

１）階層社会では、 

全ての人は（現在の地位に

おいて有能ならば）昇進す

る。 

（いずれは）その人の「無能レベル」に到達する。 

職務を遂行する能力がなくなると、それ以上は昇進しな

い。 

２）組織に「十分な地位」と「十分な時間」がある場合、 

全ての人は、その人の「無能レベル」まで昇進し、そこに

留まり続ける。 

やがて、あらゆる地位は、職責を果たせない無能な人間

で占められる。 

その結果、仕事は、まだ無能レベルに達していない人が

行う。 

３）昇進は「無能への道」の一里塚。 

スーパーエンジニアが、スーパー無能マネージャに！ 

組織の上層部は死屍累々。 

無能レベルに達する人の人数は、組織に存在する「地位」

の数に比例する。 
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十分な時間と十分な地位がある組織は、「無能の組織」と

化す。 

例えば、野球の世界では、スーパースターだった長嶋茂

雄が引退し、翌年、監督になったが巨人は史上初の最下位

に転落した。これなどは、スーパー無能マネージャの好例

だろう。 

また、貴方の会社で、平技術者や課長の上に、山のよう

に（何をしているのかよくわからない）部長職がいるのでは

ないか？ 本部長、副本部長、統括部長、統括副部長、部

長、副部長、担当部長、担当副部長、部長代理、部長付、

…等というように。もし、そうなら、貴方の組織は、間違いな

く無能化している。 

 

創造的無能のすすめ 

ピーターは、無能にならないための処方箋も示している。

それによれば、 

「無能」のフリをするしかない。 

昇進しない。「創造的無能」を目指す。 

変人ぶりを発揮する。（例：奇行にはしる。普通でない言動、

服装をする）。 

とある。 

筆者が考えるに、ノーベル賞を受賞した島津製作所の田

中耕一氏は、このような“創造的無能”の成功例ではないだ

ろうか？ 聞く所によれば、田中氏は、課長昇進のチャンス

を二度までも拒否して平研究職に留まり続けたという。もし、

田中氏が課長になっていたら、ひょっとするとノーベル賞学

者にはなれなかったかもしれない。したがって、田中氏は、

自分が最も実力を発揮できる環境を求め続けた強い意志

の持ち主であり、創造的無能の成功者であったと言えるだ

ろう。 

 

人が「無能レベル」かどうかを知る方法 

貴方の身近にいる人が、「無能レベル」に陥っているかど

うかを見分ける方法を、ピーターは簡潔に示している。 

それには、「その人が何か有益な仕事をしているかどう

か」を考えてみれば良い。 

YES → その人はまだ「無能レベル」には達していない。 

NO → その人は立派な「無能レベル」である。 

わからない → あなたが「無能レベル」に達している！ 

 

人を無能にさせない組織とは？ 

筆者なりに、人を無能化させない組織を考えてみた。以

下のその具体例を示す。 

職位をたくさん作らない（フラットな組織）。 

その職位で功績をあげた人は昇進させない。 

昇進させない代わりに給料を上げる。 

一方、その職位で「無能レベル」な人は、降格させるか、ま

たは昇格させる。 

昇格させても、給料は上げない（むしろ下げる） 

降格しても昇格しても「無能レベル」なら、その人は真の

「無能レベル」か（理解不能な）天才。 

真の「無能レベル」は排除するしかない。 

 

合併企業への警鐘 

2010年4月1日、NECエレクトロニクスとルネサス テクノ

ロジが合併して、社員数約 5 万人の巨大半導体メーカー、

ルネサス エレクトロニクスが誕生した。 

ルネサス テクノロジは、日立製作所と三菱電機の半導体

部門が合併することによって設立された。二つの会社の猛

烈な綱引きにより、一つの職位に二重に人が配置されてい

た。二重どころではないという噂もある。本当かどうかは分

からないが、27,000 人の社員中、部長相当職が 4,000 人も

いるという話も聞いた。もし事実ならば、組織の無能化レベ

ルは極めて深刻である。 

その上に、NEC エレクトロニクスと合併するのである。社

員数23,000 人の NEC エレには、部長相当職が 3,000 人い

ると言う話がある。すると、新生ルネサス エレクトロニクスに

は、5 万人中に 7,000 人もの部長相当職が存在する！ 

その上、ルネサス エレクトロニクスの内部では、旧日立

製作所、旧三菱電機、旧 NEC（もしかしたら旧トレセンテイ

テクノロジーズ）の三つ巴（四つ巴？）のパワーゲームが展

開されるのである。その結果、一つの職位に三重に人が配

置されるという、笑うに笑えない事態が起きるのではない

か？ 

旧日立製作所、旧三菱電機、旧 NEC（および旧トレセン

テイテクノロジーズ）を、バラバラにして、良くかき混ぜて、

組織編成を行うべきであろう（といっても、目眩がするほど

難しそうだ）。 

7 月 29 日の日経新聞によれば、ルネサス エレクトロニク

スは、社員5 万人の約１割弱にあたる 4,000 人を削減すると

発表した。筆者は、課長職以下の技術者を残し、部長相当

職以上、特に幹部職を一掃すべきであると考える。 
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1. 世界経済は欧米からBRICs、VISTAへシフト 

サブプライムローンやギリシャの破綻により、金融

投資を中心にした欧米型経済は成り立たなくなった。

そして経済の中心は、実需と市場が拡大している中

国を含めた BRICs やベトナム、インドネシアなどの

VISTA 等へ大きくシフトしている。BRICs はゴールドマ

ンサックスのアナリストが顧客に向けたレポートに GDP

が今後拡大する国として、ブラジル、ロシア、インド、

中国を挙げ、取り分け中国の GDP が拡大し、2036 年

には米国のGDPを抜いてトップになると予測した。(図

1) 

 

図１　ゴールドマンサックスの予測
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この予測の通りに日本は 2010 年に中国の後塵を

拝することになり、世界経済は確実に中国、インド等

の BRICs 中心にその成長に期待せざるを得なくなっ

た。 

 

2. 2010 年半導体市場は新興国のデジタル市場に期

待 

世界半導体市場統計（WSTS）の 1986 年から 2007

年までの推移を見ると、過去 3 回減少したが、順調に

右肩上がりに推移してきた。しかし 2008 年は、前年度

比 2.8%減の 2,556 億ドル、2009 年も 11.8%減の 2,288

億ドルと大幅に減少した。2010 年はデジタル家電の

好調により 31.08%増の 3000 億ドルが見込まれる。（図

２） 

 

図２　世界半導体市場推移
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特に好調なのは i-phone を筆頭にしたスマートフォ

ンと LED FPD TV である。半導体メーカはサブプライ

ムローンにより収縮した経済に合わせて、ラインや企

業の統合が進んでいる。その結果、半導体市場には

IDM（垂直統合製造）、Foundry(請負製造)と Fabless 

(工場を持たない)とが共存するようになった。メモリや

MPU 等の単体製品を扱うには設計、開発、製造に莫

大な投資金額を用意すれば可能であるが、新しい変

化に対応するようなデバイス開発を IDM で行うことが

難しくなってきている。その結果米 Qualcom 社のよう

「半導体産業の将来と期待される

LED/有機 EL 市場」 
武野 泰彦 （グローバルネット（株）代表取締役 ） 

SSIS2010 年 7 月度研修会 
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な Fabless 企業が半導体売り上げのトップ 10 の中に

入ってきている。また、新しいグリーンデバイスと言わ

れる LED、パワーデバイスを専門に製造している会社

も新たに半導体市場に大きな存在感を示し始めてい

る。 

 

3. 日本がリードしていた LED（Light Emitting Diode）

技術と産業 

今注目されている LED（Light Emitting Diode）は、

1957 年に米 RCA 社の E.E.Loebner により開発が進

められた。同年発光ダイオードとは違うが、電磁波の

提案を東北大学の西澤潤一氏らが半導体メーザとし

て発表をしている。1962 年に GE、MIT、IBM の研究

者がレーザーダイオードの発振に成功した。高輝度

の赤色 LED は 1972 年にスタンレーが開発した。1978

年には量産化を行い、次いで GaP による黄緑色の

LED 開発にも成功した。しかし、スタンレーは開発の

中心を LCD に移行し青色 LED の開発は日亜化学工

業や米クリー社、豊田合成が引き継ぐ形になった。し

かし現在では、液晶ディスプレイのバックライトや、照

明用途に応用市場が急拡大するようになり、韓国、台

湾メーカが日本メーカを追い越す勢いで生産拡大を

進めている。 

 

4. LED FPD テレビの開発競争が激化 

現在 LED 市場を大きく拡大させている応用分野は

LED バックライト搭載液晶テレビで、その市場は急激

に拡大し 2010 年 3000 万台、2011 年には 6800 万台

にまでに拡大し、液晶テレビ市場の約 40%を占めると

予想されている。(図 3) 

韓国 Samsung Electronics 社はエッジ・ライト型の

LED バックライトを採用した 40 型、厚さ 3.9mm の「世

界最薄」（同社）を商品化し、LED バックライト搭載液

晶テレビのトップシェアを占めている。 

現在 LED バックライトの LED を少数にするために

エッジ・ライト型の採用が増加しているが、局所輝度

制御（ローカル・ディミング）が難しいという課題を抱え

ている。その結果日本のメーカは LED を画面直下に

配置する直下型バックライトを製品化している。直下

型は、薄型化が難しいが、ローカル・ディミングが可能

になることで、液晶パネルに表示する映像を高画質

にできる。さらに，高価格な導光板やマイクロレンズな

どが必要なくなる。 

 日本ではソニー、シャープ、東芝が参入し、オランダ

の Philips 社なども参入し、開発競争が激化している。 

LG やシャープなどは直下型バックライトを採用して

いる。サンケン電気はエッジライト型、日立製作所も

直下型でないバックライトを開発している。直下型に

移行するには、LED チップの低価格化が重要になる。

直下型は LED チップを大量に搭載しなければならな

いため、エッジ・ライト型の採用が進んだ。今後は

LED チップが大量生産されてチップ単価が下がるの

で、直下型を採用し拡散板を数枚搭載することで低

価格化につながる。RGB3 色 LED を光源に採用して

いる製品も開発されているが、コストダウンが難しいこ

とから白色 LED が主流になりつつある。白色 LED は

素子輝度の向上やバックライト構造の工夫で使用個

数の削減が可能で、コストダウンが見込める。 

 

5. 韓国、台湾メーカは設備投資を拡大し生産増強 

LED チップの低価格化に向けた増産の動きは，顕

著になってきている。LED 産業を分類するとエピ、チ

ップ、パッケージ、モジュール、アプリケーションに分

かれる。（図 4） 

日本では今まで LED チップメーカはパッケージに

する企業と考えていたが、水平分業化が進んでいる。

垂直統合的なメーカでは、日亜化学工業、豊田合成、

スタンレー、米フィリップス・ルミレッズ、米クリー社、独

オスラム社があった。韓国ではチップメーカが多く、

Samsung LED 社は積極的に投資を行い Suwon 工場

と Giheung の生産ラインを稼働しており、さらに 2009

年に LED 関連の投資を約 17 億 US ドルに引き上げ

新たに中国・天津と韓国 Sejong に新工場を建設した。

他に、LG Innotek 社が 2010 年から 2011 年の 2 年間

図3  LEDバックライト搭載FPDテレビ
市場推移と予測
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に 5,000 億ウォンを投資、同じく Seoul Semiconductor

社も 5 年間で総額 1 兆 8,000 億ウォンを計画してい

る。 

台湾では、エピ／チップメーカである Epistar 社(晶

電)、AOC (華上光電)社が私募債或いは現金による

増資を進めている。またパッケージメーカである台湾

Everlight 社は約１億 US ドル、同じく台湾 Unity Opto

社は 2010 年に 2,000 万 US ドルの設備投資をしパッ

ケージ生産能力を引き上げる。 

中国大陸でも台湾 Epistar 社は福建省と遼寧省に

拠点を持ち、2009 年江蘇省の Changzhou に三番目

の工場を建設。台湾 AOC 社は山西省、台湾 Forepi

社は江蘇省にそれぞれ生産設備を構築中で、2010

年内にすべて稼働する見込み。 韓国・台湾の攻勢

に対し、日亜化学工業も2010年 1月に新工場を着工

した。2012 年までに 1,000 億円程度の投資を計画し

ている。 

 

6. 有機 EL 照明の現状 

現在 LED 照明と並んで次世代省エネ高効率照明

として期待されているのが有機 EL 照明である。有機

EL は Electro luminescence（電界発光）を利用した自

発 光 素 子 で あ る 。 OLED(Organic Light Emitting 

Diode)とも呼ばれ、有機物質自体が発光するため高

発光効率、低動作電圧、高視野角という特徴を持ち

ディスプレイ分野と照明分野への応用が進んだ。 

基本構造は ITO(Indium Tin Oxide)を電極として成

膜した 2 枚の基板で有機物の発光層を挟み込む。有

機物は分子構造の組み合わせにより、何種類もの材

料を製作することができるため、高効率と耐久性を兼

ね備えた材料を見つけることが鍵となる。大きく分ける

と高分子材料と低分子材料に分けられ高分子は低分

子よりも寿命・変換効率は劣るが、フィルムやインクジ

ェットで成膜できるので、大型化し易く、生産性が高

い。発光効率が高いのはリン光物質である。繰り返し

性、発光効率、耐久性に耐えられる材料の開発を目

指している。 

有機物の分子構造の組み合わせは無限であり、そ

の中から発光効率と耐久性を兼ね備えた有機物を見

つけることが実用化への決め手になる。発光効率が

高いのはリン光物質である。10 億回の繰り返し発光な

どに耐えうる有機物を合成し、蛍光灯以上の発光効

率、寿命を長くできる耐久性、輝度が最低 1000cd 程

度である有機 EL の開発が実用化の鍵となる。 

有機EL（OLED）技術の展開としてディスプレイ分

野と照明分野がある。有機ELディスプレイは携帯電

話、カーナビ、自動車用インパネ、MP3/PMPへの応

用が進んでいる。ディスプレイ分野では赤、緑、青の3

色の発光素子を動画に対応させる為に高度な制御

技術が必要となる。照明分野では、ディスプレイに比

べ明るい光が求められ、さらに大面積で光らせる技術

が重要になっている。また、一般の照明器具として市

場を広げるには低価格化と量産化、長寿命の3要素

をクリアーしなければならない。携帯電話向けの小型

液晶バックライトやナイトランプや玩具等にはすでに

使用されている。2010年の有機EL照明機器市場は、

576億円とまだ大きな市場になっていない。（図5） 

図5 有機EL照明市場
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この理由に、有機EL照明はプロセスコストが高く、

明るさや寿命に課題があるためと考えられる。しかし、

今後の市場を考えると有機EL照明製品は面発光な

ので影が生じにくく、デザイン性に優れている。また、

照明の応答が早く、色と速度を自由に変化させること

ができる。このような利点を背景に低コストの量産技
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術が構築されフィルムで供給されるようになれば、

2014年には有機EL照明機器市場は48億ドルになる

と予想される。 

現在有機EL照明の開発に取り組んでいる企業は

56社有り、その内の27社が有機EL照明の材料を開

発している。照明用途として高発光効率を得るために

有機物リン光材料の開発が進められており、すでに

赤色と緑色が実用レベルに達している。独Osram 

Opto Semiconductors社は2009年11月から照明向け

有機ELパネル「ORBEOS」の出荷を開始している。蘭

Royal Philips Electronics社も2009年から有機ELパネ

ル「Lumiblade」専用サイトでの注文を受け付けている。

2009年10月にオーストリアのZumtobel Groupが独

Fraunhoferと合弁で設立したLedon OLED Lighting社

はFraunhofer IPMSの人材とパイロットラインを活用、

また外部の有機ELパネルも使い照明ソリューションの

開発、早期の商品化を進めている。韓国ModisTech

社ではフレキシブルタイプの有機ELパネルを2010年

内にも商品化する。同社では、輝度が低めながら、独

自に開発したプロセスにより、低コストのパネルを間接

照明用途向けに立ち上げる。 

 

7. 国策として LED／有機 EL 照明産業をバックアッ

プする他国 

このようにバックライトで LED はすでに市場が拡大

しているが、照明においても LED 化の動きが進んで

いる。米国では、米国エネルギー省（DOE)が主体と

なって、省エネルギー推進のための LED 照明技術の

開発や法整備に力を入れている。IES(Illuminating 

Engineering Society) および ANSI(American National 

Standards Institute) などに働きかけて品質基準や規

格制定を進めており、2009 年 12 月には LED 照明の

Energy Star Criteria を発表した（2010 年 8 月 31 日よ

り施行）。また、次世代照明（LED や有機 EL)の開発・

事業化に 5,000 万 US ドルの支援枠を設け、2010 年 1

月にコア技術開発や製品開発、国内生産の 17 プロ

ジェクトに対し合計 3,780 万 US ドルの拠出を発表し

た。研究開発だけでなく、生産プロジェクトへの助成

を行う。 

韓国でも 2012 年に世界 LED 市場トップ 3 を目標

に掲げて政策を推進している。国際標準を視野に国

内の KS 認証規格を制定したのをはじめ、自治体や

公共機関で使われる照明を 2012 年には 30%を LED

にし、街灯・景観照明への導入実験などで初期需要

創出を行っている。また、研究開発や中小企業育成

支援など直接的な補助が行われており、自治体を中

心とした LED 産業クラスター計画も発表されている。 

中国政府は 2009 年までに 21 都市へ 100 万灯の

LED 街灯の設置を目指す「十城万盞」を始めとし、

2015 年までに街灯を LED に置き換える国家 LED 照

明プロジェクトが進行中で、LED 街灯の導入規模で

は最も進んでいる。企業の研究開発コストの 30%を負

担する助成金プログラムなども用意されており、国家

重要産業に位置づけている。2015年までLED照明を

20%の普及率に、景観装飾照明市場を 70%の普及率

にすることを目標にしている。 

日本においては、地方レベルでは LED の普及に

取り組んでいるが、国家レベルでの産業育成は行わ

れていない。2008 年 10 月に LED ランプコントローラ

の安全要求について『JIS C 8147-2-13』、2009 年 3

月に一般照明用 LED モジュールの安全仕様『JIS C 

8154』が制定されている。LED 照明推進協議会は現

在対象外になっている PSE 法(電気用品安全法）に

LED 照明を含めることを提案しており、日本電球工業

会や日本照明器具工業会などと協力して、韓国や中

国などの動きも参考に安全基準の整備をすすめてい

る。 

LED 照明産業を育成するには標準規格の統一と

国策として支援していくことが重要である。電力を家

庭で総合的に管理するスマートグリットも米国では国

と企業とで取り組みが始まっている。日本においては

国が大胆に後押しをし戦略的に取り組むことが新し

い産業を育む上でも重要である。 
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SEMI（「セミ」と呼びます）はマイクロエレクトロニクス

産業の製造サプライ・チェーンをサポートする国際工業

会です。1970 年に米国シリコンバレーで誕生した SEMI

は半導体製造のための装置と材料のグローバルなサ

プライ・チェーンの拡大をサポートし続けています。以

後、会員の事業拡大に伴い、FPD、ナノテク、MEMS、

太陽光発電などの新技術分野へも支援を始めておりま

す。 

SEMI の最大の存在価値は、真にグローバルな工業

会であるということです。日本、北米にそれぞれ 600 社

以上、欧州に約 200 社、中国、台湾、韓国にそれぞれ

約 170 社と、世界全体で約 2 千社の会員を有します

（2009 年 2 月現在）。今日のハイテク・インダストリーで

は、そこに身をおく企業それぞれが必然的に世界のサ

プライ・チェーンに関わっており、それら企業が相互に

力を合わせて成功されるようお手伝いをしております。

その実現のため、SEMI は展示会（セミコン・ジャパン、

PV ジャパンなど）、セミナー（STS、GFPC、SFJ など）、

国際技術標準、市場統計、EHS 啓蒙、人材育成などさ

まざまなサービスを提供しております。 

セミコン・ジャパンは世界最大の半導体製造装置・材

料の展示会で 34 年の歴史を持ち、毎年 12 月に幕張メ

ッセで開催します（写真-1）。2009 年には 19 カ国・地域

から 1,000 社近くが出展。3 日間の延べ来場者は 6 万4

千人にも達しました。 

 
写真-1 セミコン・ジャパン会場に向かう人波 

PV ジャパンは、太陽光発電協会殿との共催で、今年

は 6 月末からパシフィコ横浜で開催。11 カ国・地域から

311社・団体が出展。3日間で4万人以上の来場者があ

りました（写真-2）。併催の再生可能エネルギー展示会

と併せ、アカデミア、装置・材料、セル・パネル、施工な

ど太陽光発電のサプライ・チェーンのすべてを網羅す

る展示会です。 

 

写真-2 PV ジャパン展示会場 

SEMI では毎年、我々のサービスの品質を知るため、

世界の会員企業（一部、非会員企業を含む）を対象に

アンケート調査を実施しております。今年の 4 月に行っ

たアンケートでは、世界 1700 社から回答を頂戴しまし

た。SEMI に対する全般的満足度は 2007 年から昨年ま

での 3 年間ずっと 7 割程度でしたが、今年は 91％と大

幅に改善しました（図-1 参照）。そして SEMI のコミュニ

ケーションに改善があったとの評価を頂戴しています。 

 

国境の存在を意識していては発展が望めないハイテ

ク産業において、国際工業会としての SEMI への期待

を重く受け止めながら、一層のサービス向上に努める

所存でございます。 

SEMI ジャパン  

代表 中川 洋一   
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      会員状況 (9 月 30 日現在) 

    個人 313 名、賛助  43 団体     

東京(西南)コミュニティ初会合報告 

東京(西南)地区担当 高橋令幸

春の関西、九州地区に続いて東京(西南)コミュニテ

ィの初会合を 9 月 29 日午後 3 時から新宿区立新宿文

化センターで行いました。 総勢 33 名のうち出席者は

内海、栗原、宍戸、鈴木、高垣、高橋(昌)、高橋(令)、

本間、溝上の 9 名でした(都合で出席できなかった方

は 6 名)。 

はじめに一人約 5 分で全員の自己紹介を行って雰

囲気が和らいだところで、今後の進め方について話し

合いました。先ずは会員の人生を充実させていくため

の場を提供するという考え方が重要との結論で、当面

は会員の懇親の場を持って相互のコミュニケーション

を深めていこうということになり、四半期に 1 回の会合を

もつことにしました。次回は 12 月 15 日(水)午後 6 時と

決まりました。続いて高橋令幸会員による「高度先進医

療・重粒子線癌治療」のテーマで、治療の原理から始

まり、対象症例、治療成績(前立腺癌は 100%近い)な

ど出席者の関心を引く話がありました。 

その後近くの中華料理店で美味しい料理とビール、紹

興酒の懇親会で会話が弾みました。 

第１回 SSIS オープンゴルフ大会 結果報告

                  SSIS 文化活動委員会

文化活動行事の一環として去る 6 月 9 日(木) 

に懇親ゴルフコンペが立川国際カントリー倶楽

部で開催されました。18 名の参加をいただき、和

気あいあいのプレーをたのしみました。 

上位入賞者は下記の方々です(敬称略)。 

優勝:池野成雄、2 位:内海忠、3 位:喜田祐三 

 

（次回第 2 回 SSIS オープンは 11/18 予定です）

新入会員(2010.7.1～2010.9.30) 

個人会員         (ご入会順、敬称略) 

 櫻井 克己       浅野 史彦     佐藤 孝吉 

 久保 正次       今村 卓       柴田 智宏 

 松尾 保        川那部 隆夫    宮下 実 

 Richard Dyck    三輪 秀郎 

*新たにご入会の皆様、宜しくお願い申し上げます。

協会行事のお知らせ 

2011 年度社員総会開催(予告) 

下記の通り総会関連行事を予定しております。 

記 

1．日時：2011 年 1 月 28 日(金) 13 時~19 時 

2．会場：全林野会館 プラザフォレスト 

     (東京都文京区大塚・茗荷谷) 

3．予定行事：   ・ 諮問委員会 

・ 社員総会 

・ 特別講演会 

・ 懇親会 




