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巻 頭 言

SSISの役割と活動方針

牧本 次生 理事長

SSISは1998年に発足し
て以来10年余が経過し、
昨年4月には「任意団体」
から「一般社団法人」へ
の移行がなされました。
法人格を得たということ
は、人間にたとえれば成
人に達したということに
相当します。法人として
諸契約が可能となり活動の幅が広がる反面、社会
への貢献を意識した活動が必要になってきます。
さて、SSISには半導体関連の他の団体（たとえば
SEAJ、JEITA、SEMIなど）とは異なる特徴があり
ます。まず、半導体のデバイス分野のみならず、
装置、材料、サービス、販売など半導体関連の幅
広い分野の人材をカバーしていることであります。
また、半導体の経験が長く、幅広いネットワーク
を持っている会員が多く、お互いにつながること
によって Network of Networks が形成されており、
世界的にもユニークな団体となっています。
このような特徴を生かしながら、SSISとして果
たすべき基本的な役割として次のようなことがあ
げられます。
第1に、会員の皆様が生涯にわたってつながるこ
とのできる豊かなネットワークの提供です。企業
には定年がありますので、いつまでもつとめるこ
とはできませんが、SSISには何の制限もなくネッ
トワークにつながることができます。
第2に賛助会員へのサービス提供です。セミナー
や講演会などの各種イベントを通じて半導体関連の
最新情報を提供することです。さらにSSISの有志
による教育講座の提供、コンサルティングの提供
など、その特質を生かしたサービスを提供します。
第3に社会貢献の一環として、半導体産業への支
援強化です。半導体がわが国にとって如何にかけが
えのない産業であるかについて、あらゆる機会を通
じて啓蒙活動を進めます。また、過去の歴史を正し
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く記録し、将来への道しるべとすべく、バーチャ
ル・ミュージアムとしての「日本半導体歴史館」の構
築を進めていきます。SSISは「半導体産業の強力な
応援団」としての役割を果たしたいと考えています。
以上のような基本的な役割を推進して成果を挙
げるために、本年度は次のようなことを重点的に
推進したいと考えています。
① 財務基盤の強化
現在のSSISの財務状況は、一昨年の世界同時不
況の影響を強く受けて、大変苦しい状況にありま
す。
「入るを図る」とともに「出るを制す」の両面
作戦で臨まなければなりません。会員の拡大、各
イベントごとの収支の改善（セミナー、講演会、
教育講座など）に取り組みます。また、会報Encore
の自主編集による経費の節約を図ります。
②会員の拡大
財政の基盤は会員の「会費」が中心になってい
ますので、更なる会員増強が必要であり、本年度
の重点課題として取り組みます。会員拡大委員会
が中心になって、新しい募集様式も出来上がりま
したので、コミュニティ活動などを通じて推進し
ていただきたいと思います。
③教育・研修活動の事業化
集合教育、受託・派遣教育をSSISの事業として
確立する。特に本年度は「入門講座」に注力し、
今後のモデルケースとする。
④論説活動の重点化と啓蒙活動の推進
「地球温暖化」の問題を中心にして、環境の時代
において半導体がいかに重要な役割を果たすかに
ついて効果的なアピールを行なう。
⑤日本半導体歴史館の構築
歴史館の構築はSSISの旗艦プロジェクトとして
推進中であり、10月末までに一般公開を行う予定
であります。
以上の諸施策の推進によって、将来への飛躍の
基礎作りをしたいと思いますので、会員の皆様の
温かいご支援をお願い申し上げます。

「日本は世界のリーダーに戻れるか？
ガンバレ・ニッポン！」
中川 洋一（SEMI ジャパン 代表）
ています。
しかし、ガートナーのボブ・ジョンソン氏は、先
端デバイスのデザインと設備投資の巨大な負担から
2014 年には先端ファブを操業するのは、
メモリーで
4～5 社、IDM（メモリー以外）で 1～2 社、ファウ
ンドリーで 3 社の世界で 10 社程度と予想。
VLSI リサーチのダン・ハッチャーソン氏は、こ
れからの半導体市場を牽引するのは人口・エネルギ
ー・水資源であり、中国・インドに注目と。また、
元エアプロダクツのヂュンカン・メルドラム氏も同
様に、インドが引っ張るアジアは成長、北米は消費
が細り成長鈍化、欧州は引き続く弱さ、そして日本
は停滞と述べています。マクリーン氏による設備投
資地域分布では、2005 年に北米に続いて 2 位だっ
た日本は、2015 年には 4 位に落ちると予測してい
ます（図-2）
。
リーマン・ショックで世界経済を震撼させた米国
は、今や「世界の工場」としての競争力を備えつつ
あります。オバマ大統領が推進する「グリーン・ニ
ューディール政策」は、太陽電池で世界 3 位の中国
サンテック・パワーをアリゾナ州に、ドイツ大手の
ショットソーラーもニューメキシコ州にそれぞれ太
陽電池工場を建設します（日経新聞 1 月 10 日）
。

今年バンクーバーで開催された冬季オリンピック
のフィギュア・スケートでは、期待された浅田真央
選手が惜しくも金を逃がしての銀メダル。日本人の
多くが残念に思いながらも彼女の健闘を祝福しまし
た。一方、韓国では金メダルに輝くキム・ヨナに歓
声が沸いたそうです。ビジネスの世界ではグローバ
ル化が進んでいますが、
「フォー・ザ・フラッグ」は
どの国でも素直な国民感情のようです。
さて、SEMI は例年通り 1 月に米国カルフォルニ
アで ISS（インターナショナル・インダストリー・
シンポジウム）
・US を開催しました。これは、主に
北米地区の半導体ビジネスに関わる企業幹部の方々
を対象に、著名なエコノミスト、アナリストやテク
ノロジストによる市場情報を提供します。
コモディティー化した半導体の市場は GDP の動
きに連動すると言われていますが、IC インサイツの
ビル・マクリーン氏が示したグラフ（図-1）でも両
者の好不況のピークが見事に一致し、昨年下半期か
らの回復を示しています。又、同氏によると半導体
出荷は 2009 年第 1 四半期に底を打ち、出荷量は昨
年第 3 四半期に過去のピーク近くにまで到達しまし
た。また、設備投資成長率も、2009 年の前年度比マ
イナス 41%から今年はプラス 45%になると予測し
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さて、SEMI の最大の存在意義は国際工業会であ
ると、多くの方々から評価頂いております。SEMI
が「グローバル人」育成のための教育を直接的に行
うことは困難ですが、SEMI ジャパンでは、高校生
を対象としたハイテク・ユニバーシティー（HTU）
，
大学生を対象とした「セミコンへ行こう」
、企業の新
人を対象とした「セミコン・ジャパン・プロセスツ
アー」を毎年実施しております。日本の未来を担う
若者にグローバルなビジネスを展開していらっしゃ
るマイクロエレクトロニクス業界の素晴らしさを伝
えていくことが、
「技術立国日本」を世界規模に広げ
る一助になることと心から祈っております。

一方、
日本の回復が遅れているのが気になります。
先に触れた ISS・US でマクリーン氏が示した工業
生産指数のアジア諸国間での比較で、日本が圧倒的
に遅れをとっているのが明白です（図-3）
。また、ジ
ョンソン氏が予測する先端ファブ 10 社に日本企業
の名はありませんでした。
30 年ほど前に「ジャパン・アズ・No.1」と持て
囃され、日本製 DRAM の勢いに対抗して「日米半
導体摩擦」などという政治問題にまでなったあの勢
いはどこに行ってしまったのでしょうか？
本誌昨年 11 月号で外国系半導体商社協会会長の
森泉修一氏は「2009 年 Q3 の業績ランキングでは、
上位20社の平均売上高は前期比で19%上昇したが、
日本メーカーが依然として赤字、もしくはようやく
黒字。それに反し、海外メーカーは力強い回復、多
くが Q2 で黒字に転換、Q3 では更なる増収を達成。
気がかりなのは日本だけが世界市場に比べて回復が
鈍い。利益重視型の事業モデルを取り入れるべき。
」
と述べておられます。ユニクロなどでお馴染みのフ
ァーストリテーリング会長兼社長の柳井正氏は日経
ビジネス 2010・1・14 号で「日本はもっと自分を客
観視する必要がある。例えば、サービスやコミュニ
ケーションの分野です。日本人はこの 2 つを得意分
野と考えている。でも、本当は苦手です。特に異文
化コミュニケーション。グルーバル戦略の実行に一
番必要なのにダメです。
」といわれています。
日本が真のグローバル国家となるためには、真の
グローバル人を創り上げる教育制度が必要であると
思います。
「技術立国日本」の復興には「グローバル
人」による「異文化コミュニケーション」が必須で
しょう。しかし、英語が事実上世界語であるのは既
成事実ですが、これを英語教育と考えては間違いで
す。均一社会を好む日本人にとって異文化を共有す
るのは容易ではないと思われます。
日経新聞 1 月 19 日版によると、日本たばこ（JT）
はすべての海外事業を統括する「世界本社」をジュ
ネーブに置き、その 17 人の執行役員のうち日本人
は 2 人だけ。英ピルキントンを買収した日本板硝子
では、買った側に欧米流の経営手法が及び、20 人の
執行役員中日本人は 10 人。でも、2008 年に実施し
た管理職対象の希望退職には3 割弱の220 人が応募
し、グローバル文化との共存は多くの日本人にとっ
て容易ではないようです。アジア圏の一部のエリー
トは家族を米国に移し、夫は母国に単身赴任する姿
が見られます。それは母国のグローバル化を待たず
に個人単位での「グローバル人」育成の有効な手段
かもしれません。
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図ー１

図‐1 世界の半導体成長率推移と
世界の GDP 成長推移

図ー２

図‐2 2005 年/2010 年の設備投資シェア

図ー３

図‐3 アジアの工業生産指数推移
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2 月 19 日社員総会開催

平
成
22 年度

於新宿文化センタ－:東京・新宿区

2009 年度活動報告・2010 年度役員選任の件・2010 年度活動計画
午後２時 30 分、定刻に牧本理事長の発議によ
り志村幸雄諮問委員を議長に指名し、満場一致で

以下に概要をご報告いたします。

選任された。直ちに議長から事務局長に定足数の

１．活動の概要

確認があり、総会の出席数と委任状の合計が定款

1.1 会長の交代

の規定する社員総会成立要件である社員議決権総

昨年 1 月の第 12 回年次総会でご承認いただき、

数の過半数を満たしていることが事務局長から報

川西剛初代会長から牧本次生第 2 代会長に交代いた

告されて開会した。

しました。川西様は 1998 年 1 月の SSIS 設立以来協
会の発展にご尽力いただき、幾度か訪れた半導体不

【理事長挨拶】牧本 次生理事長

況に伴う SSIS 存続の危機では厚い人望と広い人脈

昨年 4 月に法人格を取得して

で会員の拡大と財政の確保に貢献をたまわり、今日

一般社団法人として新たなスタ

の礎を築いていただきました。引き続き顧問として

ートをしました。厳しい社会、

ご指導いただいております。牧本様は長年半導体の

経済環境のなか会員の皆様には

開発･生産に携わってこられ、
日米半導体協定の際に

大変お世話になっており厚く御礼

は日本側メーカー代表の一員として交渉の席に着く

申し上げます。

など、広く業界、学会、政官界に著名です。SSIS

半導体産業も落ち込んだ状況にあり、WSTS の

は牧本理事長のリーダーシップの下に次の 10 年に

昨年秋の統計では 2009 年の成長率は－12％と発

向けて新たな活動を展開中です。

表されています。グローバルにはメモリー業界、

1.2 法人への移行

ファウンドリー業界で大型の吸収・合併、倒産が

約 1 年間に亘り委員会をつくり法律事務所の指導

頻発しています。国内でも業務提携、統合の動き

を受けながら準備をし、法人格を取得しました。

が活発になっています。

・ 2009 年 4 月 1 日付登記完了

このような状況のなかで SSIS も個人会員の伸

・ 任意団体 ⇒ 一般社団法人

び悩み、賛助会員の減少からの財政面でのネガ

対外的には法人格での諸契約が可能となり、各種活

ティブインパクトを強く受けていますが、法人格

動の幅が広げられます。また、内部的には理事会設

取得を契機により一層社会貢献を意識した活動を

置により責任と権限が明確になりました。

中長期的な計画をたてて進めてゆきたいと考えて

1.3 重点活動

います。

財政的には厳しい状況でも、会員へのサービスは

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

落とさないことを基本に以下の 5 項を重点活動に掲

(出席+委任状)／(社員総議決権数)＝

げて推進してきました。

総会成立要件：過半数(定款第 17 条 1 項)

(1) 会員拡大キャンペーン展開
･個人会員全員参加の入会紹介キャンペーン

Ⅰ．2009 年度活動報告

(2) バーチャル・ミュージアム計画の推進
･日本半導体歴史館の HP 上への開設

【活動の総括】 梅田治彦理事

(3) 教育・コンサルティングの事業化計画推進

2009 年度は SSIS にとってかつてない大きな変

･企業への派遣教育受託活動の展開

革の 1 年でしたが、
会員の皆様のご支援･ご指導で

(4) 研修会ネット配信による遠隔地会員サービスの

この変革と難局を乗切ってまいりました。

拡充
(5) 賛助会員企業、関連企業訪問の実施
4
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1.4 各委員会活動の成果
2009 年度は新たに立ち上げた委員会・プロジェ
クトを含め 12 委員会がありました。
その活動の概
要と成果を表-1 に示します。

総会会場風景

表-1 委員会活動の概要
委員会名

活動の要約(上段)と成果(下段)
魅力あるテーマ選定での収益改善

研修委員会

開催：5 回、参加者総数：262 名、収支：-151k\
会報の自主編集による経費半減への挑戦

編集委員会

64 号自主編集の実施。アンコール検索ツール作成

文化活動委員会
関西地区委員会
九州地区委員会

工場見学会を九州地区委員会と合同開催
会員によるミニセミナーを同時実施。参加：17 名
特別セミナーで「日本が直面する教育」
「構造不況」問題を特集
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ猛威の中、特別セミナー参加 40 名確保
春季工場見学会(三菱電機、原子力発電所)を計画
三菱・ﾊﾟﾜｰ半導体工場、九電･玄海原発見学。参加：17 名
教育・コンサル受託活動開始。集合講座開設準備開始

教育委員会

教育受託実績：5 件。[半導体入門講座]募集開始

会員拡大委員会

アンケートに基くロードマップ作成と会員拡大キャンペーン展開
新規入会 個人会員：52 名、賛助会員：2 社
08 年募集の論説 7 編をアンコール 62 号に特集

論説委員会

09 年テーマ「大学生の理工離れ」で論説を募集

ﾊﾞｰﾁｬﾙ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

Phase-1 としてﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄを完成、会員向けに開示。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

日本半導体歴史館の基本構想作成。総合年表を会員専用頁への掲載
HP 管理規程・著作権管理規程の制定(09/7)

広報委員会

SSIS 著作権 HP 掲示によって確立(09/9)

ネット配信委員会
法人化委員会

Skype 活用によるセミナーの遠隔地簡易 live 配信
九州地区へ 3 回実施(live：2 回、ビデオ配信：1 回)
4 月 1 日法人移行を以って終了

2．会員の状況
協会活動力の源泉は会員です。最重点施策とし

会員増減の状況を表-2 に示します。

て理事長を先頭とした会員拡大キャンペーンを展
開しました。個人会員では 50 名を越す新入会を

表-2 会員の状況 ( )内は 08 年実績

いただきましたが、高齢や種々の事情で退会され

区分

る方も多く、16 名増の実績でした。一方賛助会員

個人会員

では 2008 年秋以降の大不況の影が色濃く影響し、

賛助会員

越えて多く、退会 12 団体、入会 2 団体で 45 団体

[団体]

まで減少しております。
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09-12 月
285

[人]

企業統合･事業吸収、
業績不振による退会が予想を

半導体シニア協会

09-1 月

5

55

45

入会

退会

52

36

(23)

(30)

2

12

(4)

(1)

３．会計報告の要約
2009 年度は社会情勢の影響を大きく受け賛助

表-3 2009 年度(第 1 期)損益計算書

会員の大量退会という状況下、会員拡大キャンペ
ーンによる個人会員増強にもかかわらず、収入面
で大幅な減収が生じて、会費収入が 76% の予算未
達成に終わりました。支出面では収入減に対応す
るため 6 月に緊急の実行予算を編成し、活動費の
重点項目への配分を決め、固定費等での冗費削減
をおこない赤字の圧縮策を実施しましたが、最終
的な収支はΔk¥2,851 と残念な結果となりました。
この損金は累積の剰余金にて補填いたしました。
研修事業、教育事業等を協会の収益の核に育てる
努力をしております。(活動報告･以上)
引続き会計報告が片野事務局長から行われた。
表-3 に 2009 年度損益計算書を示します。
また、監査結果を和田監事から付帯意見 1 件を含
み報告された。
<付帯意見> 法人として中･長期ビジョン(5 年ス
パン)とロードマップ作成が必要。
以上、2009 年度活動報告と会計報告が承認された。

Ⅱ．2010 年度役員選任の件
牧本理事長から役員退任報告と選任の提案が行
われた。
１．退任理事報告(2010 年 2 月 19 日付）
吉田庄一郎理事(副理事長)
梅田治彦理事(運営委員長)
内田雅人理事(運営副委員長)
２．2010 年度役員選任(2010 年 2 月 19 日付)
表-4 2010 年度役員
理事

監事

氏名 (50 音順)

区分

内海 忠

留任

片野 弘之

留任

鎌田 晨平

新任

高橋 令幸

新任

竹下 晋平

新任

田中 俊行

新任

中塚 晴夫

新任

堀内 豊太郎

留任

牧本 次生

留任

中村 信雄

留任

和田 俊男

留任

以上 2010 年度役員選任は提案どおり承認された。
6

半導体シニア協会

会報

No.66(‘10 年 5 月)

Ⅲ．2010 年度活動方針
した企業の重点的な発掘を図る。
１．理事長方針
<基本方針>

２．運営体制

一昨年秋からの世界的不況の影が未だ色濃く残り、

昨年 4 月に理事会設置型の一般社団法人に移

協会の財政面にも影響し、2010 年度は会費収入が伸

行して以来、
従来の運営委員会を維持しながら活

び悩む中赤字予算の編成とならざるを得ないが、堅

動してきました。
約 8 ヶ月を経過する中で改善点

実且つ積極的な活動を推進し、社会貢献の実を上げ

を踏まえ運営体制を見直します。
●運営委員会を廃止する

てゆく。
① 「半導体を通しての社会貢献」を意識した運営。

●理事会と実行委員会との連携を図るための

定例の執行会議を設ける。

② 「SSIS のアウトプット、サービスは何か」を見

●新諮問委員の報告

えやすくする努力。

*吉田庄一郎会員：副理事長退任

③ 「半導体の重要性」を広く訴える啓蒙活動と日本

*内田雅人会員：理事･運営副委員長退任

半導体産業を支援するための諸活動。

*佐々木 元会員：新入会･日本半導体歴史館

④ 「財政基盤の強化」の為の諸施策の展開。

アドバイザー

⑤ 収入・支出均衡の堅実な予算の執行。

組織を図-1、
諮問委員を表-5、
常設の会議を表-6、

⑥ 会員の知識と技術を社会に還元する支援活動。

実行委員会名/委員長名を表-7 に示します。
<重点施策>

図-1 組織

① 日本半導体歴史館計画 phaseⅡの完遂。
6 月末・・・会員専用ページに開示
10 月末・・・一般公開
*アドバイザリーボードの設置
*SSIS フラグシッププロジェクトとして推進
② 教育･研修活動の事業化
*集合教育、受託派遣教育を SSIS の事業として
確立する。
*研修会、講演会は話題性あるテーマの選定に
より収益改善を図る。
③ 論説活動テーマの重点化と啓蒙･事業化計画
*社会的な関心事の「地球温暖化」を重点とし
て、
「半導体との関わり」を SSIS の英知で論
じ、社会に発信する。
*環境の時代における半導体の果たす役割を冊
子として、出版することを検討する。
④ 会員拡大活動の新たな展開
*個人会員は重点企業ごとにキーマンをおくシ
ステマティックな勧誘体制を構築する。
年間 100 名の新会員募集を目標。
*賛助会員は新分野、異業種への勧誘活動の展
開を図る
ベンチャー・販売関連・人材関連・外資系・地
方自治体などに枠を広げる。また、環境関連分
野の太陽電池、LED、パワーデバイス等に関連

理事会

日本半導体
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諮問委員会

歴史館

会報

監事

事務局

半導体シニア協会

社員総会

実行委員会
(2010 年度は 9 委員会)

表-5 2010 年度諮問委員
(50 音順、敬称略)
氏 名
金原 和夫

備考
諮問委員長

牛尾眞太郎
内田 雅人

備考

佐々木 元

新任

高橋 昌宏
新任

棚橋 祐治

梅田 治彦

中原 紀

大見 忠弘

平林 庄司

大山 昌伸

牧野 力

河崎 達夫

安福 眞民

小宮 啓義

吉田庄一郎

志村 幸雄
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氏 名

新任

(4) 関西地区委員会：田中委員長
① SFJ シンポジウムを通し、広く半導体業界

表-6 常設の会議体
会議名

開催頻度

社員総会
理事会
執行会議

1 回/年
原則隔月
原則隔月

の問題を探り研修の場とする。

構成

② 関西在住会員のコミュニティづくりと親睦

全個人会員

をはかる。

賛助会員の代表者

(5) 九州地区委員会：荒巻委員長

理事・監事
理事

① 春季・秋季見学会の計画、実施。

実行委員長

② セミナーのネット配信・DVD 製作。
(6) 教育委員会：高畑委員長

(監事：随意出席)
各委員会
実行委員会

の定めに
よる

① 「半導体入門講座」の実施。
実行委員長

② 企業への教育・コンサルティングの提供。

実行委員

③ SSIS 収益への貢献。
(7) 会員拡大委員会：喜田委員長
① SSIS パンフレット等入会勧誘資料の整備。

表-7 実行委員会・委員長 (敬称略)
委員会名

② 大手企業の OB 代表による勧誘体制の確立。

委員長

(8) 論説委員会：釜原委員長

1 研修委員会

加藤 俊夫

2 編集委員会

遠藤 征士

① 地球温暖化をテーマに論説を募集する。

3 文化活動委員会

高橋 令幸

② 「地球温暖化と半導体の役割」を冊子にま

4 関西地区委員会

田中 俊行

とめることを目指す。

5 九州地区委員会

荒巻 和之

(9) 日本半導体歴史館委員会：中塚 GM

6 教育委員会

高畑 幸一郎

7 会員拡大委員会

喜田 祐三

8 論説委員会

釜原 紘一

9 半導体歴史館委員会

中塚 晴夫

① コンテンツ収集と会員専用頁への開示：
6 月末
② 第一次一般公開：10 月末
③ フィードバック・第二次修正：12 月末
４．2010 年度予算
2010 年度予算案につき事務局長から説明された。
収入は会員拡大委員会と教育委員会の活動目標を織

３．各委員会活動計画

り込み、前年実績 14%増の k¥12,620 としました。

9 つの実行委員会の委員長から 2010 年度の各委員
会活動計画の報告が発表された。

支出面では総会等の会場費を極力抑える努力、会報

(1) 研修委員会：加藤委員長

自主発行による原価低減、事務局金曜日休日による
経費削減等で対前年実績 97%の圧縮を図りましたが、

① 通常研修会 4 回を計画。特別講演は別途

支出合計で k¥13,456 となりました。

計画する。

この結果、収支差額－k¥836 の赤字予算を編成い

② テーマは半導体関連のほか、太陽光発電・

たしました。この収支差は期中に研修会、会員拡大

グリーンテクノロジ関連を取り上げる。

等入るを図る施策で圧縮していく所存です。

(2) 編集委員会：遠藤委員長

2010 年度予算案を表-8 に示します。

① 会報「Encore」自主編集達成による大幅な
原価低減。

以上 2010 年度活動計画に関し、基本方針、運営体

② 10 月号で 100%の自主編集を目標。

制、委員会活動計画、予算案につき一括審議･質疑

(3) 文化活動委員会：高橋委員長

の結果、異議なく承認された。

① 会員相互の情報交換･親睦の場づくり。
研修旅行：年 2 回、同好会の開催
②

コミュニティづくりを通しての会員拡大。

8

半導体シニア協会

会報

No.66(‘10 年 5 月)

諮問委員会報告

表-8

開催時間：13：00～14：15
出席： 50 音順･敬称略
・ 諮問委員：梅田治彦、大山昌伸、河崎達夫、
小宮啓義、志村幸雄、平林庄司
・ 理事長、副理事長、理事、監事、実行委員長
【議題】
① 理事長方針：牧本理事長
② 2009 年度活動成果：梅田理事・運営委員長
③ 2009 年度会計報告：片野事務局長
④ 監査結果報告：中村監事
⑤ 2010 年度役員候補報告：牧本理事長
⑥ 運営体制の説明：内海理事
⑦ 2010 年度予算案説明：片野事務局長
以上報告内容は総会と重複の為総会報告に記載。
【ご審議】
河崎諮問委員：予算表に B/S 等をつけて資産の増
減がわかるようにすべき。･･･拝承
志村諮問委員：役員、体制の変更で会則等の改定
は必要なかったのか。･･･役員数は定款の規定数
内の選改任であり、委員会設置等については定
款に規定はなく、今回の変更は問題ない。
中村監事：魅力ある法人にしていく為の助言を賜
りたい。
河崎諮問委員:教育活動で「技術」を取上げるのも
いいが、先人たちの経験や失敗を若い現役に伝
えるような企画で差別化を図ってはどうか。･･･
教育委員会、研修委員会で検討。
大山諮問委員：個人会員を 250 名増やせば賛助会
員の減をカバーできる。視点を変えることが大
切。
・年金生活の個人、第二の人生を歩んでいる人を
引き込み、アンコールに呼び込むか。
・半導体産業を支える幅広い中小の企業、町工場
を巻き込む為ハードルを下げる工夫。
・ 大学、研究機関へのアプローチ。
・ 大企業傘下の関連会社が人材予備軍になって
いる。こことの連携が有効。
牧本理事長：教育、研修テーマの選定の工夫、人材

議長が閉会を告げて 16：10 総会は無事終了した。

情報収集の輪の拡大をはかっていきます。
以上、諮問委員会を終了。
半導体シニア協会

会報

No.66(‘10 年 5 月)

9

諮問委員会会場情景

懇親会情景

特別講演情景：佐々木 元 諮問委員

*******************************************
[関西地区委員会]
委員長：田中 俊行
委員 ：市山 壽雄、井上 道弘、河崎 達夫
瀬崎 行雄、檜垣 幸夫、和田 悟
麻殖生 健治
[九州地区委員会]
**********************************************

委員長：荒巻 和之
委員 ：宮本 清治

SSIS 実行委員会 委員一覧
(2010 年 1 月現在 敬称略)
[研修委員会]
委員長：加藤 俊夫
委員 ：溝上 裕夫
[編集委員会]
委員長：遠藤 征士 委員長代行：木内 一秀
委員 ：相原 孝、秋山 信之、大塚 英雄
岡田 隆、周藤 仁吉、高畑 幸一郎
田中 俊行、中川 寛、西村 光太郎
事務局：櫻庭 修平
編集室：鈴木 衛(リアライズ AT)
[文化活動委員会]
委員長：高橋 令幸
委員 ：内山雅博、鎌田晨平、中川 寛、
野澤 滋為
[教育委員会]
委員長：高畑 幸一郎
委員 ：相原 孝、荒巻 和之、大塚 英雄
木内 一秀、北村 嘉成、鈴木 俊治
アドバイザー：加藤 俊夫

[会員拡大委員会]
委員長：喜田 祐三
委員 ：周藤 仁吉、田中 俊行、
堀内 豊太郎、麻殖生 健治
アドバイザー：高橋 令幸
[論説委員会]
委員長：釜原 紘一
委員 ：市山 壽雄、川端 章夫、高橋 令幸
アドバイザー：溝上 裕夫、和田 俊男
[日本半導体歴史館委員会]
委員長：中塚 晴夫
委員 ：伊東 秀昭、木内 一秀、齋藤 規夫
佐野 昌、進藤 道世、深津 英雄
村上 元、吉見 信
サポートスタッフ：高木 隆一、和田 悟
<歴史館アドバイザリーボード>
大山 昌伸、佐々木 元、菅野 卓雄
志村 幸雄、平林 庄司
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2010 年
社員総会

「未来社会に於ける半導体産業の役割」
佐々木 元（日本電気株式会社 特別顧問(前会長) ）

図1： 日本のユビキタス指数の推移
(2000年＝100とした指数）
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（出典： 平成19年度版 情報通信白書）Copyright: NEC Corporation
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図2： ICTと経済成長を結ぶ3つの経路

ICTによる1次的な効果

(a)

ICTによる2次的な効果

 経済力
生産要素
（資本、労働等）

(A)

生産性
教育
情報化

(b)
オンライン
コミュニテイ

(c)

 知力
人的資本

(B)

 社会力
社会関係資本

(C)

（出典： 平成21年度版 情報通信白書）Copyright: NEC Corporation

成長

情報化
投資

ICT

1. ユビキタスネットワーク社会の将来像
ユビキタスという言葉が色々なところで使わ
れておりますが、ラテン語で「いつでも、どこで
も」という意味で、1988 年にゼロックスのパロア
ルト研究所の Mark Weiser 氏が論文の中で、コン
ピュータをどこにいても活用できる、Ubiquitous
computing という概念を発表しています。
本日お話しする、ユビキタスネットワーク社会
というのは、
「いつでも、どこでも、何でも、誰
でも、ネットワークにつながる。
」ことができる
という領域に広がっていくことが期待されてい
る将来の姿であります。
さて、経済成長と産業の発展の推移ということ
では、我々は農業の時代、軽工業の時代を経て、
重工業の時代から情報・知識というものが価値を
持つ時代に移ろうとしている段階にあると思い
ます。ただし地球上の 60 億を超える人々が一斉
にこういう領域に移動するのではなく、多くの
人々がその線上にいるのが今の状況ではないか
と思います。
そしてユビキタスネットワーク分野の進展状
況を表す客観的な指標としてユビキタス指数と
いう概念があります。これは普及の拡大と利用の
進化という 2 つの面から計算された指数です。

日本においては、PC、インターネット、携帯電話
の普及が本格化した 2000 年以降にこのユビキタ
ス指数が急上昇をしています。
ここで、ICT の投資がどういうふうに経済成長
に結びついていくかということを考えますと、3
つの流れがあります。
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１つは生産要素あるいは生産性の改善による成
長、それから教育や情報化を通じて人々の知的能
力が向上することに伴う成長、そして社会が合理
化されていくことに伴う成長という経路です。
ICT の利活用に関する先進国 7 カ国での比較を
みますと、日本は基盤で 1 位、利活用で 5 位、安
心では 7 位という結果です。日本において安心感
を高め、利活用をさらに進めて、経済を活性化さ
せていくためには、様々な半導体デバイスの役割
が重要視されていくと思います。
一方でデジタル情報の量というものはどんど
ん増えており、2007 年には 281 エクサバイト
（2,810 億ギガバイト）
、2011 年には約 6 倍の
1,800 エクサバイトに拡大する見通しで、その背
景にはデジタル TV の普及、監視カメラの普及、
新興国におけるインターネットのアクセス増加、
クラウドコンピューテイングのためのデータセ
ンター等が要因とされています。皆さんのご参考
にデジタル情報量の例をお示ししますが、この
11

おります。
これが情報処理分野の一つの解決手段ですが、
もう一つはパワーエレクトロニクスであると思
います。ハイブリッドカー、電気自動車、パワー
ネットワークの制御の普及に伴って、パワーデバ
イスというものももう一つの大きな分野になる
であろうと考えております。

1,800 エクサバイトというのは天文学的な数値で
あることがご理解いただけると思います。
図3： デジタル情報量の例

キロ(10 3)バイト

100キロバイト: 低解像度の写真1枚

メガ(106)バイト

500メガバイト: CD-ROM1枚

ギガ(109 )バイト

100ギガバイト: 図書館1フロア分
の学術刊行物の情報量

テラ(1012 )バイト

10テラバイト: 米国連邦議会図書館
の収蔵図書の情報量

ペタ(10 15 )バイト

2ペタバイト: 全米の大学・学術機関
の図書館蔵書の情報量

エクサ(10 18)バイト

5エクサバイト: 今日までに人類が
話した言葉の総量

2. 半導体事業の回顧
それでは 1999 年の 3 月に NEC の会長に就任す
る以前に、私が半導体事業に従事していた間ので
きごとを少し整理してお話しをしたいと思いま
す。
1970～80 年代にかけては、どうやったらグロー
バルに通用する製品を開発できるかということ
を考えていました。具体的には、市場のニーズへ
の対応した1 チップフロッピーディスクコントロ
ーラ、最先端技術のチップ化としての世界初の
DSP、PC 用のオリジナル汎用マイクロプロセッサ、
標準化の仕組みを活用した 1 チップ MPEG2 エンコ
ーダの例であります。

（出典: “How Much Information? 2003”, University of California at Berkeley）
Copyright: NEC Corporation
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私どもの研究所では 10 年後の ICT システムが
どうなるかということを研究していますが、ICT
のシステムが物理現象をそのまま理解して、様々
なケースに対応して人々を支援することが求め
られると推測しています。そのためには、モデル
をつくる、リアルタイム・データをユーザに伝え
る、多様なデータを理解して即時にユーザに提供
するという3 つのコンピューティングを活用して
実世界の状況を直接理解して、日常生活に溶け込
んで人々を支援することができるようになると
いうことです。例えば、ユーザが必要な動作のガ
イドを映像で提供する、交通が渋滞する都心部へ
の車輌進入制限のための課金システムを監視す
る処理を高度化する、遠隔地間での手術に名医が
立ち会って行う、ということも可能になるでしょ
う。

図5： グローバル製品を目指して

 1978年、世界初の1チップFDC
（フロッピーディスクコントローラ）「μPD765」
 市場ニーズへの対応
 1980年、世界初のDSP
（デジタル信号処理プロセッサ）「μPD7720」
 先端技術の活用
 1983年、16ビットオリジナルマイコン「V20/V30」
 汎用マイクロプロセッサーへの挑戦
 1997年、世界初の1チップMPEG2エンコーダ
 グローバル化への新たな仕組み

図4： 求められ る半導 体の 技術 チャレンジ
 センサー、レンダリング（画像化）エンジン

将来の
知 識エンジン
(Sensor Node)

 演算処理エンジン
 高度なプログラミング環境でフレキシブ
ル、かつスケーラブルに演算処理を
実行するエンジン
 独自のプログラマブルハードウェア
技術（Stream Transpose: STP）技術

Copyright: NEC Corporation

1978 年に開発したフロッピーディスクコント
ローラ「μPD765」はフロッピーディスクドライ
ブとメインシステムとのインターフェースとい
う大きな市場のニーズに対して1 チップで商品化
をして、累計で約 2,800 万個を出荷し、インテル
がセカンドソーサーとなったという珍しいケー
スでありました。
二番目の DSP「μPD7720」は、NEC の研究所の
通信研究部と協力して DSP 機能をチップ化し、
1980 年の ISSCC で発表し、1983 年に TI が
TMS32010 を開発するまでは独走体制で、アメリカ
では “Everywhere is NEC’s 7720 except Bell

 ワークメモリエンジン
 大量のメモリ空間を供給する積層フレ
キシブルメモリ
 配線・集積化技術
 超低消費電力の無線、有線接続技術
（例： 光配線）
 最先端3次元実装技術
（例： シリコン貫通ビアTSV、SIP等）
Copyright: NEC Corporation
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そして、それを実行するためのセンサー、演算
処理エンジン、大量のメモリ、そしてそれらを集
積するためのトランジスタレベルの3 次元の実装
技術を駆使した知識エンジンというものが、将来
の半導体需要の牽引力になるであろうと考えて
12
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Laboratories” ということで高い評判でした。
しかし、TI が同社の DSP のソフトウェアの開発ツ
ールを大学に教材として寄付をして学生たちが
TI の DSP に馴染んで、社会に出てもそれを使うと
いう仕組みを作られてしまって急速に競争力を
失ったということでありました。
16 ビットのオリジナルマイコンの V20/30 は、
インテルの8088/8086 のマイクロコードの著作権
の侵害を巡って5 年間にわたる裁判をおこないま
したが、コンパチ製品をつくるということについ
ての法的な問題点というものを改めて認識いた
しました。インテルの元 CEO の Andy Grove 氏が
1996 年に “Only the Paranoid Survive” と
いう本を書いていますが、チップの配置に関する
法律をつくらせ、マイクロコードによって著作権
を保護するというということを打ち出したとい
う背景には、この思想があったのではないかと改
めて考える次第であります。

計画の半導体製造プロジェクトを上海虹微電子
有限公司と合弁で行うことになりました。このプ
ロジェクトは中国としての産業振興の戦略であ
り、それに対して NEC がどういう事業をしていく
かという判断であったということではないかと
思います。
1. 日本の半導体産業の戦略
今後日本の半導体産業がどういうことを考え
ていく必要があるかということですが、私は売上
という量的な規模というのは一つの尺度ではあ
りますが、それだけを重視するべきではない、事
業の中身に対して規模が妥当かどうかというこ
とが重要な判断基準になるのではないかと思っ
ています。大事なことは材料、装置業界等のイン
フラ産業という日本の強みをどうやって、半導体
の事業に活かしていけるかということであると
思います。
図7： わが国の半導体産業の課題と展望-3

図6： 生き残るのは？

わが国半導体の強み

Only
the Paranoid
Survive

最先端の製造開発能力があり、
高品質の製品提供が可能

わが国半導体の弱み
システムLSI事業は、各社とも
少量多品種生産で生産コストが
割高となり、利益率が低い

先端技術を駆使したフラッシュ・
アジア市場におけるシェアは低い
DRAMなどのメモリーではシェアを
回復
低収益により、投資体力が不足
材料・装置技術など強い国内周
辺産業により、優れたものづくり
の基盤産業がある。

--- Andrew S. Grove, Intel

外部リソースの積極的な活用
（M&A戦略、グローバルな人材
獲得）も十分とはいえない

（出典： 経済産業省、2009年版ものづ くり白書）
Copyright: NEC Corporation
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そして MPEG2 のエンコーダですが、信号の圧
縮・伸張の方式はデジュール・スタンダードにな
っていましたから、信号の変換方式に新しい方式
を導入してハードウェアの電子回路の規模を小
さくし、そして消費電力を大幅に減らして 1 チッ
プ化できたということです。現在の標準化の戦略
としては、デジュールは決まるまでに時間がかか
るので W-CDMA や Blue-ray Disc に代表されるフ
ォーラム標準という形にもっていくことが日本
として重要な課題であると認識をしております。
もう一つのできごとは中国での半導体事業の
展開です。一つは北京市で 1991 年に首鋼総公司
と合弁で首鋼日電電子有限公司を設立しました
が、私はこの会社の副董事長を務めて大分苦労し
ました。次に 1997 年に中国政府の第九次五ヵ年
半導体シニア協会 会報 No.66('10 年 5 月)
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半導体産業の事業的・経営的な課題としては、
なんと言ってもどうやって早い時期に利益を生
むことができるか、そのために製品の市場への導
入と歩留まりの向上をどうやって早くできるか
ということが鍵であると思っています。微細化の
ロードマップについては後倒しになってきてお
り、微細化だけではなくどういうことによって競
争の中における優位を勝ち取って、収益力を確保
していくかということではないかと思います。
製造コストについても、28nm では月産 30,000
枚の 300mm のラインの構築費用は 50 億ドルと試
算されていて、これだけの投資は簡単には回収で
きません。また、先端ロジックの開発に関しても、
世界でいくつかのグループでのアライアンスが
進んでいます。
13

調達ができた、しかし事業運営の自由度というも
のがどれだけあったのかというと、意思決定の考
え方で一つの制約条件でもあったと思います。
やはりこれからは単純なビジネスモデルとい
うことで、量産で競争力を高めるのか、それとも
ユニークな商品で利益を出していくのかという
ことだと思います。それから先ほど話した意思決
定のスピード、そして不況時にも企業を維持でき
る資本力、すなわち自己資本比率が必要ではない
かと考えております。したがって、多様化、そし
て多様化されたそれぞれの分野において Only
one になっていくことが必要であろうと思います。

図8： ITRSロー ドマップの推移

 微細化の進展は後倒し？
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1990 年代後半から半導体のビジネスモデルが
大きく変わってきた要因の一つが、ファブレスと
ファンドリの組み合わせが、非常に大きな流れに
なってきたということではないかと思います。商
品開発のリスクはファブレスが持って、ファンド
リは生産設備投資のリスクを持つということで
リスクが分散されて組み合わせの効果が生まれ
てくるということであります。近年のファブレス
半導体メーカの売り上げの推移をみると、世界の
半導体市場におけるシェアは 14%へと拡大し、か
つては自社でファブを保有していた LSI Logic や
AMD がトップ 10 にランクインしており、こういう
ビジネスモデルの変化というものがこれからま
すます進んでいくのではないかと思います。

図 10： 半 導体 企 業 の 将来

多 様化・Only One
① 単 純な ビジネスモ デル
量 産力 vs.商 品力
② 迅 速な 意思 決定
③ 強 力な 資本 力
Cop yri ght: NEC Co rpo ratio n
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この方向性については、私もまだしばらく勉強
をさせていただきたいと思っております。どうも
ご清聴有り難うございました。

図 9 ： フ ァ ブレ ス 半 導 体 メ ーカ T op1 0の 推 移
2007（$M)
Qualcomm
5,61 9
Nvid ia
3,97 9
Broadcom
3,75 4
Marvell
2,83 0
Media Tek
2,44 5
Xilinx
1,81 0
LSI
1,77 9
Altera
1,26 4
N ovatek
1,09 9
Himax
91 8
25,497
10%
世界 シェア
ラ ンク
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top1 0

2008（$M)
20 09（$M)
Qualcomm
6 ,47 7 Qualcomm 6,58 5
Broadcom
4 ,44 9
AMD
5,25 2
Nvidia
3 ,66 0 Broadcom
4,19 0
Marve ll
3 ,05 5 Media Tek 3,50 0
Media Tek
2 ,86 4
N vidia
3,13 5
Xilin x
1 ,90 6 Marvell
2,70 0
LSI
1 ,79 5
Xilinx
1,67 5
Altera
1 ,36 7
LSI
1,44 5
Avago
90 5
Altera
1,16 5
H imax
83 3
Avago
87 0
27 ,311
30,517
11%
14%

（出 典 ： IC Insigh ts）
Co pyrig ht: NEC Corp ora tio n
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そういう中において日本の半導体メーカも
色々なアライアンスが進んできておりますが、私
としてはエルピーダメモリという形で DRAM の事
業が日本に残せたということが良かったのでは
ないかと思っています。
今までの半導体の事業というものは、総合電機
メーカの一部門として生まれてきました。その当
時の社内の市場というものもあったと思います
し、設備投資の資金も総合電機としての信用度で
14
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HEMT の開発
三村 高志（株式会社 富士通研究所フェロー）
1. まえがき
1980 年に HEMT (High Electron Mobility Transistor:

は LSI に は 不 可 欠 の デ バ イ ス で あ り 、 GaAs

高電子移動度トランジスタ)を発表して早 30 年が経

MOSFET による LSI の可能性を探るのが研究の目

つ。この間 HEMT は、衛星放送用受信機や携帯電話

的であった。研究のポイントは、GaAs とゲート酸

機、ミリ波自動車レーダ、GPS を利用したナビゲー

化膜との近傍に存在する界面準位を除去し、電子の

ションシステム、
広帯域無線アクセスシステムなど、

蓄積層を実現させることであった。しかしいろいろ

情報通信イノベーションを推進した基盤技術の一つ

試みたが結論的にいえば、蓄積が起きるほどには界

として広く普及した。
また 2000 年にアメリカのクリ

面準位密度を低減させることはできなかった。GaAs

ン ト ン 政 権 が 発 表 し た National Nanotechnology

MOSFET の研究の継続に危機感をもっていた 1979

Initiative において提唱されたナノテクノロジーの代

年の 2 月ころ、GaAs MOSFET とは異なる技術分野の

表例の一つとして HEMT があげられ、将来の情報通

仕事に興味を持った。それは「変調ドープ超格子」

信技術のさらなる高度化に向け、世界的な研究開発

とよばれる構造である。この構造は、ドナーをドー

は現在もきわめて活発である。HEMT は FET の一

ピングした AlGaAs 層と「ノンドープ」の GaAs 層

種であるが、素子の基本構造や製作技術において従

からなる超格子である。
この超格子構造においては、

来からのデバイスとは一線を画するユニークなデバ

両側を n 型 AlGaAs に挟まれたノンドープ GaAs 層

イスであった。そのため、実用化にはかなりの困難

に電子が蓄積する。この分野の研究者にとってはき

が予想されたが、
1985 年には電波望遠鏡の低雑音増

わめて常識的な現象であったわけであるが、私には

幅器としてデビューした。さらに 1987 年頃には衛

大きなショックであった。GaAs MOS では実現でき

星放送の爆発的な普及に貢献するなど、現在全世界

なかった電子の蓄積が紛れもなくそこに見られたか

で年間約 10 億個の量産デバイスにまで成長した。
こ

らである。印象的ではあったが、変調ドープ超格子

こでは HEMT の開発経緯を振り返り、発明の背景

という馴染みのない構造でのことでもあり、その時

や実用化を成功させた要因などに触れる。

点では何らのアイデアも生まれなかった。
HEMT のアイデアを得たのは 1979 年の 7 月であ
る。アイデアのポイントは、n 型 AlGaAs と GaAs
とのヘテロ接合構造としn 型AlGaAs 層表面に空乏

2. HEMT の着想
HEMT 発 明 当 時 (1979 年 ) 、 筆 者 は GaAs

層を作り出すショットキ接合を導入して n 型

MESFET (GaAs Metal Semiconductor FET)を開発する

AlGaAs 層中の電子を排除し、GaAs 層内の 2 次元電

職場に所属していた。GaAs MESFET は、1966 年に

子ガスに電界効果が及ぶようにしたことである。空

C. A. Mead によって発明されたコスト・パフォーマ

乏化した n 型 AlGaAs 層を SiO2 のようなゲート絶縁

ンスが極めて高い究極の高速デバイスである。高速

膜と見なせば、HEMT のデバイス概念は構造的には

デバイスを追求していた私にとって、これを改良す

MOSFET に類似することが理解されよう。
また n 型

る仕事しか残されていないのではないかと思ってい

AlGaAs 層を空乏化させるのに利用したショットキ

た。しかし後追いの研究テーマでは面白味がないた

接合は、GaAs MESFET のゲート電極の機能そのも

め、MESFET とは異なる GaAs MOSFET に関する研

のである。図 1 に示すように GaAs MESFET という

究を約 2 年ほど進めていた。周知のように MOSFET

既存のデバイスと MOSFET という既存のデバイス
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概念が新しい結合を形成して、HEMT という新規な
デバイス概念が生まれたといえる。

図 1 GaAsMESFET と SiMOSFET の

図2

HEMT の製品第１号となった電波天文用
低雑音増幅器と雑音特性

コンセプトの新しい結合により
生まれた HEMT

され、デバイス関連技術の改良が連続的に行われた

3. 製品化のきっかけ

結果、マーケットにおいて従来技術である GaAs

HEMT は高速デバイスを追求するという研究動

MESFET に対する競争力が強化され、新たな応用

機の下で、たまたま誕生したデバイスであり、誕生

への道が開かれたからである。

した当時 HEMT に対するマーケットニーズは当然
のことながら無かった。こういう状況下で生まれた

4. 家電製品へのブレークスルー

新しい技術が新製品に成長してゆくためには何が必

1980 年 5 月､ はじめて HEMT の論文を発表した｡

要であったかを振り返ってみたい。実は、まったく

この発表は大きな反響を呼んだが､ 一方実用化に関

の想定外の出来事から HEMT の製品化はスタート

しては懐疑的な意見が多かった｡理由は二つあった｡

する。1983 年の固体回路会議(ISSCC)においてマイ

一つは当時 HEMT の唯一の結晶成長技術であった

クロ波帯の衛星通信分野への適用を想定し、HEMT

分子線エピタキシャル結晶成長法(MBE: Molecular

の低雑音四段増幅器を発表したところ、出席してい

Beam Epitaxy) の量産性能の低さである｡ 試作に

た米国の電波天文台関係者の注目するところとなっ

使った我々の MBE 装置では､ 平均すると 2 週間

た。発表した HEMT の低温環境における雑音特性

に一度くらいの割合で1 cm x 2 cm くらいのウエハ

が、従来からのパラメトリック増幅器や GaAs

を成長できる程度であった｡ 図 3 は HEMT のウエ

MESFET 増幅器を置き換える性能をもっていたた

ハの製造に使われた MBE 装置と AlAs と GaAs と

めである。このことが契機になり、電波望遠鏡用の

のヘテロ接合界面近傍の電子顕微鏡写真を示す。平

低雑音増幅器が HEMT の最初の製品ターゲットに

坦な界面形状が形成されていることがわかる。一方

なった。1985 年に野辺山電波天文台に設置された

この MBE 装置はもともと結晶成長技術の研究用に

HEMT 増幅器は暗黒星雲の中に未知の炭化水素分

内製されたものであり量産用のアーキテクチャには

子(C6H)の発見に貢献し、その後世界の主要な電波

なっていない。つまり､ HEMT の実用化には､ まず

天文台にも設置されるようになった。
図 2 は HEMT

量産用結晶成長装置の開発が前提であったわけであ

最初の製品となった低雑音増幅器の外観写真と温度

る｡ これには内外の装置メーカーさんの努力のお陰

をパラメータとした雑音性能を示す。背景は野辺山

でその後ずいぶんと改良され、3 インチウエハで月

にある直径 45m の電波望遠鏡である。

産数千枚の量産型装置が実用化された｡ さらに有機

開発初期にニッチではあるが低温(20K 程度)での

金属をガス化して成長させる有機金属気相成長法

HEMT の性能を活かせるマーケットにめぐりあえ

（ MOCVD: Metal Organic Chemical Vapor

たことはその後の HEMT の発展にとって重要な意

Deposition）が開発され、現在 HEMT のウエハを

味を持つ。マーケットの出現により企業活動が始動

製造する国内ベンダーはほぼ 100% MOCVD によ
16
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り供給できるまでになった。

。

と GaAs という化学的にも性質が異なる材料から作
られているからである。つまり、製造技術上の自由
度が大きいことも HEMT の特徴であるといえる。
これらのブレークスルー技術によって､ はじめて特
性のそろった HEMT が再現性良く作れるようにな
り､ 実用化に確信がもてるようになった｡

図 3 HEMT のウエハを成長した MBE 装置と
GaAs/AlAs ヘテロ接合界面の
電子顕微鏡写真（右）
もう一つの実用化を阻む技術課題は､ HEMT の
製作技術の難しさであった｡ 制御電極下の AlGaAs

図 4 低雑音 HEMT の断面構造と

層の厚みが極めて薄く､ 厚みを数原子層の精度でコ

電子顕微鏡写真（右）

ントロールして、所望の閾値に設定する必要があっ
たからである｡ AlGaAs は Al を含むため､ GaAs
に比べ､ 化学的に極めて活性であり、空気中に放置
しておくだけで表面に Al2O3 を主成分とする自然

図 4 は、実用化された低雑音 HEMT の代表的

酸化膜が形成され､ AlGaAs 膜厚が変動してしまう

な構造断面図である｡ AlGaAs 層の厚さは約20nm ､

のである｡ このことは、HEMT の実用化にとってま

チャネル層は GaAs よりさらに移動度の高い

さに致命的であった｡ この制御が難しい技術課題を

InGaAs であり、電子蓄積層の電子濃度は 1012cm-2

ブレークスルーしたのが AlGaAs 層上に積層された

程度である｡ 衛星放送周波数（12GHz）における最

GaAs キャップ層構造と､ 反応性イオンエッチング

小雑音指数は約 0.3 dB まで低減され、衛星放送を受

技術である｡ つまり､ GaAs キャップ層が AlGaAs

信するパラボラアンテナのサイズ縮小化効果の限界

表面を酸化から保護し､ 制御電極を設置するときに

に到達した。

はじめて電極部分のキャップ層のみを選択的に反応
５．おわりに

性イオンエッチング加工によって取り除いてやると
いう､ いたってストレートな発想である｡ こうすれ

HEMTの発明の背景と製品開発経緯について述べ

ば､ AlGaAs の膜厚は結晶成長時の精度を保つこと

た。アイデアの本質は既存概念間の新しい結合、融

ができるため､ HEMT の作成が格段に容易になる

合であること、これらの新しい結合、融合を見つけ

はずだと考えたわけである｡ 反応性イオンエッチン

出す能力が創造性であり、日ごろからの訓練や感受

グでは, 高周波電力で活性化させたフッ素系ガス中

性を研ぎ澄ます失敗を含めたさまざまな経験を積む

に HEMT のウエハをいれてやり、制御電極が設置

ことにより創造性を高めることができると思ってい

される部分の GaAs キャップ層を除去( エッチング)

る。また新しいデバイスが実用化に成功するために

する｡ GaAs キャップ層がエッチングされ AlGaAs

は、新デバイスの長所を活かせるニッチマーケット

表面が露出すると､ エッチングは自動的に停止する｡

の早期発掘とそれによる技術進化のフィードバック

AlGaAs表面に化学的に安定なAlF3 が形成され､ そ

ループの形成を図ることが重要である。若い方々の

れ以上エッチングが進行しなくなるためである｡ し

何かのご参考になれば望外の幸せである。

たがって､ このプロセスは､ 人間が処理時間などを
厳密に監視する必要がなく､ 極めてシンプルである｡
こういう巧い方法が使えるのは、HEMT が AlGaAs
半導体シニア協会 会報 No.66('10 年 5 月)
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薄型パッケージの開発
村上

元（株式会社 元天

代表取締役）

１．はじめに
筆者は 1967 年に大学を卒業後、日立製作所で半

発をすることが命じられた。セラミックパッケージ

導体事業を推進していた武蔵工場に配属になり、IC

は、アルミナ（Al2O3）やクレイ（SiO2、MgO など）

パッケージの設計開発業務を担当させて頂いた。入

などの主原料を選択し、グリーンシートとよぶ印刷

社当時は、IC 開発が始まったばかりであったが、そ

前のシート状にするための有機バインダーを混錬し

の後 IC の集積度が高まるに従い、多種多様な IC・

ペースト状にするボールミル、シート状にするキャ

LSI 用パッケージの設計開発が生涯の仕事となった。

スト装置、金属粉末（W、Mo-Mｎなど）ペースト

今回、半導体シニア協会殿から「薄型パッケージ

状にするロールミル、ペーストを印刷する印刷機、

の開発」をテーマとして、投稿するようにとのご指

積層するためのホットプレス、焼成炉、リードフレ

示があり、薄型パッケージの開発経緯について記述

ームのエッチング装置、リードフレームを銀蝋

することにする。

（AgCu 合金）付けする還元雰囲気炉、ニッケルや
金メッキの薬品選択とメッキ装置など多くの装置や

２．黎明期の IC パッケージ

冶工具の設計などの基本設計をして発注した。発注

初 期 の ト ラ ン ジ ス タ パ ッ ケ ー ジ は 、 TO

を受けた多くのメーカも、
初経験の仕事となったが、

（Transistor Outline）型と呼ぶキャンタイプのパ

積極的に対応いただいた。武蔵工場内に積層セラミ

ッケージでトランジスタは3端子のTO-3型であり、

ックパッケージの製造ラインを敷設していただき、

IC は TO 型で 10 端子の TO-10 型であった。半導体

開発と量産を同時並行的に対応した。IC 素子組立後

素子を載せる金属板に、ガラスビーズを介し金属端

の封止には、点溶接を重ねて封止を完成して行くシ

子（リードピン）を挿し、酸化雰囲気の電気炉でガ

ームウエルダーなども開発した。

ラスを溶融させたステムと呼ぶパッケージを用いて

この積層セラミック設計開発の経験を通じて絶縁

いた。このステムは、半導体素子をダイボンドやワ

材料、有機材料、金属、半導体材料などの材料設計

イヤーボンド接合し易いよう金メッキする。金メッ

や接合品質設計など多くを学ぶことが出来、後の半

キされたステムにIC を金箔を挟んでダイボンドし、

導体パッケージ設計開発を推進してゆくのに大いに

IC のボンディングパッドとリードピンの先端とを

役立つことになった。

金極細線でワイヤーボンディングする。この後、露
３．高密度実装技術を牽引した電卓

点管理雰囲気中で金属キャップをリングウエルドし
て封止を完成させる。キャンタイプは、端子数が多

DTL、TTL、CML などの IC は、米国で開発さ

くなるとガラスの絶縁性を確保することが難しく、

れた IC と同じ回路パターンを形成するリバースエ

ガラス材質の選択に苦労させられていた。

ンジニアリングでの開発が主体であったが、電子式

日立製作所のIC技術は米国RCA社から技術導入

卓上計算機（電卓）用 IC や LSI は、日本の方が先

して IC 開発が進められていた。IC 製造技術の一つ

行していたために、端子数の拡大は日本が進んでい

にセラミック多層配線パッケージ技術があった。筆

た。電卓用に積層セラミック技術を用いて 42 ピン

者には、
RCA 社から技術導入した技術仕様書を基に、

の FP や 24、28、40 ピンの DIP などを設計した。

14 ピン、16 ピンの FPC(Flat Package Ceramic)、

電卓の爆発的数量拡大要請があり、積層セラミック

DILC（Dual In-Line Package Ceramic）の設計開

より安価な低融点ガラス封止型 CER-DIP（DILG；
18
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Dual In-Line Package Glass）やプラスチックパッ

きながら開発を進めた。素子の薄型化のバックグラ

ケージ（DILP；Dual In-Line Package Plastic）な

インディングやダイシングはディスコ（当時第一製

ども開発して量産化した。DIP 型はプリント基板に

砥）
、
リードフレームは大日本印刷や凸版印刷や三井

設けた 100 ミル（2.54mm）格子のスルーホール穴

ハイテック、金線は田中電子工業、ワイヤーボンダ

にリードを挿入した後、はんだ付けする方法である

ーは新川、モールド樹脂材料は日立化成、モールド

ので、リード端子数が大きくなるとパッケージの外

装置や個片切断成型装置はアピック山田（当時山田

形も大きくなり、
実装効率が悪いものになっていた。

製作所）
、ソケットは山一電機、はんだ付け実装機は

一方フラットパッケージ型は、リード端子ピッチを

パナソニックファクトリーオートメーションズ（当

50 ミル（1.27ｍｍ）に狭ピッチ化するために、リー

時九州松下）
、超音波診断検査装置は日立建機、出荷

ドフレームの厚みをDIP の0.25ｍｍに対して0.127

トレイはトータルパッケージ（製造 甲稜樹脂）や東

ｍｍと薄くしていたのでリード先端部の位置精度が

洋樹脂、防湿包装材料は旭化成ポリフレックス（現

悪く、リード端子位置精度を修正しながらプリント

旭化成パックス）などにご協力戴いた。FPP の開発

配線基板のパターンにはんだゴテを押し当てながら

に従事された会社は、その後グローバル企業として

はんだ付けする方法ではんだ接合作業がし難い問題

業容を拡大されている（図 2）
。

を抱えていた。それでも電卓メーカはフラットパッ
ケージ型の方が、電卓の形状を小型化出来る商品価

プリント基板上への半田付け実装メーカ

パッケージ組立装置メーカ

リードフレームメーカ

値があった。電卓の桁表示も 6 桁→8 桁→12 桁など

大日本印刷

への表示文字数も多くなり 54 ピン FPP（Flat

凸版印刷

Plastic Package）を開発した。パッケージの本体寸

三井ハイテック

新光電気

樹脂メーカ

法は、端子数が多く配置できるように長方形の縦

Dicing Tape;

14mm、横 20mm の外形とし、厚みは 2mm、はん

日東電工
Transfer Resin;
日立化成
日東電工

だ付けリード長 1.7mm として設計した（図 1）
。こ
の薄型外形を実現するために、素子厚み低減のバッ

印刷機； 日立

力トランスファーモールド樹脂材料の選択、プレス
リードフレーム加工精度向上、プリント基板への搭

Die Bonder; 内作（日立東エレ）
Wire Bonder； 内作、新川
Mold; アピックヤマダ
Plating; 内作、ニシハラ、北村
T&F; アピックヤマダ

日立製作所
武蔵工場（む）

Socket; 山一電機
Test Handler; 内作（日立DECO）

金線メーカ
金線； 田中電子工業

超音波探傷検査機； 日立建機

現在では多くの企業が世界的企業として営業活動されている

端子数推移 ； ５４→６０→６４→８０→１００ （ピン）
端子ピッチ推移； ０．８→０．６５→０．５
（ｍｍ）

クグラインド、ワイヤーボンダーの精度向上、低応

Back Grinding; Disco

半田材料； 千住金属
フラックス； ハリマ化成
搭載機；九州松下（現PFA)

QFP開発時の問題；
１）Mold時に金線が露出した。
２）Mold時の樹脂注入時に金線が変形。
３）温度サイクル試験時に金線金属疲労破断。
４）吸湿した水分による水蒸気爆発破壊。
５）高温高湿度試験条件で素子アルミ腐食＞

QFP1420外形

載技術の確立など多くの技術的課題があったが、関
係する材料や装置メーカにお願いして実現すること
図 2 FPP 開発当時のアライアンス体制

となった。

最初に設計した FPP １

５．パッケージ名称 QFP に統一
FPＰに似た形状は日立製作所の他、シャープ株式

1.7

会社の早川征雄氏（故人）のグループも開発してい
た。1980 年中頃には NEC や東芝など国内他社も
FPP と同種形状のパッケージを設計していた。そこ

２０
６０端子

５４端子

で、半導体各社のパッケージ設計担当者を中心に討
論し標準化外形にすることを提案した。討議する組
１４

１．０

織は、半導体パッケージの外形形状やパッケージ名
称を討議する EIAJ（現在の JEITA）の半導体標準
化委員会とした。この場の審議を通じて、名称を

図 1 世界最初の 54/60 ピン FPP

QFP(Quad Flat Package)に統一することや、QFP
を設計する寸法設計のガイドライン（設計通則）を

４．FPＰの開発チーム

設定した。

FPP は日立製作所の武蔵工場（当時）で筆者らを

パッケージ本体からリード端子を 2 辺に配置した

中心として、会社関係者や業界関係会社の支援を戴

ものを SOP（Small Outline Package）とし、SOP

半導体シニア協会 会報 No.66('10 年 5 月)
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の命名に準じ、4 辺にリードを配置したものを QFP

モールド金型を共通にして、リードフレームを変更

とした。QFP の外形で熱放散機構を備えたものを

するだけでピン数の拡大が図れる QFP は、パッケ

HQFP（Heat sink QFP）
、パッケージコーナにリー

ージの品種展開が容易である。この設計思想は筆者

ドの変形を防止したものを BQFP(Bumper QFP)、

らが開発した設計思想であったが、シャープに勤務

厚みの薄いものを TQFP（Thin QFP）
、J-Leaded

しておられた故早川征雄氏は「Fixed Body Variable

を QFJ、Butt-Lead を QFB、リード端子を下面に

Pin Pitch」として、米国の設計思想の「Fixed Pitch

配置したものを QFN（Quad Flat Non-lead）など

Variable Body」と根本的に違うので、QFP の設計

と呼ぶことに決めた。その他パッケージ本体から垂
直にリード端子をだしたものを PGA（Pin Grid
Array）
、はんだボールを配置したものを BGA（Ball
Grid Array などと呼称することとした。このパッケ
ージ外形命名方法についても設計ガイドライン（設
計通則）として規格に纏めていった。これらのパッ
ケージ名称は、日本の命名した名称と外形寸法が世
界的に使用されるようになっている。
６．国際学会での QFP 発表
この頃米国の TI（Texas Instruments）社は、モ
ールド外形に半球形の突起を設け、その突起に沿っ
てリードを曲げ J 文字状にする PLCC（Plastic

(左から筆者、Adamus、Beenakker 氏)

Leaded Chip Carrier）を表面実装型の主要パッケ

図 3 IMC1986 年国際会議パネル討論

ージとして推奨していた。PLCC は、リードピッチ
を 50 ミル（1.27mm）であったので、リード端子数

手法を日本の生んだ半導体パッケージ手法として、

が多くなるに従い、パッケージ形状が大きくなる欠

標準化外形設計手法を標準化してゆくことになった。

点があったが、リードが変形しにくいという特徴が

規格策定関係者と討議の上、パッケージ外形設計の

あった。PLCC は自動車用マイコンや、64ｋbit

設計思想を統一することの必要性が委員から出され、

DRAM などに適用していた。

QFP 設計基準として EIAJ の規格に纏め上げた。

標準化委員会活動を通じて QFP を広く海外に啓

この時期、日本の半導体産業は進展が著しく、米

蒙すべしとの提案があり、日本を代表して 1986 年

国の半導体産業を超えるほどの勢いがあり、日米半

IEC（International Electronics Conference）の神

導体摩擦が勃発した。そこで、半導体パッケージ外

戸会議で QFP の設計思想と日本の標準化活動につ

形の設計思想を米国に伝えることも重要と考え、日

いて講演した。この会議では、米国から TI 社のア

米で半導体パッケージ外形の標準化問題をテーマに

ダムス（A.L.Adamus）欧州からフィリップスのベ

討議する場として日米パッケージ合同委員会

ッネカー（O.I.N.Beenakker）及び筆者の 3 人が招

（JWG-2）を立ち上げた。米国の半導体パッケージ

待講演を行った。TI 社は PLCC（Plastic Leaded

外形寸法を討議する委員会である JEDEC JC-11 委

Chip Carrier）
、フィリップスからは SOIC（Small

員会と EIAJ の半導体パッケージ委員会との間で、

Outline Integrated Circuits）
、筆者は QFP につい

第 1 回を 1988 年 3 月ハワイ島で行った。翌年第 2

て発表した。図 3 はその時のパネル討論会の写真で

回会議を東京浅草ビューホテルで開催した（図 4）
。

ある。この国際学会で QFP を説明した事で、多端

日本側の委員会名を JC‐11 委員会とゴロ合わせで

子パッケージとして、QFP の設計コンセプトは広く

EE-13 と呼称した。以降、毎年日米交互に場所を変

世界から支持を得ることになっていった。

えながら、パッケージ関係者の技術交流が行なわれ
ている。

７．日米半導体パッケージ合同委員会の創設
QFP の設計思想は、新規の半導体パッケージの製

８．QFP 規格の国際規格への格上

造で最も冶工具費が掛かるのがモールド金型であり、

電気電子機器の標準化問題を扱う組織として世
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界標準化会議 IEC（International Electro technical

QFPを通じた世界半導体パッケージ標準化活動

Commission）があった。この組織において半導体

日本の標準化活動 1985年から1990年
パッケージ外形標準化活動
EIAJ EE-13

関係は TC47 委員会で行い、パッケージ外形関係は
作業部会 WG７で審議していた。ここのメンバーか

（現在JEITA)

ら QFP について、国際規格にするように提案があ

日立； 村上
NEC； 片岡氏、青木氏

り、QFP など日本で開発された半導体パッケージ外

シャープ； 故早川氏

富士通； 堀氏
TI; 吉田氏、中尾氏

認められ、半導体小委員会のパッケージ審議委員会
として、TC47D と命名され、以降半導体パッケー

JEDEC
JEDEC JC11-EIAJ
JC11-EIAJ 第2回JointMTG
第2回JointMTG

JEDEC JC-11

日米パッケージ合同委員会（JWG-2）
第1回会合 1988年3月
ハワイ（ハワイ島）で開催
第2回会合 1989年3月
東京浅草で開催
第3回以降 年1回開催
場所を日米交互に開催

東芝； 桜井氏、柴田氏
三菱； 道井氏、竹原氏、飯田氏

形を提案し審議した。その後この作業部会の活動が

米国の標準化活動

第19回会合 2007年

世界の標準化活動 （IEC TC47 WG7）

三洋； 坪井氏、

IEC WG7

沖； 小原氏、
EIAJ; 柴崎氏、立川氏 など。

・日本の活動状況を報告
・WGから小委員会への格上げ実現〔1992年）

年1回開催

Fixed Body Variable Pin Pitch の設計思想を踏襲し、寸法表示を米国軍用中
心のMIL規格から、国際標準CGS規格ｍｍ単位の採用などを標準化の骨子とした。

図 5 半導体パッケージ外形標準化会議
９．QFP の発展
QFP はその後電子情報機器の小型化薄型化によ
り、パッケージ厚み 1mm 以下の TQFP、リード端
筆者

JC11側
JC11委員長
Nixsen氏

子をパッケージ本体の下面に配置した QFN が広く
使われるようになってきている。特に QFN は小型

日本側

外形であることや、プリント基板を用いた FBGA

1989年 3月 浅草ビューホテル

（Fine pitch Ball Grid Array）より安価であること

図４

から、携帯電話やデジタルカメラなど多くの携帯機

第 2 回日米半導体パッケージ合同委員会

器電子機器に採用されている。

ジ外形を国際的に審議する機関として活動してゆく

１０．業界標準化活動の反省
QFP を通じて日本が半導体パッケージ設計で世

ことになった。TC47D の活動を通して、QFP の設

界をリードすることになり、その後も PGA(Pin

計規格などが世界の外形として広まっていった。
図 5 に当時の標準化活移動に尽力された会社名と

Grid Array) 、 CSP(Chip Scale Package) 、

推進担当者、標準化活動状況などを示す。QFP の端

SiP(System in Package)など多くのパッケージ外

子数は 100～240 端子などへと拡大し、米国の半導

形や構造を生み出して世界の電子産業の発展に寄与

体メーカも QFP が低価格、高信頼、多端子化の表

してきた。日本の発案が世界で使われて行くのに対

面実装型の中心的パッケージとして多くのLSIに採

して、半導体事業としての地盤降下は残念な結果で

用してゆくこととなった。

あり、標準化活動で資金が日本半導体メーカに還元

日米半導体パッケージ合同委員会、IEC TC47D

される仕組みを作れなかったことに反省している今

委員会などの標準化か活動などを通じて QFP の設

日この頃である。

計コンセプトが広く、世界に採用されるようになっ
ていった。半導体パッケージの設計コンセプトを規

１１．さいごに

格化した上で、標準規格として提案して会議に臨ん

半導体パッケージ技術は、電子機器を支える

でいた日本の標準化活動は、世界的に評価される活

IC/LSI の発展と共に進化してきた。今後も、より低

動として注目されていた。

消費電力化、高速化、大容量化が求められるので、

日本を中心に作られた QFP の設計規格は、この

シリコン半導体、化合物半導体、酸化物半導体、有

当時台頭してきた韓国、台湾など東南アジア各国で

機半導体など各種半導体に適合させた半導体パッケ

も QFP を容易に設計出来たため、海外でのアセン

ージの設計開発で日本が指導的な立場を維持される

ブリメーカの出現を許すことに繋がっていった。

ことを願望する。
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☆

論説委員会提言

☆ 2009 年度半導体シニア協会論説

『大学生の理工離れと学力低下への対応策』
論説委員会 委員 ： 市山壽雄、 釜原紘一、 川端章夫、 高橋令幸
アドバイザー ： 溝上裕夫、 事務局長 ： 片野弘之、 代表 ： 和田俊男

2009 年度の半導体シニア協会論説委員会は“大学

が問題視され、短期および中長期の対応策が検討さ

生の理工離れと学力低下への対応策”をテーマとして

れ実施されている。然しながら現在においてもなお理

かかげ、会員への公募と論説委員会での討議を行った。

工離れを食い止めることが出来ていないのが実情であ

このテーマは処々で多くの論客によって議論され、国

る。

の教育行政により理科教育の時間の減少、教育予算の

当委員会では、半導体シニア協会の多くの会員がこ

削減、社会風潮の変化による理工系出身者よりも文系

れまでこの議論に参加された多くの論客に比較して、

出身者の処遇が良いこと、小中学校教育の教員に理

第二次世界大戦後の日本の復興期に教育環境の変化

数系出身者が少ないこと等数々の要因解析がなされて

を肌で感じてきた永い人生の年輪を有することに注目

いる。

し、異なる要因探査と面白い解決策を発見できる可能

かつて 1945 年の終戦以降の日本の復興と高成長期

性があると期待し、論説テーマに選定した。加えて半導

の実績は、技術発展と経済成長のために理工系人材

体シニア協会として本題の問題解決に僅かながらでも

の育成が極めて有効であったことを実証した。「手に職

貢献できることがあれば、会員の愉しみの場が生じるの

を有する」理工科系学生は就職が有利で産業発展に

ではないかと考え議論を進めた。

貢献するとの社会風潮から、多くの出来の良い高校生
が理工系を目指した。同時に 1960 年代まで理工系の

１．

学部は急速に増加し、技術者・研究者を目指す学生を

理工系離れの要因

既に多くの議論があるように、理工系離れの要因は

多く輩出してきた。今日においても、先進技術が絶え

次の 2 点に帰結する。

間なく登場し次々に工業製品化されるグローバルな競
争の時代に、理工系からの優秀な人材を質量ともに確

（１）戦後教育の弊害

保することは、資源を輸入に頼り付加価値を有する高

戦後の日本の教育は戦前の教育制度を全否定し、

度な加工品を輸出して経済成長しなければならない日

平等・公平を大義として掲げ一律の教育と横並びを進

本にとって強力に推進せねばならない重要な国策であ

めてきた。修身をやめ、文武両道も言わず、日の丸掲

るはずである。

揚も支えず、5 年生旧制中学の飛び級制度の代わりに

然しながら 1980 年代以降、少子高齢化が進む状況

6・3・3 制を導入し、更に、「ゆとり教育」を掲げて子供た

で医学部を除いて若者の理工離れが進み、国際競争

ちの学習時間を奪ってきた。ことに義務教育の理科の

力を要する優良な理系企業にも質量ともに理工科系学

修学時間は 1970 年代の 1,048 時間から現在の 640 時

生が集まりにくくなっている。加えて文系理工系の区分

間に減らされ、理科離れは国の教育行政の責任＊１と罵

なく高校・大学での修学志向が「豊かな社会と行き過ぎ

られても返す言葉が無い。
理科という学科は極めて範囲が広く、高校教育程度

たゆとり教育」に毒されて若者の知識欲を消失せしめ、

での分類で物理・化学・生物・地学・天文が含まれ、更

学力低下を招いてきた。
「理工離れと学力低下は将来の国家の産業競争力を

に、各科目の中で例えば物理については力学・電磁気

弱体化させる」と言う危機感から国内では 1990 年代より

学・光学・熱力学・・・に分類される。この分類が夫々専

各処で議論され数々の施策が提案され多くは施行され

門性を有するから、これらを小中学生に教育して興味

ている。同様に欧米の技術先進国でも「理工系離れ」

を持たせることは極めて困難な教育課題である。
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楽しさを知らない子供たちは必然的に安易な方向に導
かれる。
確かに理工学部の学生は実験やそのレポーと作成
で日々を追われるが、実際には理工学部志望者はこ
これに対して子供の理科に対する興味は低学年ほ

れが楽しくて寝食を忘れるのである。ラジオ少年が難し

ど高いのである（第 1 図）。そして、子供に専門家による

いと思うラジオを組み立て、初めて音を聞いた時の感

理科の実験や工学技術の展示を見せると学齢に無関

激や達成感と同じことが理工学部の実験である。ロボッ

係に興味津津で目を輝かせている。事実、このような場

ト・コンテストに参加する工業専門学校の生徒達にも同

は年齢に関係なく子供から大人まで楽しい事で、博覧

じ知識欲と感激がある。現在でもその楽しさを少年時代

会などでも未来館とか科学館には大勢の観客が長蛇

に伝えられた子供は理工系志望なのである。

の列を作るのである。

ただ残念なことは、文系学部に人気が移っているた

この事実は理科そのものに興味が無くなるのではな

め理工学部志願者の中には合格し易いと考えて受験

く、学齢が上がるに従って理科の勉強が好きでなくなる

し入学する学生もいるから、理工学部に優秀な志願者

ことを意味する。即ち、小中学校での教育が、理科は

が集まり難く学生の質が低下していることは否めない。

難しい、つまらないと思い込ませていることに他ならな
い。要は理科の教科書と教え方に問題がある。＊２

２．学力の低下の要因

加えて教育の目的が社会生活に必要な教養を身に

1960 年代までの日本の教育はそれでも子供の一人

つけるより受験にあると考える風潮では、大学の受験科

ひとりの個性を認め、機会ある毎に表彰状と副賞を与

目に理数科目が少なく受験勉強が楽であるから、子供

えてきた。小学校の同期の学年の中で、お勉強の秀才

たちが社会人を意識する高校生活で文系志向になる

だけでなく運動会の英雄も、絵画の天才も、書道の上

のは当然の帰結かも知れない。

手も、工作の名人も、音楽の鬼才も、それぞれが表彰さ
れ褒められていた。その都度その都度の行事で多くの

（２）

社会的待遇の劣勢

子供が、友達に尊敬され周囲にも褒められて良い子に

医学部には、理工系でありその過酷な労働と職場に

育ち、自分の得意を自発的に学び旺盛な向上心と知

於けるストレスの大きさが認識されているにも関わらず、

識欲を発揮して更に能力を発展できた。腕力の強い子

或る年代以降から開業医の報酬の良さと社会における

が、同級生が他校の子供に意地悪をされているのを仲

ステータスの高さから、優秀な高校生の志望者が多い。

裁して褒められ、電車の座席は全席が老人・弱者優先

これに比べて理工系出身者は文系出身者に比べて人

席で若者が席を譲ることが当然の倫理感があった。弱

事と報酬で劣勢であり（第 2 図）、加えて大学の理工系

者を強者がいたぶったり、多勢に無勢の争いを起こせ

学部は文系学部に比較して取得単位数も多く実験とレ

ば“卑怯者”と声に出して謗られるのが当然の風潮であ

ポートに追われて大学生活に苦労が多いと思われてい

った。多分、当時の大人達は、修身教育が必然の戦前

る。このことは社会情報を通して子供に伝わり理数系の
半導体シニア協会 会報 No.66('10 年 5 月)
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の教育を受け、太平洋戦争に敗れて焼け野原からの

い。中学校・高校教員にしても理工系大学で教職課程

日本の復興時に町ぐるみで子供を育ててきたとの自負

を修了した程度では日進月歩する理工科目を教育で

があったと言えるだろう。

きはしない。たとえ好きであっても現在の教員生活の中

高度経済成長で豊かな生活が出来るようになると同

では雑用が多すぎて、自己研鑽が出来るはずがない。

時に、受験に追われて人間性を失うことを懸念した行き

むしろ現在の教員はクラス担任として生徒とのコミュニ

過ぎたゆとり教育が学校教育で実施され、同時に、子

ケーション、社会生活に必要な常識と知識教育、およ

供一人一人の特異な個性を評価することなくむしろ否

び雑務を主たる業務とする。

定し、1 等賞もビリも無くしたことが横並びの悪平等を生

大学院卒業の教員と社会人として研究活動か製造事

じている。この状況では受験戦争に勝ち進むか全国大

業活動で専門技術や技能を磨いた実績ある人材とを

会で目立つほどの抜群の能力を発揮できる子供だけ

配置し、子供に好みに応じて科目選択させたい。日本

が良い子になり、その他は褒められるチャンスがなく人

の高齢化社会を考えると全国各地にそのための人材

付き合いの出来ない子として卒業まで我慢の受動的な

は豊富なのである。この専門家は市区町村の意思で採

行動をすることになる。当然、小・中・高と高学齢になる

用すればよい。当然、面白教育には見学旅行や教材

に沿って平均的な学力は低下する。日本の子供の学

費が発生するが各自治体が負担すべきで、地方主権

力が外国諸国の子供に比較して低学年ほど優秀で高

を標榜するなら地方自治体ごとに教育内容が異なって

学年になるほど下位に落ちている事実が「行き過ぎた

も良いはずで、子供の養育責任を持つ親が子供の教

ゆとり教育」と「横並び評価の悪平等」の結果であると言

育のために適した教育の場を選べばよいのである。

っても過言ではあるまい。

『小学校に時間給1,500 円の専門家（職・農・漁・産・官・

子供にとって楽しい事・面白い事・嬉しい事を感じ、

学・他）の嘱託を派遣』の地方版の記事を新聞で読める

それを求める自発的な学びの姿勢が学力を大きく伸ば

ようになるかも知れない。

すことは言うまでもない。

最後に大学の制度改革として企業大学を創設すべき
と考える。少子高齢化社会では現状の大学経営も難し

３．理工離れ学力低下防止の対応策

いのは承知しているが、大学志願者は日本だけに限ら

（１）教育制度改革

ない。世界各国から志願者を集めればよい。問題は魅

先ずは小中学校の「行き過ぎたゆとり教育」と「横並び

力ある大学を如何に創るかである。一つの可能性は企

評価の悪平等」を止めることである。義務教育といえど

業大学を創設することである。日本には世界に誇る企

も、社会人として活動するに必要な教育を修了して卒

業が多くある。特に理工系企業には研究所も開発部門

業させるのであるから、日本で働き・家族を持ち・生活

も整っていて設備と指導者は豊富である。既存の大学

するに必要な能力を保証しなければならないはずであ

に基礎研究と未来研究は譲るとしても実用化研究や開

る。そのためには留年制度も有りであろう。他方、幼少

発技術では遥かに有利な情報と環境と蓄積技術を持

期でも中高時代でも能力が伸びる時期に抑えることな

っている。これを大学教育に活用すれば大学卒業後に

く飛び級させ、中高一貫教育を促進して最も多感な重

即戦力となる優秀な研究者・技術者を育成できる。東

要な年代に好きな事を見出し熱中できるような豊かな

芝大学、日立大学、松下大学で学び、卒業後はベンチ

教育環境を与えるべきである。自分の将来を見出した

ャー企業を創って大活躍する若者が輩出する時代が

子供が、目標実現に適した学部の教養課程に入学で

来るかも知れない。

きるようにする。戦前の日本では出来ていたことで、今
日でも欧米諸国のみでなく共産主義国である中国でさ

（２）ベンチャー企業の育成

え飛び級制度を採用し英才教育をしていることを教育

残念ながら日本の理工系大企業はグローバルな競争

機関関係者のみならず社会全体で考えるべきである。

社会の中にあるから、そこで働く研究者・技術者・作業

また、子供の個性を伸ばすための自由勉強の選択科

者の給与や処遇が文系企業の社員に比較して改善さ

目と専門家の配置が必要になる。残念ながら現在のク

れるとは考え難い。むしろ技術の進歩に伴って技術の

ラス担当の教員は、専門教育をするには教育レベルが

細分化が進み、使い回しが悪くなって低下する可能性

不十分である。そもそも小学校の教員は文系教育しか

さえある。これに対して成功しているベンチャー企業で

受けていないのである。理数が嫌いで苦手な教員に理

は利益率が高く、ストック・オプション制度も活用できる

科の楽しさや数学の面白さが教えられるとは思われな

から、従業員への報酬の還元は極めて大きい。
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日本でベンチャー企業が起し難いのには農耕民族た

体大手企業では 1990 年頃から特許報奨制度が次々と

る日本人の自立性の弱さからくる起業家志向が低いこ

改善され、実績補償対象となる発明を企業に譲渡し特

ともあるが、多くの成功事例が身近にないことがより大

許権を得た発明者は、大きな臨時収入を得ることがで

きな要因と思われる。加えて、ベンチャー企業を興す

きる。

社会環境に恵まれていない実情もある。日本で中小企

特許発明にはビジネス特許もシステム特許もソフトウ

業が資金を調達するには未だに銀行系列になるが、そ

ェア特許もあるから文系出身者や文系企業にも発明の

こでは自分の資産を担保にすることになり失敗のリスク

チャンスはあるが、より多くの発明機会は日々の製品問

がある。要は日本では敗者復活は難しいから、米国や

題を抱える製造事業にある。各社が夫々の特許報奨制

台湾のようにアイディアに向けてベンチャー・キャピタ

度を公表すれば技術者を目指す学生を喚起すること

ルが集まりベンチャー企業が次々と生まれる環境にな

になる。また、大きな事例でなくとも実績補償金を得た

い。日本でもベンチャー・キャピタリストが育ちつつある

事例を社外にも伝えることにより理工系志向を育てる可

が、成長性が見込まれる優秀な技術・技能の評価力が

能性がある。実際に現在の実績評価によれば多くの技

不十分で、且つ、人手に恵まれない中小企業に対して

術者が外車や家をローンを組まずに入手できるチャン

過剰な負担と短期成果要求がありベンチャー企業育成

スがある。

力に疑問がある。

また、特許の活用は製品利益を確保して市場独占も

日本のベンチャー企業を育成しそこに優秀な技術

可能であるから、ベンチャーの中小企業にとって企業

者・技能者を集めて優良企業に成長させるためには、

活動を継続する強い武器となる。多くの企業は特許事

ベンチャー企業の資金集めや営業活動を支援する機

務所を相談先にしているが、特許制度の専門家が有益

能組織を作り、ベンチャー企業経営者には本来業務に

な特許権獲得のためのクレームが書けるとは考えない

集中させることであろう。実際、日本の中小企業は本来

方が良い。他社が回避できないもしくは実施許諾を求

ベンチャー企業であるし、大企業には無い技術や技能

めるような特許権獲得には製品技術と技術動向が理解

を有するにも関わらず多くは恵まれていない。こうした

できる高度な技術者の支援を要する。大手企業ではそ

企業は資金集めの環境が整えば世界市場に向けて大

のために技術力の高い事業部門管理職を発明者と知

きく伸びる可能性がある。中小企業の就業人口は大企

財担当者との仲介役にして漏れのない特許権を得る努

業に比較して遥かに多いのであり、その従業員の報酬

力をしている。中小企業も事業分野を同じくする大企業

や処遇が大企業以上に良くなれば日本人の起業家志

での特許支援活動経験者が支援するか、特許事務所

向も高まり、理工系離れが改善される可能性がある。

に優秀な技術者を出向させる必要がある。

（３）学術論文・特許発明の特典

４．結び（―半導体シニア協会が出来ることは何か―）

理工系出身者が研究所や製造事業に従事して得ら

以上、大学生の理工離れと学力低下への対応策を

れる特典に学会やセミナー発表・学術論文・特許活動

述べたが、これらの対応策の中で半導体シニア協会が

がある。いずれも企業としては企業活動のイメージ向上

僅かでも出来ることが無いかを考えたい。半導体シニ

と宣伝にもなり、担当業務に支障のないことを条件に支

ア協会には半導体デバイス・半導体製造装置・半導体

援している。また、研究者・技術者にとっても自分の活

材料事業で現役時代に研究・技術・製造・マーケティン

動を世界に発表することができ、多くの同業の知己を

グ・セールス活動をした各社 OB が会員として登録され

持つことができ大きな特典となる。

ている。これらの会員は多くの業界への繋がりと人脈を

特に、特許発明で知的財産を蓄積することは企業活

有する。現役時代の体力はないにしても口の達者な人

動を守ることであり、他社に先行すれば自社製品を独

材には事欠かない。既に前項の理工離れ学力低下防

占販売することも他社に実施許諾してロイヤリティ収入

止の対応策で活躍の場を見出し名乗り出る会員も有る

を得ることもできるから、企業経営では最も重要な課題

かも知れない。会員に愉しんで活動する場を提供する

である。これまでの製造事業経営者にはその重要性を

ことが出来れば半導体シニア協会の拡大と繁栄にも繋

理解しているとは思えないことであるが、人への教育と

がる。締めくくりの纏めをしてみると次のようになると思

啓蒙と数人の機能組織の整備で多くの優良発明を生

われる。

むことがあるから、半導体事業のような設備産業の世界

（１） 教育制度改革では半導体シニア協会が学校に数

では効率の最も優れた投資なのである。このため半導

学・理科の専門家グループを派遣する。この専門
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④中学・高校の先生には、数学の「楽しみ」を教えられ

家は生徒が勉学の楽しさを知ることを最大の目的

る人材が必要。中学・高校の一貫式教育が先生のプ

とする。

ロ化と生徒の得意を伸ばし。学力向上につながる。

（２） セミナーや講習会を催して理工系学科の楽しさや
OB が体験した技術・研究活動の遣り甲斐を講演

義務教育の範囲を高校まで拡大し、中高一貫校とす

する。

る。シニアの職場として中高一貫校の専門職（教科）
先生の道を作る。

（３） ベンチャーを起業する若者とベンチャー・キャピタ
ルとの仲介役を買って出る。ベンチャー企業が手
の届かないプレゼンテーション資料作成やセール

釜原紘一

ス基盤作り等を支援する。

①小学校低学年

（４） ベンチャー・キャピタルを支援して、市場成長可

②父親から理科系に向いて

能性のある技術・技能を有するベンチャー・学校

いると言われ、そう思うよう

研究を発掘・評価する。

になった（暗示に掛かり
やすい性格とも言える）。

（５） 優良なベンチャーを当該技術を活用できる外国

父親が自分と同じ道（新

企業に紹介し連携を支援する。

聞記者）を進ませたくなか

（６） 知財活動経験者や専門技術者・技能者をベンチ
ャーに派遣し、有効な知的財産権取得を支援し企

ったのか、自分の性格が

業価値を高める。

あまり社交的でなかった
からかと想像している。自分も父親のような軽佻浮
薄？な仕事は嫌だと感じていた。

＊１ ： 毎日新聞・論点（2007.12.28）米沢・滝川・佐藤

③幼少時から科学雑誌（朝日・読売等新聞社発行）を

＊２ ： ㈱東レ経営研究所、経営センサー

買い与えられ読むうち理科的なことに興味を持つよう

（2007.7.8）増田

になった。
④理科系の人間の待遇改善―理科系人間が声を挙げ

５．付録（論説委員の理工志望のキッカケ）

る必要がある。技術立国の必要性を主張する文系人

論説委員会メンバーは全員理工学部出身で、育っ
た年代に技術者・研究者になることが憧れる風潮があ

間が仕切る社会ではますます科学技術は軽視され

ったが、高校時代に理工学部に入りたいと望んで思い

ていくと思う。

を実現している。理工系に進みたいと思い始めたキッ
カケを調べてみた。以下は各メンバーの①いつの時代

川端章夫

に、②何がキッカケになって、③キッカケとなった思い

①中学時代

当たる要因は、④その他（理工系離れ防止に必要な環

②中学時代3年間の担任

の先生が数学の先生

境・社会情勢等）での回答である。

で数学の面白さを教え
てもらった。

市山壽雄
①中学時代、

③中学時代、将来は数学

②数学・幾何に興味を持

の研究者になりたいと

ち、自然に数学が得意

真剣に思った。高校に

科目。

入ってから数学より物

③数学は記憶を要さず勉

理に興味を持つように

強し易い、幾何にはいく

なり、大学に入る時には電子工学科を選んだ。
④日本でベンチャー・ビジネスを支援する体制づくりが

つかの答えの出し方が
あり、考え方が一つでな

重要と考える。米国で成功しているベンチャーは、マ

いことが面白かった。高

イクロソフト、グーグルを初めとして理工系人間の起

校時代は数学を中心に

業が多い。物作りの面白さがまったく新しい発想を生

物理・化学が好きになった。中学時代に数学の楽し

み出し、それがベンチャーの起業につながり成功す
るという事例が増えれば理工離れを食い止める一助

さを教えてくれた先生に感謝。
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になると思う。

境がキイで、まず理工系が良さそうだという国作りが
最重要。

高橋令幸
①中学時代

片野弘之

②若くて馬力のある先生

①中学時代、高校時代
②中学時代の数学専門の初

に「理科的」なものの考
え方を「理科的態度」と

老の担任教師、高校時代

いう言葉で訓導された

の幾何を指導した大学卒

影響。

業間もない若手教師
③中学の担任教師は受験戦

③高校時代は数学・物
理・化学が得意だった

争何処吹く風のクラシック

ので、戦後の疲弊した

調の教え方で数学の楽し

日本の航空技術の復活を夢見て航空工学を志望し

みを伝えた。

ていた。戦争末期にグラマンや B29 に悔しい想いを

高校の若手教師は稀有の秀才で、パッと教えてパッ

したのが意識下に有ったかも知れない。しかし、大

と終わる。後の時間は方眼紙を配り、囲碁の講釈、後

学受験前に友人がくれた大学教養課程の物理の教

にアマ囲碁三強となり現在も活躍。

科書を読むうちに物理が面白くなり、とりあえず大学

④小･中･高校の設備と教員を合わせた環境整備が国・

は物理に進み、日本の原子力エネルギー産業のた

行政の急務。子供向けテレビ番組の劣悪化の防止

めに役立ちたいと思った。

が必要。

④その時代の社会情勢や環境が子供に与える影響が
大きいと考える。小中学生への科学技術の啓蒙活動

和田俊男

を地道に行う必要を感じる。半導体シニア協会会員

①幼少期

による地域活動に意義があると考える。

②幼少期の住まいが秋葉原
に近く、当時はバラックの

溝上裕夫

電気街を通って交通博物

①小学校時代の鉄道模

館で模型電車が動くのを
楽しみに観ていた。

型の手作り

③完成品を買うより自作す

②中学時代の大工道具
の使いまくり、ラジオ

ることで模型電車や電化

工作と本による自宅

製品が極めて安価に入

での独自の体験で自

手できた。小学時代に年

然に工学系少年に育

上のラジオ少年から電化製品自作の愉しさを教えら

つ。中学時代の理科

れた。中学・高校時代は一貫校で高校受験もなくア

で生物が独立してい

マチュア無線に寝食を忘れて没頭していた。
④小中学生時代に、理工系実技を指導できる人に出会

てアメーバから人類
まで動植物を細胞・構造・生理から分類学的に総な

うことと多感な思春期には夢中になれる教育制度が

めした授業は自然を観る目を変える強く引き込まれる

社会整備されるべきと思う。

モノがあった。
③高校の物理は物の構造と仕組みがこんなに美しく簡
潔に表現できるのかという感動に引き込まれていっ
た。片道1時間の通学時間の車中は物理の教科書の
深読みに有効で理解を深めた。数学も関連して立体
的に感じて面白くなっていた。
④教師が決定的。体系立てて理を通して教える授業が
大切。科学者・技術者を必要としているという社会環
半導体シニア協会 会報 No.66('10 年 5 月)
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コミュニティ活動報告
個人会員コミュニティづくりの実践
関西地区担当

新入会員(2010.1.21～2010.4.30)
個人会員

田中俊行

SSIS では個人会員へのサービス強化活

(ご入会順、敬称略)

橋本 浩一

井上 道弘

晴山 穹一

動の一環として居住地域を活動ベースとす

竹下 晋平

加藤 洋二

塩野 洋一

るコミュニティ作りをすることになりまし

原

広瀬 義隆

笠木 理

た。関西で他の地区に先駆けて懇親会を実

元榮 川常

木原 利昌

中澤 修治

施しましたのでその状況をご報告します。

竹花 洋一

清水 秀紀

稲田 義一

森野 明彦

羽田 祐一

西島 篤志

山田 隆史

鈴木 純

藤澤 良次

中山 隆洋

佐藤 奨

均

賛助会員
大陽日酸株式会社

(敬称略)

*新たにご入会の皆様、宜しくお願い申し上げます。

3 月 15 日午後 5 時にシステムＬＳＩ技術学院に
集合したのは井上、市山、鵜飼、河崎、加納、
小宮、瀬崎、檜垣、麻殖生、和田、田中の 11

ご寄付芳名

人で関西の個人会員の 3 分の 1 でした。

ご協力有難う御座います。前回ご報告(No.65：

先ず会の趣旨説明と 6 月 1 日に大阪で行う

2010.1.20)以降 2010 年 4 月 30 日までにご寄付をお寄
せいただきましたのは下記の方々です。

ＳＳＩＳシンポジウムの概要と集客依頼をし、全

ご厚情に厚く御礼申し上げます。(50 音順、敬称略)

員の自己紹介を行った後で麻殖生会員に「人

秋山 信之、泉谷 渉、内田 傳之助、内海 忠

生とネゴシエーション」というショートトークを行

遠藤 征士、片野 弘之、片山 正健、河崎 達夫

ってもらいました。日本人の苦手な交渉力を強

川端 章夫、金子 和夫、金原 和夫、小山 悦雄

化するには武士道の精神が必要という薀蓄に

崎谷 文雄、佐々木 元、鈴木 司郎、周藤 仁吉

富んだお話しでした。その後隣のレストラン「彩

高橋 令幸、中原 紀、野澤 滋為、平林 庄司

朶屋」で美味しい食事とビール、焼酎で会話

三宅 隆一郎，向井 久和、山根 正熙、湯之上 隆

が弾みました。「この次はゴルフ場でやりましょ

米山 貞夫

うや」という話も出て交流の輪が広がってゆく
実感を得た会でした。
以上
会員状況 (4 月 30 日現在)

協会行事のお知らせ

個人 294 名、賛助 44 団体
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基調講演：『3 次元 TV と半導体』

理事長

パネル討論：『日本の製造業は大丈夫か?』

牧本次生

本号担当編集委員

*春季見学会･九州地区

周藤 仁吉

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-14-3

期日：6 月 3 日(木)－4 日(金)

有恒ビル4F

見学先：産総研・九州大学の水素関連研究施設

TEL：03-5366-2488，FAX：03-5366-2487

トヨタ自動車九州(株)宮田工場
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