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日本のリードを必要とする世界の半導体業界  

    テスト技術研究所株式会社  代表取締役 リチャード・ダイク 

1. 半導体に無関心な霞が関 
昨年の 9月に、私は 1986年当時、米国商務副長

官として日米半導体協定の交渉にあたっていたクライ

ド・プレストウィッツ氏と昼食を共にする機会を持った。

彼の今回の来日の目的は経済産業省の幹部と話し

合うことだったが、私に会って開口一番彼が言ったこ

とは、「ダイクさん、日本の半導体産業はどうなってし

まったのですか。世界市場での日本メーカーの地位

が下がる一方なのに、私がお会いした経済産業省の

お歴々は全く意に介していないようです。どこで間違

えたのか知りませんが、今の日本の現状は 20年前の
アメリカを髣髴とさせます」ということだった。その当時、

プレストウィッツ氏は、米国政府にはポテトチップと半

導体チップの違いを知っている人は一人もいないと

揶揄していたが、今回の彼は霞が関が同じような状態

に陥ってしまったのではないかと懸念している。 
私はプレストウィッツ氏の質問に適切に答える術は

持っておらず、現に、私自身も同じような懸念を抱い

ている。 
昔の話になるが、1980 年代に私はプレストウィッツ

氏を含む米国政府内部の友人たちと何度も議論をし、

半導体貿易協定の締結は日米問題解決のための適

切な方法ではないとの主張を重ねた。私がこの協定

を良くないと考えた理由は、半導体がどこで生産され

たからではなく、どこからの投資で生産されたかで数

えていたからだ。例えば、米国企業が全額出資で日

本に設立した会社によって生産された半導体は日本

にとっては「外国製」であり、逆に米国にある日本の全

額出資子会社で作られたものは「日本製」として計算

される。こうしたことから、この協定は日本から米国に

投資しようという意欲に水を差す結果になった。 
これと正反対なのが自動車産業だった。米政府が

日本の自動車メーカーに米国内に生産拠点を建設

するよう奨励した目的は、雇用を促進することと部品メ

ーカーの市場を拡大することだった。そして日本メー

カーは、優れた経営を実践することで米国での生産

活動を成功に導くことが可能

であることを証明した。 
1990年代以前は、日本の

半導体メーカーは世界的に

事業を展開していた。NEC
はスコットランド、アイルランドそして米国に生産拠点

を持ち、ソニー、富士通、東芝、日立、パナソニック、

三菱、シャープも米国に工場を持っていた。しかし、

その後、これらの全てが閉鎖されてしまった。 
このように半導体産業が「国内化」するのとは対照

的に、半導体製造装置産業は世界的に事業を拡大

していった。東京エレクトロン、大日本スクリーン製造、

アドバンテスト、ディスコ、ニコンの各社は売り上げの

70%以上を海外であげている。さらに最近では、これ
ら製造装置メーカーは海外の会社を買収することに

よってさらに世界的事業基盤を強化している。 
2. 産業革新機構とルネサス エレクトロニクスの救済 
日本の官僚は半導体産業のことを気遣っているの

だろうか。ある意味では答えはイエスである。12月 10
日に、赤尾泰ルネサス エレクトロニクス社長と能見公
一産業革新機構社長は共同発表のなかで、政府が

ルネサスの発行済み株式の 69パーセントを 1,400億
円で取得することを明らかにした。これは日本政府が

半導体産業を重視している現れであったかも知れな

いが、この巨額の金額の使い方には私は疑問を感じ

る。その理由は気息奄々としているルネサスの救済よ

りももっと効果的な使い方をすれば、最新鋭技術を持

った拡散工場(ウェーハ工場)を新たに立ち上げること
ができたからだ。  
しかし、詳細に検討して見ると、政府がルネサスを

救済しようとした動機は強固な半導体産業を構築しよ

うとすることではなく、自動車産業を守ることにあった

ように思える。12月 10日の記者会見で配布された資
料によると、ルネサスは自動車搭載用マイクロコンピュ

ータの分野では 42%の市場占拠率を持つと指摘され
ており、同社が倒産した場合には自動車産業に被害
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が及ぶ。 
これはリーマン・ショック後に大手銀行救済のため

に米国政府がとった措置に似ている。政府がシティバ

ンク、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカと

いった銀行を救済しようとしたのは、これらを健全化

することが目的ではなく、倒産した場合には手に負え

ないほどの被害が生じるからだった。「巨大過ぎて倒

産させるわけにはいかない」と言う言葉が発生したの

もこの時だった。日本政府も同じように、ルネサスは

「巨大過ぎて倒産させるわけにはいかない」と考えた

のではなかろうか。 
問題は、ルネサスが再生するには巨大過ぎるかどう

かだ。同社が再構築に成功し、中規模でひたむきな

マイクロコンピュータ製造会社に変身することができ

れば、興味ある半導体メーカーとして成功することに

なろう。しかし、膨大な間接費と過剰生産設備を抱え

る巨大企業であるうちは成功は覚束ない。12月10日
の記者会見で、ある記者が政府は日本航空の場合

のように、ルネサスの株を一旦買い取って同社を非上

場企業とし、徹底的な再構築を行ったあと再上場を

目指すという方法をとらなかったのはなぜかと質問し

たが、明確な答えはなかった。 
3. 日本には最先端技術の半導体企業が 

最低二社は必要 
半導体産業が健全化するためには、日本には最

先端技術の半導体企業が少なくとも二社は必要だ。

ここで言う「最先端」とは設備投資面でサムスン電子

(韓国)、TSMC(台湾)、インテル(米国)やグローバル・
ファウンドリーズ(米国)と肩を並べる能力を持つことを
意味する。要するに、業界を 14nm からさらにその先
の半導体に導く能力を持った企業のことだ。四日市

にフラッシュメモリ工場を持つ東芝は、ここで言う最先

端企業の一つとして数えられる。しかし、東芝ですら

SOC 半導体の生産はサムスンに委託すると発表して
おり、四日市には投資しても他所の工場には投資す

るつもりはない。他方、ルネサスには超一流の生産設

備に投資する余力はなく、山形県の鶴岡工場の売却

も噂されている。それは同工場がルネサスのなかでは

最も進んだ設備を持っており、従って、海外企業が関

心を示す唯一の生産拠点だからだ。 
4. 日本にはファウンドリが必要 
日本で現在流行しているのは生産体制の「ファブ・

ライト（軽量化）」だ。日本のメーカーはこのところ

TSMC、UMC、サムスンと言った外国企業への外注
の割合を増やしている。日本が最先端の半導体企業

を二社必要とし、その内の一社が東芝なら、もう一社

を「ファウンドリ」にするのが筋が通っている。米国はグ

ローバル・ファウンドリーズ社をニューヨーク州アルバ

ニー市の半導体ハイテク団地に誘致した。このハイテ

ク団地は小型のエコシステムのようなもので、大学、

国際コンソーシアム(例えばセマテックや ISMI)、
IBM の半導体研究所、それにグローバル・ファウンド

リーズ社を包含している。この小型エコシステムには

サムスン、TSMC、東京エレクトロンの他に日本の大
部分の素材企業の技術グループも参入した。日本が

こうしたエコシステムを作り上げられない理由はない。

このようなハイテク団地がアジアに出現するとすれば、

日本こそが最適な場所だ。なぜなら、設備関連企業、

素材関連企業、研究施設、大学といった半導体エコ

システムを構成するのに必要な全ての要素が整って

いる国は日本以外に存在しないからだ。 
半導体購入で世界の上位 10 社のうち 5 社はソニ

ー、パナソニック、キャノン、東芝、富士通の日本企業

が占めている。トップはアップルで 2 位はサムスン・エ
レクトロニクスだが、上位 10社に占める数では日本は
世界一だ。日本には少なくとも超一流の半導体ファウ

ンドリ 一社を賄うだけの需要があるはずだ。そのよう
なファウンドリへの投資が日本の資金で行われるかど

うかは重要だとは思わない。重要なのはファウンドリが

日本に設立され、日本の半導体エコシステムの一部

となることだ。 
私は日本人ではないので、主たる関心事は日の丸

を掲げることにあるのではない。半導体産業の長い歴

史のなかで、日本企業はムーアの法則の推進に貴重

な役割を果たしてきた。歩留まり、品質、コストの面で

日本企業が他のどの国の企業よりも大きな貢献をして

きていることが証明されている。14nm(或いはそれ以
上)という厳しい目標に挑戦することは日本企業の参
加なしでも可能かも知れないが、日本抜きではより長

い時間がかかり、困難さも増すことだろう。日本が先

端半導体技術の分野で指導的役割を取り戻すことは、

日本だけでなく全世界の産業にとって必要なことにな

っている。 
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議題 
1、モバイル・コンピューティング市場、半導体業界で 

進むコラボレーションの重要性について 
2、TSMC の技術革新への挑戦と最先端プロセスの状況 
3、TSMC ジャパンの現況 
 
1、 コラボレーションをキーワードに、発展する成長市場 

「モバイル・コンピューティング」について 
奇しくも今日は iPhone5の発売日です。スマートフォンや

タブレットの人気は驚異的に加速しており、今後も大きな市

場規模を形成すると考えています。TSMC は、モバイル機

器を半導体業界における「新しいキラー・アプリケーション」

と位置づけ、様々な取り組みを行っています。専業ファンド

リー企業としてどのように課題に取り組むか、その方向性と

なるのが包括的なエコシステムにおけるコラボレーションで

あると考えます。TSMC の挑戦と提案についてお話しま

す。 
先ず現在までの半導体市場の成長の経緯を歴史的に振

り返ってみます。半導体市場は、過去数十年に渡りシリコン

サイクルを繰り返しながら成長しています。そのトレンドは、

持続的に成長し続けると言えるが、過去経験した数十％の

乱高下という状況ではなく、１桁台かフラットですが、半導体

業界は更なる大きな成長を目の前にしています。 
市場をけん引してきたキラー・アプリケーションは、1980

年代～2000 年の第一の Wave は Desktop PC で、第二の

Wave である 2000 年~2010 年は携帯電話でした。第三の

Waveであるモバイル機器、中でもスマートフォンやタブレッ

トが、ここ数年目覚しい成長をみせ市場を牽引しています。

(図 1) 
成長の背景として、我々のライフスタイルの変化に加え、

技術の進化が製品にもたらしている拡張現実（augmented 
reality)や、仮想現実（virtual reality）と呼ばれるトレンド

を認識する必要があります。現実の世界に加えてコンピュ

ータの造り出すデータが、スマートデバイス等を通して私達

の知覚を文字通り拡張するものです。例えば「ゲーム」がそ

の具体的事例です。 
すでに拡がっている、クラウド、ユビキタス、Internet of 

Things（ネットワークで全てが繋がる）が私達の新しい電子

ライフスタイルのトレンドです。これを実現し、進化させてい

るのが、モバイル・コンピューティングのデバイスで、タブレ

ット、スマートフォンがその代表的なものです。この数年でス

マートフォンの販売台数は飛躍的に増加し、2010~2011 
年にパソコンの販売台数を抜き、今も伸び続けています。そ

してタブレットも早晩Desktop PCの台数を抜き、Notebook
の台数に近づいていきます。 

図2でお話したいのは「コンバージェンス」、「モバイル・コ

ンピューティングのデバイス」と表現しています、非常に複

図 1

Collaborate to Capture  

The Mobile Opportunity 

TSMC ジャパン株式会社 代表取締役社長 小野寺 誠 

本講演記事は賛助会員連絡会の特別講演として、TSMC

ジャパンの代表取締役社長 小野寺 誠様に講演を頂き

ました。その講演要旨を編集委員 相原が記事にしまし

た。 

図 2
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雑でパワフルなモバイルデバイスのコンセプトが、今やす

べて実現化していることです。単純な携帯電話ではなく、

Notebook、GPS、PDA、Video、・・・・GAME、今まで単一

であったデバイスのありとあらゆるものが、シームレスにコン

バージェンス（収束・集積）して、多機能なデバイスとして実

現しています。(図 2) 
モバイル機器が市場に浸透するに従い、私たちの生活

や通信手段を変化させています。過去3 年で30 万のモバ

イル用アプリケーションが作られ、その中でネット接続を必

要とする「ダウンロード」という行為を通しての使用が 57%を

占めています。モバイル・バンキング、モバイル・チケット、

モバイル・クーポン、モバイル・ペイメント（日本では「お財布

携帯」）、i モードサービス等のコンセプトが市場をリードして

います。これは日本独自のトレンドではなく、グローバルに

進行しています。例えば 2015年の予測として、ネットバンキ

ングは 5 億人のユーザー、モバイル・ペイメントは 6.7 億人

のユーザー、モバイル・チケットはユーザーの 8 人に 1 人

等々、デバイスの多機能性、利便性は商業活動、ビジネス

の世界でも幅広く展開されています。 
モバイル機器端末の普及に伴う通信トラフィックからは、

ネットワーク、ストレージ、サーバーといったインフラ向けの

半導体にも大きなビジネス機会が生まれています。 
日本には、技術優位性を持つ領域のデバイスが多々あり

ます、例えばイメージセンサー、メモリー、ドライバー、材料、

MEMS、バッテリー等々がグローバル市場でも競争力の強

い分野です。 
こうした分野でも TSMC はお客様のサポートをさせて頂

いており、来年以降も引き続き日本企業の成長を期待して

います。 
モバイル・コンピューティングをけん引している代表的な

三つの会社、Apple、Amazon、Google(Android)、彼らの

成長機会の獲得の成功には、共通のキーワードがあります。

それは「エコシステム」 です。このエコシステムに関し幾つ

かの注目すべき示唆をご紹介します。 
1、Apple の亡きジョブス氏のコメントに「Apple はエコシ

ステムの中に存在している、他のパートナーからの助けが

必要である」と言っています。 
2、Amazon のCEO のコメントは、「単純なデバイスを作

るだけでは成功しない。実際、Amazon のシステム、デバ

イスはエコシステムを構築してビジネスを展開していく位置

づけでデバイスを生む事が主である」と。 
3、Android は、ご存知のように今や携帯電話のデファク

トスタンダードになっています。Google の Chairman のコ

メントです、「Android Ecosystem が優先順位 No.1 であ

る」。 
一方で、半導体の世界では多機能でパワフルなデバイス、

そしてネットワークをサポートする上で幾つかの課題に直面

しています。例えば我々がサポートしている製品の一つに

モバイル機器用アプリケーション・プロセッサーがあります。

高品質で高速かつ低消費電力な CPU、高速でのインター

フェイス、メモリーのバンド幅など、様々な要求があり、CPU
や GPU のコア数も、1 つから 2 つ、2 つから 4 つ、またはそ

れ以上に増加しています。 
さらに省電力化やバッテリー寿命の長時間作動の実現へ

の挑戦です。TSMC は、現在の最先端技術である 28nm
や次世代技術の 20nm、それ以降のデバイスを、新しい世

界を実現する「テクノロジー・ドライバー」として位置づけ、そ

の実現を担う事は半導体業界に従事する者の責務であると

考えています。 
イノベーションを推進していく上での課題は、非常に多岐

に渡るニーズを同時並行的に達成することです。デバイス

の性能、消費電力、エリア、そしてシステムとしての接続性

やインテグレーションなど多くの課題に対峙しています。高

い信頼性を実現しながら複雑化した要件：最適化、コストを

下げる、省電力化するなど、一見相反する課題への果敢な

挑戦が必要です。 
TSMC は、28nm の導入に成功し、採用も急速に進み、

既に本格量産に入っています。TSMC は、ロードマップで

20nm、16nm、10nm と計画を公開しています。例えばフォ

トリソグラフィーの技術開発ですが、所々の理由により、従来

の方法で開発、量産を行うと、各世代技術毎に掛かるウエ

ハコストの上昇率がいままでのカーブ（予測数値）で説明で

きなくなる程の上昇が懸念されます。そのことは、過去のプ

ロセス技術の微細化を推進するだけでは、経済性を業界と

してシェアすることが困難になると思われます。 
TSMC は、次世代フォトリソグラフィー技術と言われる

EUV やマルチ電子ビームなど、幾つかの選択肢を視野に、

時間当たり 100 枚以上のウエハを処理出来る製造装置が

必須であるとの考えを基本に、装置メーカーを継続的にサ

ポートしています。450mmプロジェクトの積極的な推進もそ

の一つです。 
「Collaboration Builds Success」パートナー企業とエコ

システムを構築し、協業することにより、win-win な関係の

実現を目指す取り組みをご説明します。 
「Ecosystem for Innovation」イノベーションのためのエ

コシステムとは何か、についてお話します。通常のデバイス

の生産サイクルは、お客様の Roadmap を共有し、Process
ノードを決定し、test chip の作成、お客様からのテープア

ウトを受け、wafer の生産、テストをし、組立という過程を経

て、お客様の最終製品になります。この一連の流れの中で、

TSMC は 推進し て い る エ コ シ ス テ ム を OIP （ Open 
Innovation Platform）と定義付けています。OIP のコンセ
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プトは、お客様、TSMC、パートナー各社と win-win の関

係を構築し、成功を目指す取り組みです。TSMC のエコシ

スムでは、IP (Intellectual Property)メーカー、EDA
（ Electronic Design Automation ） メ ー カ ー 、 DSA
（Design Service Alliance）メーカー、VCA（Value Chain 
Aggregator）メーカーが TSMC エコシステムのパートナー

として協業しています。複数社の日系企業パートナー様とも

協業しています。エコシステムの運用は、設計環境の整備

や最適プロセスを選択する IP ライブラリー等、お客様が設

計を行う環境整備を担うエンジニアに加え、TSMC のプラ

ットフォームでエコシステム構築作業を進めている OIP の

パートナー技術者様が、9000 人以上従事しています。こ

れは TSMC のエコシステム担当者を上回る規模です。 
TSMC は単独で US$1.1B 以上の R&D 投資を行って

いますが、実際にはお客様との協業ベースでも様々な開発

を行っています。お客様上位 20 社の開発費を総計すると、

US$10.8B の R&D 投資となります。この協業により、様々

な技術が開発され、量産化されます。一例をご紹介すると、

お客様が実際に購入されたウエハ枚数のうち、OIP パート

ナーの IP を使用しているウエハ枚数が2005 年から大きく

伸びています。昨年の実績として、28nm 製品が早い段階

からパートナーの IP を利用し製品化されて市場に出荷さ

れています。28nm のテープアウトの数も伸びています。 
エコシステムを win-win の関係で進めた結果として、

2001 年からの 10 年間の売上年間平均成長率を比較しま

すと、半導体市場全体が 8％、ファブレスが 16%、IDM が 
6%、ファンドリーが 13%、そして TSMC が 15%となってい

ます。 
TSMC のミッションは、「ロジック半導体市場に向け長年

に渡り技術と生産能力を提供する信頼されるサプライヤーと

なる」ことです。(図 3) 
 

競争力の高い次世代ロジック技術や、広範囲に渡る 
More-than-Moore 技術を開発し、生産能力を継続して増

強することにより、お客様とのウィン・ウィン・ビジネスの拡大

を目指します。 
3 本の柱、1）テクノロジー、2）卓越した生産能力、3）お客

様との信頼関係、を継続的に強化し、「お客様とは競合しな

い専業ファンドリーモデル」を推進していきます。 
これは TSMC の Technology ポートフォリオをご紹介す

る図です。縦軸に技術のノード、横軸には機能を示していま

す。●で記したプロットは現在量産中で、□が開発中を示し

ています。Logic は TSMC プラットフォームのベースになる

為、先行して開発しています。現在 28nm が量産に入り

20nm、16nm に次いで 10nm プロセス技術の開発を行な

っています。横軸には、MEMS、混載 Flash、混載

DRAM 、Analog 、RF、Power 、高耐圧、CMOS Image 
Sensor など多岐に渡る開発を行っています。最近は 0.18、

0.13 μm のアルミニウムの世代から 90、60、40 μm のカッ

パー（銅）を使った技術が開発されています。(図 4) 

TSMC は、そのミッションに従い、長年に渡り開発投資を

継続して強化しています。TSMC は自社ブランド製品を一

切持たない専業ファンドリーの故、プロセス開発やエコシス

テムの構築をコアビジネスとしてお客様のサポートを行って

います。 
最先端の技術だけでなく、Power IC、メモリ混載、RF、

MEMS、MCU・・・等々、昨年の実績として 8 インチで 450 
万枚が差別化されたプロセス技術を用いて市場に出荷され

ており、自動車や Image Sensor などの分野にも広がって

います。 
さらにプロセス開発のみでなくバックエンドにも注力して

い ま す 。 一例と し て は 、 CoWoS(Chip on Wafer on 
Substrate)を独自の開発チームがサポートしています。 

昨年の TSMC の生産能力（規模）を SEMI のデーター

を引用してご紹介しますと、メモリー企業を除くと、8 インチ

換算で 1,100 万枚と No.1 にランクされています。欠陥密

度が非常に小さく、安定した歩留まりで提供できる量産技術

を持っています。 
ファブ（工場）は、6 インチラインが 1 工場、8 インチライン

図４

図 3 
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が台湾に 4 工場、海外（米、中国、シンガポール）に 3 工場、

バックエンド 2 工場の生産設備を持って、すべて稼働して

います。 
近年の設備投資の中心である 12 インチラインを TSMC

は「GIGAFAB」と呼んでおり、月産 10 万枚以上の生産能

力を持ち、クラスター化して複数世代のテクノロジーを運用

することでスケールメリットを出す戦略を取っています。 
GIGAFAB は台湾で三つのラインが稼働しています。

Fab12 P1～P6 は一つの工場のようにクラスター化し

0.13μm～28nm が量産中、近々20nm が量産に入ります。

Fab14 は開発機能を持たない規模の大きい量産ラインで、

現在 P1~P4 が稼働中、P5 は建設中で 20nm からの量産

を計画しています。Fab15 は台中にあり P1、P2 が 28nm
の量産向け、当初P3、P4 は 20nm での生産を計画してい

ましたが、28nmの需要が大変強く28nmの量産ラインに変

更されています。 
ウエハの大口径化ですが、技術の微細化と共にコストが

上昇するため、生産性とコストパフォーマンスを改善するた

め大口径化を推進しています。TSMC における 300mm へ

の移行は、2001 年にパイロットラインを構築した後に量産

を開始しました。450mmは、2016~2017年にパイロットライ

ンを構築し、量産は 2018 年に、7nm か 10nm のプロセス

を用いると考えています。 
エコシステムのコンセプトでもお話をさせて頂きましたが、

TSMC はお客様と強固な関係を作り共に発展させる事で成

長してきました。1987 年の売上は7 社からUS$4Mでした

が、24 年後の 2009 年には、617 社のお客様から

US$14.5B の売上を計上するまでになりました。大切な事

は、この期間に TSMC をご利用頂いたお客様は、TSMC
の売上を超える伸長をしているという事です。TSMC は専

業ファンドリーであり自社製品を持っていませんので、お客

様が市場で成功して頂く事が、唯一 TSMC が成長する源

泉になるという事です。三つの柱である、技術・生産規模・

お客様からの信頼、に応えるべく日々努力しています。 
要約 
・設計面、技術面で同時に開発が進む事によりエコシステム

が非常に早く前に進んでいる。 
・TSMC のエコシステムは OIP のパートナー企業とお客

様との共同の投資で、業界で非常に強力なエコシステムと

して業界で先行している。 
・TSMC の Mission：Technology、Capacity を世界に向

けて長きに渡り提供して、お客様の製品化（ time to 
volume、time to market）を実現していく事をコミットして

いる。 
・TSMC のエコシステムは、お客様の革新的なアイデアを

製品化して市場に導入する事を実現している。結果として

便利な物、優れたものが市場に提供されている。 
 
2、TSMC の技術革新への挑戦と最先端プロセスの状況 
・2012年2Qの売上は、NT$128B（前年比15.9％、前期比

21.4%増）で、健全な成長が継続中である。 
・サプライチェーンは年末に向け調整が入り、4Q から来年

の 1Q の間、売上は下降曲線に入ると考えている。 
・2012 年の設備投資は、過去最高となる US$ 8～8.5B の

計画を継続している。3 年連続で過去最高の設備投資額を

更新する予定である。28nm の市場の予測を超える伸びに

対応する為に設備投資を積み増している。450mm や

10nm の開発も進めている。 
テクノロジーのハイライト：開発が進んでいる 20nm のテ

ープアウトは来年始めに開始され、本格量産開始は 1 年後

の 2014 年になる。20nm は初期量産向け設備の導入に着

手した。FinFET は当社 14nm で計画したが、16nm を用

いスケジュールを前倒して開発が進んでいる。初期量産は

2013 年 後 半 、 本 格 量 産 は 2015 年 後 半 に な る 。

16nmFinFET 技術の採用は、市場からの強いニーズによ

るものである。 
過去 10 年間の売上は継続的に伸長しており、ウエハの

売上を半導体に換算すると約 3 倍といわれている。需要は

先端の 28nm と40nm が強く、今年末には28nmの売上が

全体の 20%を超えると予想している。More-than-Moore に

関し、8 インチや 6 インチでの生産を中心とする技術の売上

比率がそれほど落ちていないが、差別化をする事で付加価

値が上がっている事の裏付けである。 
アプリケーションとしては通信の分野が強く、全体の約

50％、次にコンピューターが約 20％、民生が約 10％、産業

が約 20％である。日本が苦戦している要因である民生の比

率はこの 5 年ぐらいの間に約20％から約10％まで減少して

いるのが顕著な例である。 
生産能力は、毎年増強され 2012 年は 8 インチ換算で

1,500 万枚を超える。 
Outlook 
・2012 年 3Q まで業績は順調に推移しているが、4Q から

2013年の1Qまでは在庫調整が入り緩やかな減少を予想し

ている。 
TSMC ジャパンのビジョン 
・「強い信頼関係に基づくお客様のビジネスの成功を通じ、

Win-Win(お客様の成功のために)の関係を構築し、国内フ

ァンドリー市場におけるリーダーとなる」をビジョンとして事業

を推進しています。 
・ビジョン実現のために 

1, the best solution provider 
(最善の提案を提供する事) 



半導体産業人協会 会報 No.78(‘13 年 1 月) 7

2、a must-have partner 
(お客様にとって必要なパートナーになる) 

3、a new market creator 
(新しいマーケットを創造する) 
 

3、TSMC ジャパンの現状 
・1997 年設立以来、1400 件以上の量産テープアウトがあり、

特に 28nm や 40nm が非常に強いポジションにあります。

日本市場では、試作プログラムや産学連携の取り組みにも

傾注しています。 
・お客様のニーズに合わせ、サービスを最適化して付加価

値を提供していく、日本では半導体メーカーが主なお客様

なので、日本独自の取り組みを行なっています。 
・日本の売上は 40nm が多く、銅配線を使った製品が多く

出ています。 
・TSMC の全体の売上構成比(顧客種別は 85％がファブレ

スですが、国内では約 80％が半導体メーカーです。 
TSMC ジャパンの試作サービスプログラム 

(CAP：Cyber Shuttle Alliance Program) 
1、CAP 試作サービス 

パートナー企業と協力し、ファブレス、大学、研究機関等

を含む、量産を前提でなく、試作を希望されるお客に対して

広くサービスを提供し、微力ながら半導体産業の発展に貢

献したいと思っています。ベンチャー育成などの目的で、

日本の契約会社である凸版印刷様、大日本印刷様、シリ

コンソーシアム様、三社の合計で累計 887 件（2012 年 8
月現在）の試作サービスを提供してきました。 
2、CAP アカデミープログラム 

2005 年から大学、大学院の学生を対象に、早い段階か

ら実際に設計に関わる事で、将来日本の半導体産業に貢

献出来る人材を養成する一助とならんと、価格インセンティ

ブを持って日本の各大学に対して 3 社連携してサービスを

提供しています。結果として、2 年間で CAP を使用した案

件の 75%が大学からのもので、積極的に利用されている事

を喜んでおります。（33 校500 件試作サービスを提供2012
年 8 月現在 ）しかしながら、これまで日本市場ではファブレ

ス企業があまり育っていません。 
TSMC Outstanding Student Research Award 

TSMC 全社の取り組みとして、学生に対して論文の投稿

を希求し、TSMC 本社でコンペを行っています。優秀な技

術投稿論文には、奨学金を提供しています。日本の学生の

皆様には、是非積極的に参加をして頂きたいとお願いをし

ています。皆様にも、ご紹介を頂ければと思います。 
今年で第6 回目を迎えました。2011 年は日本から 2 校、

東工大と慶應大から応募があり、2012 年は東工大、奈良先

端大と東大から応募を頂きました。回路設計技術、電子デ

バイスおよびプロセスとパターニング技術、電子材料の物

理と化学の、研究分野に分けてコンペを行っています。世

界の頭脳と英語でコンペする経験を有することが将来の若

き科学者の成長に貢献するものであると期待しています。

2012 年は 11 ケ国 47 大学 160 の研究論文が届き、書類

選考、最終審査では訪台し一堂に会し、世界の頭脳が務め

る選考委員会の委員とプレゼンテーション、質疑応答を全

て英語で行います。2012 年は東工大の南亮さんが回路設

計技術部門で見事金賞を受賞しました。2011年は日本から

2 校の応募があり、慶應大学の斉藤美津子さんが銅賞を受

賞しています。日本の学生の勤勉さと優秀さを評価したいと

思います。 

2012 年 金賞 東工大 南さん 

201１年 銅賞 慶應大 斎藤さん 
 

まとめ ファンドリー市場のキーワード 
1、グローバリゼーション 協業と競合 世界を相手にしな

いといけない。 
2、集中と選択し最終製品を差別化して、新しいモデルを作

るか？ 
3、戦略的協業 win-win の関係で長期に継続可能な成長

出来る事が大切です。  
               以上  
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はじめに 

トランジスタが発明されて以来60余年、その先進性と革新性に

よって半導体は産業のコメと称され、今日の情報化社会の牽引役

を果たしてきた。しかしここに来て、次世代リソグラフィ技術開発の

高い障壁と MOS デバイスの物理的限界により、いよいよ微細化

が困難になってきた。しかし、情報機器や自動車にとどまらず、将

来大いに発展が期待されるエネルギー、環境、医療等の分野に

おける半導体の使用比率は今後ますます増大して、半導体産業

が新産業、新市場を支えていく構造はこれからも継続すると思わ

れる。ただし、その方向はこれまでのMoore’s Lawを牽引してき

た微細化と大口径化の路線と異なり、More than Mooreで表現さ

れる新しい方向である。新たなアプリケーションとそれを支える

デバイス、そのデバイスを実現する新たな製造システムのコンセ

プトが必要である。 

このような状況の中、独立行政法人 産業技術総合研究所（以下

産総研）の原 史朗氏からハーフインチサイズウェハを用いた半

導体生産システム“ミニマルファブ構想”[1][2]が提唱された。この

構想は、これまで提案されたミニファブに関する構想とは異なり、

逆転の発想といってもよい、極めてユニークで独創性の高いコン

セプトである。当初はこれまでの半導体生産システムの発展トレ

ンドから見て、全く異質のシステムであるため、少なからず半導

体の専門家からは実現の可能性、実用性に疑問符が打たれてい

たが、原氏はじめ関係者の献身的な努力によって、具体的な開発

が進むと共に多くの共感が得られ、平成24年5月には国家プロ

ジェクトである「ミニマルファブ技術研究組合」がスタートした。本

稿では、ミニマルファブ構想とその開発状況について述べる。 

 
ミニマルファブ構想 

現在の半導体生産システムでは、最先端デバイスで採算に合う

工場にするためには、1ライン当たり 5千億円規模の投資が必要

である。ところが、微細化と大口径化のために、先端商品になれ

ばなるほど、ごく一部のラインを除いて十分な稼働を確保すること

ができず、世界レベルで半導体工場の統廃合が行われているの

が現状である。微細化と大口径化による技術進展のスピードと半

導体マクロ市場の乖離が始まり、半導体産業が儲からなくなって

しまい、特に日本の半導体産業は壊滅状態となった。この状態を

なんとか打破して、将来の我が国半導体産業の復活を目指してい

るのがミニマルファブ構想である。 

図 1はチップの生産数とチップ価格の関係をデザインルール

毎に示したもので、ミニマルファブのコンセプトを説明する象徴

的なグラフである。グラフに示されるように、百万個以上ではチッ

プコストは一定であるが、それ以下ではコストは生産個数に反比

例して上昇する。10 万個以下の生産量では、デザインルールが

１桁高精度になると、コストは 10倍になることがわかる。また縦軸

にはチップを使う家電商品価格も合わせて示しているが、家電商

品の主要チップの価格が1万円であれば、家電製品の価格は10

倍の 10万円程度になる。家電製品の上限価格はおよそ 10万円

程度であるため、1cm2当たり1万円以下のチップしかビジネスの

対象にならない。250nmでは1万個以上、40nmでは10万個以

上でないとビジネスとして成り立たないことがわかる。さらに微細

化が進むとこのカーブは右側にシフトしてゆき、時代と共にビジ

ネスとして成立する生産数量は増大し続けることになる。数万個

以下のチップは足切りとなって、少量であるが面白いデバイスを

作ろうという創造的チャレンジは挫折し、また数百台とか数千台し

か生産しない産業機械用 ASIC は生産できなくなってしまう。初

めから大量生産するとわかっているチップだけが試作・開発・生

産できる状態である。 

この少量生産でのコスト増大という本質的な問題を解決するた

めに、工場設備投資を 1/1000 にする半導体生産システムとして

提案されたのがミニマルファブ構想である。ミニマルファブの目

指すビジネス目標は図1に点線で示している。1万個以下の生産

量であっても、ビジネスとして成立させ、新しい半導体市場を開拓

することが目的である。 

次世代半導体生産システム「ミニマルファブ」 

井上 道弘  独立行政法人 産業技術総合研究所 
九州産学官連携ｾﾝﾀｰ  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
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ミニマルファブは、現行の 300mm ウェハと比べておおよそ

1000 分の 1 の面積のハーフインチウェハ（正確には直径

12.5mm）を用いる。これによって装置サイズを幅 30cm、奥行き

45cmまでに縮小し、1ラインの設備投資額を5億円程度までに抑

える最小単位の半導体デバイス生産システムを実現する（図 2）。

ウェハがハーフインチでもほとんどの半導体デバイスを1チップ

以上作り込むことができる。1個乃至数個、数十個ずつ生産するこ

とにより、究極のユーザー対応を可能にする。ミニマルファブで

は、各製造装置のプロセス時間は 1 分を標準としている。稼働率

は90％を仮定できるので、月産生産ウェハ数は約4万枚である。

1ラインで年間約50万個～数百万個の ICチップを生産すること

ができる。 

ミニマルファブの特徴は、タイム・ツゥー・マーケットがものす

ごく短いことである。ミニマルファブはそれぞれ1分のプロセス時

間を持つ製造装置をフローショップ方式にすることを基本にする

ので、搬送時間はほほゼロであり、数百工程のデバイスでも数時

間で完成させることができる。もう一つの大きな特徴は、研究開発

用の装置がそのまま生産装置となるため、これまでメ

ガファブでの大きな課題であった研究開発フェーズ

から量産化に移行する際の新たな開発を必要とせず、

所謂「死の谷」が存在しないことである。これは、産業

の効率化という点から画期的な生産システムであると

言える。 

ミニマルファブを構築するにあたって、コア技術と

なるのは搬送系である。産総研では微粒子とガス分子

を外界から遮断する PLAD システム（Particle-Lock 

Air-tight Docking system）と呼ぶ超小型の新しい搬

送システムを開発した。このシステムではミニマルシ

ャトルと呼ぶ密閉型枚葉搬送容器を用いてウェハ搬送

を行う。これにより、各プロセス装置内の清浄度を現状

よりも数桁上げ、クリーンルームを不要にしている。図

3にミニマルシャトルとPLADシステムを内蔵したミニ

マルファブ装置を示す。 

これらの優れた特徴を持つミニマルファブの実現を目指す

ために、2010年1月に産総研コンソーシアムとしてのファブシス

テム研究会が設立され、26企業と4大学、1公設研の参加で具体

的な装置の開発がスタートした。その後、多くの企業や大学の研

究者が参加し、現在では約80の機関（内企業70社、7大学）が参

加して、前工程のプロセス装置だけではなく、実装装置、EDA設

計ツール、流量コントローラやバルブ等の共通部品に至るまで、

ほとんどの分野をカバーしている。また、2012年5月には国家プ

ロジェクトとして「ミニマルファブ技術研究組合」がスタートし、開発

の加速が図られた[3]。「ミニマルファブ技術研究組合」には現在

21企業と産総研が参加し、図4に示す体制で開発を進めている。

図5に開発ロードマップを示す。 

具体的な装置開発が進展すると共に、2012年9月には産総研

内にモデルルームを構築し、各組合サイトで開発した装置の搬入

を開始した。これまでに洗浄、レジスト塗布、マスクアライナー、

マスクレス露光、現像、レーザ加熱、集光型加熱、CMP、プラズ

マエッチャー、プラズマスパッタ等の各装置が開発され、評価を
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行っている。また、イオン注入、CVD等も順調に開発が進められ

ている。  

 
ミニマル3DIC構想 

次に、ミニマルファブの展開として我々 が重要視しているのは、

三次元集積回路（以下 3DIC）への適用である[4]。半導体の新ア

プリケーション分野としては、将来の産業として大きな成長が予想

される医療、環境、食糧、エネルギー関連分野などがあり、これら

の業界においては、これまでにない極めて多様な半導体デバイ

スが求められることになる。多種多様なセンサーやMEMSなど

であり、かつこれらを制御するロジック IC との一体化が要求され

る。そのためにはヘテロジーニアス・インテグレーションと呼ば

れる異種デバイスの集積化技術とシリコン貫通電極TSVを使った

3DICの技術が重要となる。 

3DIC は微細化に代わるこれからの半導体の主要技術として、

国内外の多くの主要研究機関が取り組んでおり、技術レベルはこ

こ数年でかなり完成度の高いものとなり、メモリやイメージセンサ

の分野では一部商品化が開始されている。しかしながら、本格的

な実用化に向けてはまだまだ多くの技術的課題を解決しなけれ

ばならないのが現状である。 

2我々 は、これまでのMoore’s Lawを牽引してきた“微細化”と

“大口径化”の路線に代わる新たな半導体のパラダイムとしての“ミ

ニマルファブ”と“3DIC”の組み合わせ構想を提唱し、産総研九州

センターをハブとしたオープンイノベーション体制として「ミニマ

ル 3DICファブ開発研究会」を立ち上げた。ミニマル 3DIC構想

は大口径ウェハにおける3DICの開発課題を克服すると共にミニ

マルファブ構想のメリ

ットを最大限に生かす

半導体生産システム

の実現を目指している

（図 6）。つくばに拠点

を置く「ファブシステム

研究会」と「ミニマルフ

ァブ技術研究組合」で

基本的なコンセプトを

立案してICおよび 

MEMSの前工程を開

発し、九州において三

次元化を含めた実装

工程部分の開発を推

進していく体制である。

現在「ミニマル 3DIC

ファブ開発研究会」で

は、九州地区を中心と

して、産総研の他、24

企業、5大学、1財団の合計 30機関が参加して開発を進めてい

る。 

多品種少量生産に最適なミニマルファブの思想を、これまでは

実装の領域とされていた 3D 積層まで展開することによって、前

工程から後工程（実装）まで PLAD システムで統一した同じ思想

の装置群で半導体生産システムを構築する。これによって、これ

まで前工程ラインと後工程ラインとに分かれていた半導体生産工

場が一つの工場になる。これは半導体の生産方式にとって画期

的なことであり、その結果、多くの潜在ニーズに対応できる半導体

生産が可能となり、将来、品種数が劇的に増加し極めて多種多様

な製品が求められる 3DIC の分野で新デバイス、新市場の創出

に大きな貢献をすると期待できる。 

図 7 は本構想で開発を行う三次元積層のプロセス・フローと主
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要な要素技術を示している。ミニマル 3DICファブ装置群はハー

フインチサイズのウェハを使用するウェハプロセスからの一貫ラ

インとして構成される場合と、従来の大口径ウェハプロセスで製作

されたウェハからハーフインチ以下のサイズにカットされたチッ

プも処理できるようにしている。 

なお、これらの要素技術・装置開発の中で、中小企業庁の「戦

略的基盤技術高度化支援事業」のサポートにより、既にウェハ多

層接合、デバイス検査、角型ウェハレジスト塗布などの装置開発

を行っている。また、深堀エッチャー、CuメッキなどのTSV形成

用装置群やパッケージング装置の開発も計画・準備中である。 

 
ミニマルファブで日本を元気に 

微細化の技術開発を推進し、ウェハの大口径化を行い、メガフ

ァブを建設して、大量生産を行うことによって投資を回収し、さら

なる微細化と大口径化を行うというこれまでのビジネスサイクルが

一部のトップランナーを除いて成り立たなくなった。日本の半導

体業界はその状況に最も早く陥ったと言える。しかし、そうであれ

ばこそ、この状況をチャンスに変えることができる。 

2008年3月に石垣島で開催された電子情報通信学会のワーク

ショップでの議論・提言をまとめた論文が日経マイクロデバイス特

別編集版に掲載された[5]。この論文の中で、「環境、医療、食糧な

どの分野が半導体の新興市場となり、半導体の品種数は劇的に増

え、超多品種の半導体を市場に供給する手段が求められ、これ

は従来の大規模なファブによる集中生産では対応しきれない。そ

の一つの解としては、中小企業が投資できる額で、先端プロセス

を使える製造設備が開発され、多くの中小企業がそれを導入する

ようになれば、大企業数社と同規模の半導体の製造能力が地球上

にもたらされ、世界全体として超多品種の半導体製造インフラが

実現できる。」と述べられている。筆者も全く同感で、これこそミニ

マルファブ構想の考え方と合致する。 

少しでも多くの我が国の半導体関係者にこのコンセプトを良く

理解してもらい、世界に先駆けて開発を行うことができれば、日本

の半導体産業を再び活性化することは可能である。また、ミニマ

ルファブは半導体産業界だけでなく、半導体を使用する多くの産

業界においても大きなメリットと変革をもたらす可能性を秘めてい

る。従来はカスタム IC（ASIC）を半導体デバイスメーカーに製造

依頼していた自動車や機器メーカーが内製することも可能になる。

また、生産量が極めて少ないため、カスタムIC化を放棄していた

半導体ユーザーが高性能なASICを手に入れることにより、競争

力の高い製品を世に送り出すことができ、半導体をベースとする

日本の産業の活性化を図ることができる。 

 
むすび 

ファブシステム研究会は、2012 年 12 月のセミコンジャパン

2012に、3DIC用の接合装置を含む10数台のミニマル装置を展

示した（写真１）。今年はプロセス装置の種類、完成度共に昨年を

大きく上回る展示を行い、前年に続いての微細パターンのレジス

ト塗布、露光、現像工程の実演だけでなく、プラズマエッチャーで

のプラズマ発生や銅のスパッタの実演も行うことができ、大きな反

響を得た。ミニマルファブは、これまで半導体の専門家、とりわけ

メガファブ信奉者からは、疑問視されていたが、開発が進むに従

って多くの共感・賛同を得てグループの環は拡大し続けている。

今後さらに、できるだけ多くの半導体関連企業と連携を強化して、

一刻も早い実現を目指したい。 
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１． はじめに                    

筆者は1969年に国立高専卒業後、日立製作所で半

導体事業中核の武蔵工場に配属になり MOS デバイス

の製造技術業務を担当させて頂いた。 

この度、半導体産業人協会から半導体デバイスのウ

ェーハダイシング工程の品質改善として時代をリードし

た「静電気障害対策」をテーマに、投稿するように要望

があり、その概要について記述する。 

 
２． 緒言 

MOSLSI は、機能増大、素子性能向上の市場要求

が年々強くなり、これに対応するために半導体プロセス

も、より微細加工およびプロセスのクリーン度の向上が

年々進んで来た。この様な状況下に於いて従来は問題

とならなかった工程で、種々の不具合いが発生し、この

中の一つとして、ウェ－ハダイシング工程に於ける静電

気障害があった。この代表例として、昭和 57 年 6 月の

チップ出荷品（顧客にてチップを基盤実装）デジタル腕

時計用 ICの顧客不良、同年 8月の SRAM顧客不良、

また昭和56年後半より顕著となってきた4bitマイコンの

間欠的な選別歩留の低下が挙げられる。これらのトラブ

ルの解析結果、静電気による素子破壊および電気的特

性の劣化であることが判明した。また、静電気発生工程

の調査結果、超純水を使用しているウォ－タ－ジェット

洗浄工程に於いて、最も大きな静電気が発生しており、

ここで素子不良が発生していることが明確となった。当

工程での静電気障害が発生した要因として、下記 2 点

が考えられる。 

① ダイシングおよびその後のウェ－ハ洗浄工程に使

用している純水の純度向上によりその比抵抗が 17 

～18MΩcm と高くなり静電気発生ポテンシャルが大 

② ウェーハプロセスの微細化が進み、また、デバイス

への新設計手法の取り込み等により、素子そのもの

の静電気に対するマージン小 

後者の要因に対しては一部品種の設計変更で対処し

たが、所詮は、源流を清め、今後更に進歩するであろう

微細加工プロセスに対応するために前者の問題を解決

する必要がある。静電気発生そのものの原理は、異種

の絶縁物同志の摩擦により電荷が誘発され帯電する事

である。今回の例では、半導体ウェ－ハ表面と純水の摩

擦により発生するものであるが、ウェ－ハ表面そのもの

は良好な絶縁物であり、また本来の目的そのものである。

従って、純水に着眼し、実験および対策を進めた。純水

の比抵抗、水圧と静電気発生量、素子不良率との関係

をモデル実験により確認し、静電気発生量は、純水比

抵抗を 1MΩcm以下とする事により皆無となる結論を得

た。また、この具体的方法として CO2 ガス添加により純

水の比抵抗を下げたが、適用後の製品品質は非常に

良好であった。以下これらの経過および成果について

報告する。 

 
３． 製品事故例および不良発生工程調査 

緒言にて述べたように種々の静電気障害による製品

事故が発生したが、ここではその例を説明する。 

3‐1．デジタル腕時計用 IC不良発生状況、解析結果 

デジタル腕時計用 IC チップ出荷品の顧客不良が昭

和 57 年 6 月に発生、不良率は 4%であり、不良モード

は、機能停止不良および電源切換回路の誤動作による

消費電流大不良であった。前者については図 1 に

ROM 部トランジスタの Gate 部ポリ Si に破壊跡が見ら

れた。これは、外部より静電気が印加されて起る所謂

Gate酸化膜破壊の痕跡である。 

 
  図 1．ROM部破壊跡（SEMx1460） 

ウェーハダイシング工程に於ける静電気 

障害対策(CO2バブラー) 

元ルネサス那珂セミコンダクタ取締役 岡元 正芳 
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後者については、図 2に示す電源切換回路に使用し

ている高抵抗（ノンドープ）ポリ Siの抵抗値が低下し、切

換機能が不可となったため、ロジック内部への電源供給

が、1.5（V）となるべきところが、3.0（V）となり、消費電流

大となったものである。本不良は、チップ表面をイオンブ

ローにより除電しても回復しないが、紫外線照射（照度

1000μW/cm、時間 20 分）により良品レベルに回復す

る。 

 

図 2．デジタル腕時計用 IC電源切換回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3．高抵抗ポリ Si抵抗値低下モデル 

 
この事より不良モデルとしては、図 3 に示すように

PSG 膜中に正の電荷がトラップされており、このためノ

ンドープポリ Si表面に負の電荷が誘起され N型のチャ

ンネルが形成される。この結果、抵抗値が低下したもの

と推定される。PSG 膜中に、正電荷がトラップされる原

因は、次節で詳細述べるが、チップ表面が静電気により

帯電するためである。今回の不良は何れも静電気起因

と考えられるので以下、静電気に注目して工程調査を

行った。 

3-2． 不良発生工程調査 

デジタル腕時計用 IC はチップ出荷品種であり、プロ

ーブ検査から出荷検査までの工程に限定出来る。不良

発生工程追跡調査のフローおよび結果を図 4に示す。 

ダイシング後のウォータージェット洗浄工程で不良が

発生しており、静電気発生量も当工程が最も大きく、約

1000（V）発生している。図 5 にウェ－ハ内の不良発生

分布を示すが、不良はウェ－ハ中心部に集中している。

この事について説明すると、先ず、洗浄機の構造と作業

シーケンスを図 6に示す。 

作業フロー 不良率 

（％） 

作業中静

電気（V） 

作業終了直後

静電気（V） 

プローブ検査 0 ――― ――― 

ダイシング 0 200～300 0 

ウォータジェ

ット洗浄 

10～40 800 

～1000 

－500 

～－800 

ブレーキング ――― ――― ――― 

出荷検査 0 ――― ――― 

図 4．不良発生工程追跡調査フローおよび結果 

 

 
図 5．ウォ－タ－ジェット洗浄後ウェ－ハ内不良分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6．ウェ－ハ洗浄機の洗浄部構造とシーケンス 

 
ウェーハは高速回転しており、ウォ－タ－ジェットノズ

ルは、ウェ－ハ中心部をよぎる半円弧往復している。こ

のため、ノズルから出てくる純水とウェ－ハ表面との接触

すなわち、摩擦頻度は、ウェ－ハ中心部が最も高い。つ

まり、静電気発生量が最も大きいために、この部分に不

良が集中するものと考えられる。 

また、当不良の内訳は、消費電流大不良 8 割、機能

停止不良 2 割である。前者については紫外線照射によ

り全て良品に回復する。(但し、イオンブロアーによる除

電では回復しない。) 後者については、3‐1 で述べた

ものと同モードであり、ROM部の不良である。 

以上により、ウォ－タ－ジェット洗浄工程にて静電気

起因不良が発生する事が実証出来た。なお、今回の調

査では、不慮発生無かったがダイシング中にも静電気

の発生があり、マージンの無い製品については不良発

生のポテンシャルがある。 

高抵抗ポリ Si 

 －3.0 V 

-1.5 V 

高抵抗ポリ Si（ノンドープ） 

不良発生チップ 

SUB 

SiO２ 

PSG 

Al 

FPSG 

N＋ 

○＋ ○＋ ○＋ ○＋ ○＋ ○＋  

○－ ○－ ○－ ○－ ○－ ○－  

トラップされたキャリア 

N+ 

ステージ 
ウェーハ 

ドライエア リンス 

ウォータ－ジェット（半円弧運動） 

スタート 

リンス①
ステージ 2krpm10sec 

ウォータジェット 
4.7krpm40sec水圧 23psi 

2krpm1.5sec 

ドライエアスピン乾燥 

5krpm10sec

エンド 

リンス② 

-3.0 V 

Q：φ= Hで A 

  φ= Lで B 

ロジック内部

へ電源供給 

φ2 φ1 
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４． 静電気発生量低減方法 

前章で、ダイシング後のウォ－タ－ジェット洗浄工程

に於いて、静電気発生量が最も大きい事が判明したが、

本工程を用いて、純水の比抵抗、ウォ－タ－ジェットの

水圧と静電気発生量および特性変動量の関係を以下

述べる。なお、純水の比抵抗の制御は CO2 ガスを用い

て、純水への混合量を調整する事により行った。 

4－1． 純水比抵抗と静電気発生量 

ウォータ－ジェット洗浄中に発生する静電気の純水

比抵抗依存性を図 7 に示す。これより判るように、純水

比抵抗が大きくなると静電気発生量も大きくなる。また、

ウォ－タ－ジェットの水圧も大きくなると静電気発生量が

大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8 に洗浄直後のウェ－ハ上静電気の純水比抵抗

依存性を示す。この場合、ウェ－ハ上の静電気は時間

と共に減少するので精度そのものは良くない。しかしな

がら傾向的には、洗浄中に発生する静電気と同じように、

比抵抗、ウォ－タ－ジェット水圧が大きくなると静電気量

も大きくなる。以上の結果より純水比抵抗を 1MΩcm 以

下にすれば水圧に関係なく静電気の発生量を皆無に

出来る事が判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4－2． 純水比抵抗と高抵抗ポリＳｉ抵抗値変動 

ウォータ－ジェット洗浄での静電気により高抵抗ポリ

Siの抵抗値が変動する事は第 3章で述べたが、この変

動量の純水比抵抗依存性を図 9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ここでは、高抵抗の変動を電流の変化率で表現して

ある。これより、純水の比抵抗およびウォ－タ－ジェット

の水圧を大きくすれば高抵抗の変化率も大きくなること

が判る。従来の作業条件である純水比抵抗 17～

18MΩcm、ウォ－タ－ジェット水圧 23psi に於いては、

約 2 桁も抵抗値が変動している。純水の比抵抗値を

1MΩcm 以下にすれば、高抵抗の変動量は数％以下

にすることが出来る。 

以上により、ウォ－タ－ジェット洗浄工程に於いて発

生する静電気、特性変動は、純水比抵抗を 1MΩcm以

下にすることにより対策可能である。 

 
５． CO2バブラー導入検討 

静電気障害対策として、純水の比抵抗を下げれば良

い事が判った。この具体的な手段として、純水にCO2ガ

スをバブリングし、比抵抗を制御する方法を検討した。こ

の概略図を図 10 に示す。CO2ガスは、0.2μm フィルタ

ーを通し純水中にバブリングし、更に 0.2μｍフィルター

を通し生産装置（ダイサー）へ供給する。比抵抗の制御

は、比抵抗計と CO2流量調整弁をフィードバックループ

とすることにより行う。なお、比抵抗の規格は、装置の精

度上 0.05～1MΩcm とした。 

図 7．洗浄中に発生する静電気の純水比抵抗依存性 

図 8．洗浄直後のウェ－ハ上静電気の純水比抵抗依存

図 9．洗浄後高抵抗変化率の純水比抵抗依存性 
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5－1． 水質検査     下記の通り規格満足し問題無し 

項目 規格 CO２バブラ Ref. 
0.2μm以上固形物 10ppm以下 0.21 0.02 

培養コロネル数 5個/mol以下 0.02 0.1 

塩素イオン濃度 0.1ppm以下 0.032 0.018

5－2． 耐湿性試験 下記の通り不良発生無く問題無し 

試験項目 24hr後 120hr後 1000hr後 

W/B後(○B) 0/210pad 0/210pad ― 

PMC後(B) 0/205pad 0/205pad ― 

65℃ 95％

放置＋OP 
 

 

 

 

0／97個 

注：上記分子は不良発生数 

   (○B)はデシケ－タ内放置 AL腐食加速試験 
5－3． 量産試作品の後工程歩留 

①ダイシング後チップ外観検査歩留 

CO２適用品：98.9％  従来品：98.5％で問題無し 

②組立（W/B～パッケージング）歩留 

CO２適用品：98.8％  従来品：98.5％で問題無し 

③ 選別（ファイナルテスト）歩留 

4bitマイコン CO2適用品：97.4％  従来品：95.0％ 

ゲートアレーCO2適用品：85.2％  従来品：77.4％ 

で歩留改善が見られた。 

以上の検討結果より、純水比抵抗を下げるための手

段としての CO2 バブラー導入は問題なく、当工程での

静電気障害対策として有効であることが確認出来た。 

 
６． 量産適用結果 

CO2バブラーを量産適用した結果の代表例を述べる。 

6－1．デジタル腕時計用 IC出荷検査 

図11に出荷検査のロットアウト率(LR)、不良率(P
－

)を示

す。CO2バブラー導入後は不良無く良好であった。 

6－2． 4bitマイコン選別（ファイナルテスト）歩留 

4bit マイコンの選別歩留は、機能なし不良で金属顕微

鏡観察では不明の不良が間欠的に発生し、このために

不安定であった。その後の調査で、ダイシング工程の装

置により差があり、全自動ダイサーの方が半自動ダイサ

ーより高い事が判明した。全自動ダイサーはウェ－ハ洗

浄にジェット方式を用いており、半自動ダイサーは超音

波または流水洗浄方式を採用している事から、前者の

方が静電気発生量が大きい事に起因している。従って、

ダイシング工程での静電気障害により選別歩留が不安

定となっていた。このような状況下、ダイシング工程に

CO２バブラー導入を行ったが図 12 に示すように、本不

良を 0％近くまで低減出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７． 結論 

本仕様は日立半導体グループの標準仕様として社

内及び国内外関連会社に展開し、静電気障害を対策し

顧客不良、後工程歩留の改善、安定化に貢献出来た。 

 
８． おわりに 

特許出願に関しては諸般の事情により社内で止まっ

たが、プラントメーカ経由と推定されるが、結果として国

内、海外の同業他社に『CO2 バブラー』の名称で広く導

入され、現在では必要不可欠の標準技術となっており、

OB として半導体技術の進展に貢献出来た事は幸甚で

した。また、今回の寄稿の機会を与えて頂いた半導体

産業人協会関係者各位に感謝致します。

図 11．デジタル腕時計用 IC出荷検査 LR、P
ー
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図 12．CO2バブラー適用品の機能不良率 

生産月 

１０ 

図 10．CO2バブラー装置概略図 
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日   時：平成 24年 11月 2日（金）14:30～19:00 
会   場：椿山荘 オリオン 1（東京都文京区） 
主   催：セミコン熊本県、熊本企業誘致連絡協議会、

フォレスト推進会議 
後   援：一般社団法人電子情報技術産業協会、 

SEMI ジャパン、一般社団法人日本半導体
製造装置協会、日本真空工業会、 
一般社団法人半導体産業人協会、 
社団法人日本半導体ベンチャー協会、 
財団法人九州経済調査協会 

企画運営：株式会社帝国データバンク 
協   力：株式会社日刊工業新聞社 
同時開催：熊本県内企業の製品展示会、 

大学・高専等研究成果展示 
 
昨今の日本のものづくりを取り巻く環境は、東日本大

震災、欧州債務危機、長期化する超円高、電力の供給

不足、電気料金の値上げ、そして貿易自由化政策の停

滞など、大変厳しい状況が続いており、企業の開発・生

産拠点の海外移転が加速され、国内産業の空洞化へ

の対応が喫緊の課題となっています。 
熊本県では、こうした厳しい状況下ですが、世界をリ

ードすべく、これまで集積が進んだ半導体産業基盤を

基に産学行政が連携して有機エレクトロニクス産業育

成へと力を注いでおり、また、近年では、企業の生産部

門と研究開発部門が一体化したマザー工場の拠点とし

て、本県が選ばれています。 
今回のセミナーでは、次世代産業として期待される

有機エレクトロニクス分野、そして研究開発拠点におけ

る現状について、各分野のキーパーソンをお迎えして

ご講演いただき、盛況のうちにセミナーを終えることが

できました。セミナーには、200 名を超える参加者をお
迎えし、SSIS 会員の皆様からも多数ご参加いただきま
した。どうぞ今後とも本県にご関心を持っていただくとと

もに、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 
 
〈セミナー内容〉 
当日のプログラムは、前半は各分野のキーパーソン

による講演会、後半は講師を囲んだ懇親会と、二部構 

 

成にて開催しました。 
第一部の講演会は、最初に株式会社イー・エル・テク

ノ代表取締役社長の豆野和延様にご講演いただき、続

いて、九州大学大学院工学府応用化学部門教授、最

先端有機光エレクトロニクス研究センター（OPERA）セ
ンター長の安達千波矢先生に、次に、ソニーセミコンダ

クタ株式会社熊本テクノロジーセンターIS 開発部門長
の門村新吾様にご講演いただき、有機エレクトロニクス

分野の現状や課題、また、量産事業所での商品開発の

成功例をお話しいただきました。 
最後に、本県知事の蒲島郁夫から、「選ばれる熊本」

と題し、産学行政が連携した研究開発体制等、創造的

企業誘致の取り組みと熊本の立地環境等の PR を行い、
第一部を終了しました。 

第二部では、特色ある熊本の新鮮食材を使用した郷

土料理と豊かな水と良質なお米で作り上げられた熊本

の焼酎や日本酒を味わっていただきながら、講師を囲

み活発な意見交換が行われました。 

頭脳立地くまもと ～熊本の研究開発最前線～ 

『熊本県主催セミナー実施報告』 

熊本県東京事務所 くまもとビジネス推進課 上田平
か み た び ら

 茂人
し げ と

 



半導体産業人協会 会報 No.78(‘13 年 1 月) 17

〈講演内容〉 
講演 1 産学行政連携から量産工場の 

立ち上げに成功！ 
演題：「有機 EL照明による快適空間の創造」 
講師：(株)イー・エル・テクノ 代表取締役社長 

 豆野 和延 氏 

 
我々は、有機 EL 照明のパネルを製造するベンチャ
ー企業として熊本県で工場を立ち上げている。今日は

現状と今後の事業の方向性について話したい。2010
年、2 年半前に会社を設立した。私も含め在籍している
メンバーは、有機 EL ディスプレイの事業化をそれぞれ
大手企業で目指してきたが、昨今の経済状況、会社の

経営状況から、撤退を余儀なくされた。 
ただ、我々は、有機 EL は今後有望な技術であると
考え、何とか照明分野に結び付けることができないかと

起業した。その後 1年半をかけて資金調達し、2012年
3 月から工場を稼働させた。立地のきっかけは、熊本県
産業技術センターとの共同研究、熊本県企業立地課か

らの紹介であった。工場のある合志市、熊本県、経済産

業省からの支援があった。本社は福岡県、工場は熊本

県合志市という環境なので、九州大学の安達先生にも

指導をもらいながら技術面の開発を進め、熊本でパネ

ルの製造に取り組んでいる。経済産業省から低炭素の

補助金を受け、事業を進めている。「低炭素社会」は近

年のキーワードとなっており、省エネや LED 照明につ
いては関心が高まっている。地球の中で照明に使われ

ているエネルギーが占める割合は大きく、この照明にか

ける電力を抑えていく必要がある。LED 照明は、低消
費電力ということで注目されているが、LEDの青色の光
が人間の目に与える影響について議論されるようになり、

我々がこれから次世代照明を開発していくにあたって

は、地球環境に加え、人にもやさしいということが求めら

れると考えている。有機EL照明の特徴は、太陽光に近
いやさしい光、自然な色彩、ガラス・フィルム素材を使用

できるため応用範囲が広い、という点がある。有機 EL
の現状の性能面の課題として、LED や蛍光灯と比べ、
発光効率が悪い、耐久時間が短いということが挙げられ、

有機ELを広く活用してもらうために、性能面でLEDに
近づけていくことを目指している。目標としては、2015
年には LED を超える性能を持つ有機 EL照明を開発
したい。また、低コスト化を実現する必要があり、今回熊

本に生産ラインを設置するにあたっては、低コストで製

造できることを第一に考えた。有機EL照明の市場動向
としては、2012 年が始まりの年と言われながらも低調で
あるが、2020年には1,000億円を超えるという見通しが
ある。有機EL照明は、性能面では現状LEDに劣って
いる部分もあるが、やさしい光、という光の品質は高い。

有機 EL 照明による快適空間の創造を目指して、今後
も技術・性能向上に取り組んでいきたい。 
 
 
講演 2 九州で切り拓く“夢のデバイス”＝ 

“次世代有機 EL” 
演題：「技術革新が拓く次世代有機 EL 
 ～九州における新たな産業集積をめざして～」 

講師：九州大学大学院工学府応用化学部門教授 
最先端有機光エレクトロニクス研究センター

(OPERA)センター長  安達 千波矢 氏 

 
本日は、有機 EL の新しい材料の話をしたい。九州
大学では現在、有機半導体の研究に注力しており、特

に有機ELについては国からも支援をもらいながら大規
模に進めている。最近の成果として、新しい発光原理に

基づく有機 EL 組織の開発に成功した。有機 EL は
1953 年にフランスの研究者が初めて開発したと言われ
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ており、1960年代には現在の有機ELの原形ができた。
この 1960 年代というのは、液晶の研究が始まった時期
でもあり、どちらの研究も進めていた研究者たちの多く

は、液晶の方が実用化に近いと考え、液晶の研究を選

んだ。1990 年代から急速に世界的に研究が進んだが、
当時は 2、3 分しか光がもたず、誰も実用化できるとは
思っていなかった。いまや有機 EL は流した電流が全
て光に変わるというこれまでにない夢のようなデバイスと

言える。現在、「内閣府最先端研究開発プロジェクト」で

の基礎研究、九州大学横に開設された「有機光エレクト

ロニクス実用化開発センター」、教育分野では「リーディ

ング大学院」に取り組んでおり、熊本県とも連携して進

めていきたいと考えている。また、最先端有機光エレクト

ロニクス研究センターを立ち上げ、「次世代の有機 EL
を切りひらく」ということをテーマに産学連携のプロジェ

クトとして進めている。九州大学と民間企業 11 社に参
加してもらい、形だけの産学連携にはしたくなかったの

で、各企業から少なくとも 1 名は、九州大学に出向して
もらった。九州大学以外にも有機 EL を研究する 10大
学から参加があった。現在、計 230 名の研究者が集ま
っている。プロジェクトは 4 年間だけなので、産業化実
現可能なテーマを選ぶ必要があったが、新しい発光材

料に関して突き抜けた研究をすることができた。実用化

が見えてきたことで、今後は、クローズドな研究に切り替

える。今後もイー・エル・テクノさんはじめ企業と連携し

ながら実用化を進めていきたい。九州では、これまで半

導体産業に力を入れてきたが、これからは有機エレクト

ロニクスを次の柱として育てていきたいというところがあ

り、熊本とも連携を組んでやっていこうとしている。福岡

と熊本は新幹線で 33 分という近さになり、良い環境で
共同研究ができている。これから、福岡、熊本、そして

沖縄も一体となって有機半導体の研究体制を産学でつ

くっていきたい。 
 
 
講演 3 勝ち組企業の必須条件!? 

“量産工場＋開発部隊” 
演題：「量産事業所における商品化開発」 
講師：ソニーセミコンダクタ株式会社 熊本テクノロジー

センター IS開発部門長  門村 新吾 氏 
 
本日は、量産事業所における商品化開発と題し、イメ

ージセンサーに関する開発の話をする。ソニーにおけ

るデバイス開発のミッションは、ソニーらしい製品、サー

ビス創出の原動力となることであり、デバイスの力でソニ

ーを復活させたいと考えている。イメージセンサーは

「電子の目」と言われており、ソニーの様々な商品に活

かされる技術である。最終プロダクトをつくる「セット」部

門と我々「デバイス」部門が強固に連携することで、商

品力を強化していく。イメージセンサーの出荷数量はス

マートフォン需要もあり伸びており、当社では新たな

CMOS イメージセンサーを熊本で開発し、量産に成功
した。もともとソニーの半導体に関する事業所は九州に

4 工場あり、それぞれ独立していたものを 2001 年に統
合した。熊本テクノロジーセンターは、CMOS イメージ
センサー、CCD イメージセンサーのどちらの製造も手
がけるマザーパークという位置づけである。熊本県菊陽

町のセミコンテクノパークの中にあり、設計開発から製

造まで行っている。隣には東京エレクトロン、近くにホン

ダ、三菱電機、ルネサスも立地している。直近で需要が

伸びている CMOS イメージセンサーのビジネスにおい
て、大きな成功をおさめることができたが、その大きな要

因として、2009 年に厚木テクノロジーセンターの半導
体開発部門から商品化開発を担う約 150名が異動して
きたことが挙げられる。当事厚木で行っていたイメージ

センサーの開発から熊本で行うことで、量産する際の問

題点と解決策のフィードバックを早く行うことができ、開

発期間の大幅短縮に成功した。開発において、量産現

場との良好なコミュニケーションは重要であり、厚木から

電話で指示がくるのと、現場で一緒に汗をかきながらや

るのでは全く違うと感じた。また、イメージセンサーにつ

いて、ソニーは圧倒的な競争力を持っており、今後も投

資を続けていく重点分野である。熊本テクノロジーセン

ターの近くにある蛍の名所で、一眼レフ用に熊本で開

発したイメージセンサー搭載のカメラで撮影したが、全

く感動を伝えられる写真がとれず、まだまだ開発を進め

る必要性を痛感した。様々な限界を超え、人々に感動

を与えることのできるイメージセンサー開発を目指して

いきたい。 
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講演 4 熊本の 5つの切り札“立地環境” “人材”  
“住環境” “インフラ”“補助制度” 

演題：「選ばれる熊本」 
講師：熊本県知事  蒲島 郁夫 
 

熊本県は、1967年に三菱電機様が進出され、これを
皮切りに、九州日本電気様（現ルネサスセミコンダクタ

九州・山口）の進出などが続き、半導体の主要生産地と

しての地歩を固めてきた。昨年度からは「創造的企業誘

致」として、研究開発部門の積極的な誘致を行い、本県

への立地が企業の新たな経営戦略の創造や実現につ

ながるような提案をしていく取り組みを進めている。産学

行政連携の取り組みでは、「くまもと有機薄膜技術高度

化支援センター」の活用や「最先端有機光エレクトロニ

クス研究センター（OPERA）」とも連携を強化し、世界を
先導する一翼を担う地域として、有機エレクトロニクス産

業の創出を推進している。また、KUMADAI マグネシ
ウム合金については、「熊本大学先進マグネシウム国際

研究センター」を設置し、次世代の軽量構造材料として

大きな進展を期待している。 
本県にご立地いただいている企業の成長を支えてい

る要因の 5つの切り札をご紹介したい。1つ目は、本県
が持つ抜群の立地環境である。半導体の製造に不可

欠な良質な水が熊本には豊富にあり、熊本都市圏の約

100 万人が生活用水として地下水を利用し、世界一の
阿蘇のカルデラに降った雨の伏流水で、蛇口を捻れば

天然ミネラルウォーターが出てくる。2つ目は、県内の優
秀な人材である。県内には、理工系学部を備えた 3 つ
の大学、1つの短大、1つの高専があり、高校も含めると、
約 5,500 人が理工系出身者となり、立地いただいた企
業の人材確保の一助となっている。3つ目は、良好な住
環境である。豊かな自然環境や美味しい水・食べ物が

あり、立地いただいた企業からもご好評を得ている。4
つ目は、インフラ整備である。現在、「菊池テクノパーク」

の整備を進めている。熊本空港から 12kmの所にあり、
交通アクセスも良好で、周辺には半導体関連企業が多

く、最先端テクノロジー企業の工場用地に最適である。

また、熊本港に新たにガントリークレーンを整備し、港の

整備にも注力している。5つ目は、進出後の操業を様々
な形でバックアップする充実した優遇措置を準備してい

ることである。熊本県の企業立地補助金は、限度額が

最高 50 億円で九州各県の中で最高額を準備し、皆様
の進出をお待ちしている。また、新たに今年度から工業

用水への補助制度も新設し、皆様のニーズにお応えし

ている。 
最後に、先日、熊本市が今年 4月から政令指定都市
になった。新幹線の開業と政令指定都市への移行は、

熊本の発展にとって、100 年に 1 回のビッグチャンスと
捉えている。是非、企業の皆様の命運をかける新規投

資先に熊本を選んでいただき、熊本の地で、新たな企

業価値を創造していただきたい。熊本県は、「熊本を選

んで良かった」と思ってもらえるように、皆様の夢の実現

に向けて、誠心誠意、真心を込めて、全力でサポートさ

せていただく。
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内山雅博  崎谷文雄さん(ローツェ(株)社長) 

ハイフォン市計画投資局に於いて 湯元さん(前列右から三人目)と 

ローツェ ロボテック(株)本社前景 

ローツェの社標前で 

【なぜベトナムなの】 

 1 月の文化活動委員会で今年の秋の工場見学会の

計画を話し合った時、誰言うとなく「ベトナムは」と言う意

見が出て、それではと言う事でベトナムに進出しておら

れるローツェ（株）の崎谷社長にご意見を聞いてみようと

言う事になり、相談したところ、ご協力の快諾を頂き早速

現地子会社のローツェロボテック（株）の中村社長をご

紹介下さり当方の希望をお伝えしたところ、企業訪問見

学や観光まで含め詳細な計画をつくって頂き、実施す

る事となった。 

 ローツェさんと言う現地に窓口が出来心強くこちらの

計画を進めることが出来た。 

 今回の旅行は日本のツアー会社は使わず各自で往

復航空券を購入し 11月 11日午後「日航ホテルハノイ」

に集合し結団式を行った後ベトナム料理を食べ乍ら懇

親会を行った。（ちなみに今回の参加者は熊本県東京

事務所の内藤美恵さんを含め 13名） 

 以下に 12日から訪問した団体、企業を紹介します。 

 
【ハイフォン市計画投資局 ビジネス投資アドバイザー 

湯元 英一氏】 

 湯元さんは野村證券から JICAに出向し野村ハイフォ

ン工業団地の関係で現職にある。 

 

 
 ハイフォン市はハノイ市から東へ100kmに位置しハイ

フォン湾に良好な貿易港を有し、ハノイ市を含めハイフ

ォン港から約150kmの圏内に約70の工業団地が立地

している。ローツェさんが進出している野村ハイフォン工

業団地は 16km の位置である。ハイフォン市には野村

ハイフォン工業団地を含め、5 つの工業団地があり 87

社の日系企業が進出している。ちなみに他の外国企業

は 100社程度ある。 

 ベトナムは更なる工業化をめざしハイテク団地等の建

設計画を進めているが一方では、インフラの整備の遅

れ、裾野産業や技術者、技工の不足等の課題は多い。

しかし若年労働者が多いので海外企業からの技術導入

を進め技術者の育成に力を入れている。 

 
【ローツェロボテック（株）】 

 
 同社はローツェ（株）本社の 100％子会社として 1996

年に設立され、98 年からクリーンロボットの生産を開始、

ベトナム第 1号のハイテク企業の認定を受けた。以後コ

ントローラー、ドライバーと生産品を増やし、同年 6 月に

野村ハイフォン工業団地に 10,000m2 の土地を購入し

生産体制も整ってきた。 

 
 同社の製品は日本本社やその後設立された韓国、台

湾、米国の子会社に販売されている。 

 現在の用地も 30,000坪を有し、従業員 500人（日本

人社員は 3人のみ）で製造部門は多忙で 3交代を実施 

2012年秋季工場見学会報告 

ベトナム訪問 (2012.11.11-11.15) 

                   文化活動委員 内山 雅博 
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ローツェ ロボテック(株) 

中村 秀春 社長 

C.N.S  N.V.THO 取締役 

ヤザキ・ハイフォン ベトナム(株)玄関 

VIN BINGO(株)前景 

高速マシニングセンター群 

ヤザキ・ハイフォン ベトナム(株)玄関 

 
 
している。工場内は最新の高速マ

シニングセンター等が設置され、

若い人達の活気が感じられた。こ

れは中村社長が会社設立から 15

年、現地に溶け込んだご苦労の

賜であろう。また崎谷社長の未知

の国ベトナムへの投資を決断され

た先見に敬意を表したい。 

 

 
【SAIGON INDUSTRY CORP.(略称 C.N.S) 

との面談】 

 中村社長の紹介でローツェさん

の会議室で面談する。 

同社は 2006年にホーチミン市

が主導して設立されそして 2011

年にベトナム政府は国産化プロジ

ェクトの一つとして 2 億ドルを投じ

CNS が半導体の国産化に着手

する事を発表した。 

 ベトナムが半導体の国産化を急 

ぐのは年間約 20 億ドルに上る国内半導体需要の大半

を中国から輸入している状況を打破するため早急に海

外から半導体技術を導入し国産化を急ぎたいと言う事

情がある。 

 同プロジェクトではサイゴンハイテクパーク内に既に相

当規模の研究棟を建設している様子。同パークにはイ

ンテルが進出し、端末用チップの後工程工場を稼働、

今後も大規模な投資計画を有し、ベトナムプロジェクト

の狙い目になっているのでは。 

 SSIS も何らかの形でこのプロジェクトにお役に立てれ

ば良いですね。 

 

 

【ヤザキ・ハイフォン ベトナム(株) 山下 博史 工場長】 

 ヤザキはワイヤーハーネスの世界トップシェアの会社

であり、同社は 2001年に子会社として設立された。 

30,000m2の建屋で生産開始したが現在は 2倍の建屋

になっている。 

 

 
 生産現場は 9,000人の女性従業員が各部品ステーシ

ョンで三面の組み立て台に車種毎のユニットを組み立

てている。作業者はトヨタ生産方式の立作業である。 

 注目したのは別室で 5～60人の作業員が異なる作業

服で座って組み立てをしている。聞くと妊婦の人たちで、

壁には名前と妊婦月が記入された表があり 9 ヶ月に入

っている人もいた。人海戦術には驚いた。 

 
【VINA BINGO(株)】 

 社名の BINGO は広島県東部(ローツェさんの本社も

この辺りにある)の旧地名の備後からきている。 

 

 
 ローツェさんが中心になり備後地方の協力会社と共同

出資で10年前設立された。現在では10,000m2の土地

で 100人の従業員の体制で主としてローツェさんの製

品に使用する部品やユニットを製作している。金属加工、
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乗船した Vhaya 号 

ラブ アイランド 

早朝の大極拳 

昼食がおいしそう 

船上 3階屋上デッキで楽しそう！

絶景 

板金、溶接、塗装の機械設備も整っており他社の仕事

にも対応している。 

 この様な会社がベトナムの裾野をささえる分野に広が

ってゆくと良いですね。 

 
 以上企業訪問のスケジュールは全て予定通り完了し、

翌 11月 13日からハロン湾観光に出掛けた。 

 
【ハロン湾クルージング】 

  
 
中国の桂林と並び称される景勝地で世界遺産にも登

録されている。早速 VHAYA(バーヤ)号なる船に乗り込

んだ。船は 4,000t クラスで 1、2 階が客室で 24 のツイ

ンルームがあり、3階が食堂で、ここで 4回の食事をとっ

たがハロン湾で捕れる魚介類が中心のベトナム料理で

おいしかった。3 階には屋上デッキがあり、2 日共好天

に恵まれ、絶景・奇景を満喫した。 

 

 
 クルージング中もいろいろ企画があり、ベトナム風春巻

料理教室、大極拳教室、1993 年に発見された見事な

（山口県や沖縄にも比適する）鍾乳洞の散策、浮き舟の

上に造った家に住む水上生活者の村を訪ねた。小学

校もあり各所に点在している。 

景色も、食事、お酒も、乗組員のもてなしも全て満足

で楽しんだ。 

 
 

 
 

 

 

 

 
【旅ならではのハプニング】 

 野澤、高橋、島さんと私はホーチミン経由の便でハノ

イに入る事にした。往きの便で島さんの隣に座った婦人
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ホーチミン廟の前で 

女学生 2人と一緒 

(左から 高橋さん、野澤さん、島さん) 

 

 

 
と会話が進み、その方はホーチミンの大学の日本語教

室の教師をしていて「あなた方がホーチミンに滞在中に

是非私の生徒にホーチミンを案内させたい。生徒達の

日本語のまたとない経験になるのでお願いします。」と

の話しがあったとの事。フェミニストの島さん、断る訳もな

く我々のホテルで 11 日の午前会う事とした。・・・・以上

はホテルにチェックイン後に島さんから聞かされた経緯

である。当日ホテルで無事会うことが出来大学生のお嬢

さんと出発までのわずかな時間だったが旧市街を案内

してもらい楽しい時を過ごす事が出来た。少しは国際親

善の役に立ったかな。 

 
【未知の国】 

 フランス、アメリカの二大国の侵略、介入を長い年月を

かけ追いやった事は大した国民だと思う。しかしその背

後には冷戦時代のソ連の影が見えかくれし何となく不

気味な思いはぬぐいきれない。 

 しかし国民のささえとなったのはホーチミンの思想と行

動力で今でもバック・ホー（ホーおじさん）と呼ばれ敬愛

されている。ハノイ郊外には広大な敷地に立派なホー

チミン廟が建てられていて毎日多くの人が参拝してい

る。 

 近年は国際協力を積極的に受け入れ工業の近代化 

を進めているが、農地改革も実施し農民の礎となってい

る。昨年は米とコーヒーの輸出が世界一となっている。

コメは分かるがコーヒーは意外だ。インスタントコーヒー

や缶コーヒー等はほとんどベトナム産コーヒーとの事。

 
 

 
【旅行を振り返って】 

 計画した日程を無事に終える事ができたのはローツェ

さんの崎谷社長と現地会社の中村社長の大変なお気

使いの賜と改めてお礼申し上げます。崎谷社長はお忙

しい中を我々メンバーに同行下さり大変心強くお礼申し

上げます。現地会社の中村社長の準備されたスケジュ

ールは完璧なもので参加者全員が満足な旅をする事が

出来ました。重ねてお礼申し上げます。 

 
【後日談】 

 崎谷社長から「セミコンジャパン開催中の 12月 6日に

中村社長も帰国来場する。岡山の美酒も用意してある

のでローツェのブースに都合のつく方は来場ください」

とのお誘いがあり、有志7人が集まりローツェさんのブー

スを見学の後会場の近所の居酒屋でお世話になった

お礼と思い出を楽しく語り合った。 

 
【反省と次回】 

 今回の全てに対する反省を次回に生かしたいと思い

ます。次回 2013 年はウラジオストック（ロシア）は、との

一部の意見もあります。次回のご希望等も合わせて文

化活動委員会宛にお寄せ下さい。 

 
【参考資料、写真】 

 訪問した各社の配布資料及びプレゼンから引用、写

真は文化活動委員の野澤、高橋、島の各氏と小生のス

ナップ写真を使用。 
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沙羅双樹の花 

                    誇りと奢りの系譜 
                  
はじめに 

最近所蔵本の「断捨離」を妻から求められ、今まで使

用していた書斎を、隠居部屋に移動させ蔵書本を整理

した。過去 20 年以上にわたって購入した書籍が積もり

積もって、二千冊を超えていた。書斎の移動は、言わば

我が家の本丸の明け渡しである。君臨していた我が家

にも、次世代へ引き渡すときが近いと感じた。 

蔵書を移動・整理した折りに、2冊の半導体産業関連

の書籍が目にとまり、手にとり書棚前で立ち読みしてし

まった。 

一冊は、『日本の技術が危ない』・検証・ハイテク産業

の衰退であり、著者は米国人で、生駒俊明氏と栗原由

紀子氏が翻訳された本である。 

他の一冊は、『日本の半導体産業なぜ三つの逆転は

起こったか』・伊丹敬之氏著である。この2冊に目を通し

た後で、『ジャパン アズ No.1』が頭を過ぎった。すると

NHK の大河ドラマ・「平清盛」が放映されていた時であ

り、自然と【祇園精舎の鐘の声・・・】の文言が自然と脳

裏にひらめいた。悲しくなってきた。大学を出てから、半

導体業界に 50 年以上在籍させて頂き、業界の栄枯盛

衰を知る一人としての、偽らぬ感情である。業界のどこ

に問題があったのであろうか。お断りしておくが、拙文

はその検証の為の文章ではない。 

 
この世の花 

昭和 30年に 17歳の島倉千代子が歌いヒットした歌

である。作詞・西条八十のこの歌詞は、思うようにいかな

いのが人生であると詠われている。 

丁度私が大学受験勉強中であり、ラジオから流れるこの

歌は、私を妙な気分にさせた記憶がある。 

この世の中には、「美人(佳人)薄命」と云う言葉も存

在する。47 歳でこの世を去った『放浪記』の作家・林芙

美子は、生前好んで色紙などに「花の命は短くて、苦し

きことのみ多かりき」と書いたとされる。 

 

 
また花にも「月下美人」と呼ぶサボテン属の花がある。

この花は夜咲き始め、翌朝までの一晩で萎んでしまう、

誠に儚い命をもった花である。日本では 6－11 月に咲

き、体力が回復すると 2－3 ヵ月後にもう一度咲くことが

出来る花で、食用の「月下美人」もある。我が家にもこの

花があって、知人から食べられると教えられ、昨年酢で

和えて食べたことがある。しかし私は自分が男であるこ

とも忘れ、「美人薄命」の言葉が頭を過ぎり、書物で安

全性を確かめてから、恐る恐る食してみた。「美しいもの

には毒がある」の喩もある。名前から判断すると、美味し

そうであるが、けっして私の好みの味ではなかった。 

酢ダコの方が断然に美味しい。幸いにもその後、私の

体には別に何の異常も起きなかった。 

日本には「滅びの美学」という言葉がある。潔く散る桜

の花も、武士道になぞらえて、日本人好みの花でもある。

桜の木は木花開耶
このはなさくや

姫
ひめ

命
のみこと

の霊木とされている。この神

様は日本神話に登場する美人の神様で、天孫ニニギ

命と結婚して海幸彦・山幸彦を生んだが、身の潔白を

死で示した神様である。美とはかなさを象徴している神

であり、富士山の神霊であることでしられる。 

また花期が短命な花には、「沙羅
さ ら

双樹
そうじゅ

」がある。作者

未祥の鎌倉時代の軍記物に『平家物語』があり、その冒

頭部分に有名な一節がある。   

 
祇園精舎の鐘の声 

諸行無常の響あり 

沙羅双樹の花の色 

盛者必衰の 理
ことわり

をあらはす 

おごれる人も久しからず 

ただ春の夜の夢のごとし 

で始まる。 

「沙羅双樹」は、インド原産の常緑樹で、釈迦入滅時

の聖木であるが、日本の気候では育ちにくいので、日

本の寺院では、夏椿が植えられている。 

 

会員  

堀江 洋之 
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夏椿の花期は 6 月から 7

月初旬で、直径 5 センチ

程度の白い花弁に、黄色

の花糸をつけ朝に開花し、

夕方に落花する一日花で

ある。従って儚さの象徴で

ある。 

何故神様は、短命なこの  

様な花を創られたのであ

ろうか。そして何を人間に示唆しようとしたのであろう

か。 

 
大河ドラマ『平清盛』 

平成 24 年の NHK の大河ドラマは『平清盛』であっ

た。このドラマは、平家一門の栄枯盛衰物語である。平

清盛を主役にした大河ドラマは、40 年ぶりであるという。

大河ドラマの放映を開始して 10作目が、昭和 47年放

映の吉川英治作の『新・平家物語』である。平均視聴率

は高く 21.4％であったという。 

蛇足であるが、吉川英治の年譜を調べていて、彼の

生誕地が、横浜の丘の上にある「根岸競馬場」の辺りと

知り、磯子で生まれ育った浜っ子の私は、急に親しみを

覚えた。と云うのは、私の母校磯子小学校時代、戦後の

一時期に、この辺りが臨時の学区域になっていて、私

の同級生の家が 2～3 軒あったので、数回遊びに行っ

たことがある。 

当時まだ敗戦の傷跡があちこちに残っていた頃で、

丘の上は、日本人立ち入り禁止時代であった。そこは

駐留軍に接収され、米軍将校の住宅地であった。日本

人の住宅地とは違う、異国的風景がそこにあった。 

丘の周囲に張り巡らされた鉄条網をくぐると銃殺される、

と聞いていたが、子供であった為か、そのようなことは無

かった。リンカーンなどの高級車が、綺麗に舗装された

道を安全運転で走り、礼儀正しい紳士・淑女の住む町

であった。子供心にそう思った。恐らく米軍の占領政策

の方針であったのであろう。ここでは、占領軍の奢りは

全く感じられなかった。 

因みに、美空ひばりはこの丘の下の磯子区滝頭で生

まれ、成長している。文春文庫『美空ひばり』によると

「悲しき口笛」はこの滝頭が舞台であったという。偶然に

も「この世の花」と「悲しき口笛」の作曲家は同じ万城目

正である。前者は西条八十の作詞で後者の作詞家は

藤浦洸であるが、両方の歌詞に共通点がある。「散る」・

「悲しい」・「いじらしい」という言葉が出てくる。敗戦後の

占領された時代であり、この時代を反映する言葉なの

であろうか。奢りとか誇りとは、対極をなす言葉であろ

う。 

日本人が、誇りを失った時代でもあった。そんな人心

が荒廃した社会に、光明を与えてくれたその一人が、

天才歌手「美空ひばり」である。「右のポッケにゃ夢があ

る 左のポッケにゃ チューインガム」と歌い、近代様式

競馬の発祥地である根岸競馬場跡（現在「馬の博物

館」）周辺は、敗戦後そのような西洋文化と日本文化が

混在した場所であった。 

 
平清盛の義弟・平時忠 

久安 3年（1147年）、平清盛は後妻に平時子を迎え

た。中級貴族・平時信の娘である。その平時子の弟に

平時忠がいる。従って平清盛の義弟にあたる。 

平治の乱が終わり、清盛の発言力が高まった永暦元年

（1160年）4月、31歳の時忠は検非違使右衛門権佐に

抜擢されている。 

翌年正月には、清盛が検非違使別当に就任して、京

都の治安維持の責任者となり、時忠は清盛の下で現場

の指揮にあたっている。 

やがて清盛は内大臣となり、時忠も蔵人頭に補され

ていった。仁安 2年（1167 年）2月、位人臣を極め、清

盛は太政大臣に上りつめている。仁安 3年（1168年）2

月に憲仁親王が践祚
せんそ

（高倉天皇）となり、翌 3 月には時

忠の妹・滋子が皇太后となる。時忠は従三位に叙され

ている。政治は後白河が実権を握り、時忠は後白河の

側近として活動することになる。 

清盛の娘・徳子が高倉天皇に入内した。治承 2 年

（1178年）5月 24日、時忠は徳子の懐妊の可能性を高

倉天皇に奏上した。11 月 12 日徳子は皇子（言仁親王、

後の安徳天皇）を出産し、時忠の妻・領子が乳母となっ

た。清盛は、皇子を皇太子にすることを後白河法皇に

迫り、12 月に立太子の儀式を行っている。清盛はまた

関白藤原基房の妻も皇子・安徳の乳母にしている。 

治承 3年（1179年）正月 7日、時忠は正二位に叙され

ている。そして 19日は、史上初めて 3回目の検非違使

別当に補されている。 

そのことを、周りの公卿達は猛烈に非難した。その為、

清盛は反平氏の公卿や法皇の近臣を大量に解任して

いる。治承 3 年の政変である。関白に藤原基通の就任

を求めた。次いで、後白河の院政を停止し、鳥羽殿に

幽閉し高倉天皇が親政をとることになった。 

平家一門は隆盛を極め、全国に多くの荘園を保有し

ていたという。また、承安 3年（1173年）福原（現在の兵

沙羅双樹の花 
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庫県神戸市）に湊を築き（人工島・経ヶ島建設と大輪田

泊）、日本と宋との貿易によって、莫大な財を手にして

いる。 

 
平時忠の歴史に残る暴言 

人は、時として誇りと奢りを、はき違えることがある。現

代の政治家でも、時々上から目線で発言したり、失言し

て大臣の座を失うことがある。 

平時忠もその一人であったのであろう。平時忠が発言し

た言葉は【平氏にあらずんば人にあらず】である。 

但し彼の後ろ盾は、時の権力者で義兄・平清盛である。

直ぐに失脚にはなっていない。 

 
平家一門崩壊のプロローグ 

高倉上皇が譲位後、厳島神社に参詣した。このことが、

延暦寺・園城寺
おんじょうじ

・そして興福寺の伝統的既成寺院側の

危機感を刺激したのである。 

 
平家追討の宣旨 

治承 4年（1180年）4月 9日、源頼政・以仁王を奉じて

平家追討の宣旨を諸国の源氏に伝えたのである。 

6 月清盛の奉請によって、安徳天皇を摂津国福原に移

した。6月 2日の事である。 

8 月 17 日には、反対勢力の源頼朝が伊豆で挙兵し

たのである。そして石橋山の戦いでは敗退したが、頼朝

が鎌倉に入ったのはこの年の 10月 6日のことであった。

不思議なことに、頼朝挙兵に当たって彼に加勢した武 

将には、平家出身者も多くいたことである。例えば、梶 

原景時・梶原景季・上総介広常・河越重頼・熊谷直実・ 

土肥実平・畠山重忠・三浦義澄・和田義盛等である。 

頼朝旗揚げ時には平家方にいたのが、梶原景時で、木

の洞に隠れて、敗走中の頼朝を見逃した話は有名であ

る。しかし義経や仲間の悪口を頼朝に報告したりして、

鎌倉では嫌われ者であった。頼朝の旗あげでは、当初

様子をうかがってから二万旗の大軍で参じたのが、上

総介広常である。因みに、梶原景時の子孫は、現在で

も結束が固い一族である。 

 
平家滅亡 

何故平家一門は簡単に崩壊したのであろうか。 

仁安 2 年（1167 年）、平清盛は太政大臣に上り詰めて

いる。しかし同3年（1168年）に清盛は出家した。そして

養和元年（1181年）に清盛は逝去した。それから僅か 4

年後の文治元年（1185 年）に壇ノ浦の合戦があり、平

家は脆くも滅亡してしまった。 

何故平家は滅びてしまったのであろうか。平家と源氏

の経済戦争の結果とする歴史学者がいる。源氏は、土

地を基盤とした経済を重視し、一方平家清盛は、宋銭

の貨幣経済を推進したことの違いを論じている。事実、

清盛が死去した年の前後に大旱魃にあい、諸国が大飢

饉となっている。貨幣経済は飢饉に弱いことが指摘され

ている。源頼朝が、征夷大将軍に就任したのが建久 3

年（1192年）7月で、この年 12月には宋銭の流通を停

止している。栄耀栄華を意のままにした平家一門も、自

然災害には勝てなかった。 

作家邦光史郎氏は、著書『江戸幕末不況の謎』で、

明治維新の大変革の原動力の主な要因は、実は天保

の大凶作と、それによる大不況であって、勤王の志士の

活躍や王政復古ではないと述べている。即ち、武士階

級の米
こめ

経済が、商品流通経済に敗れた姿であったと指

摘している。「不況風が吹き募ると、社会変革が起こる」

という法則が成り立つとしている。 

 
ヘーゲルの歴史観 

平家一門の栄枯盛衰史を考察する上で、示唆を与

えてくれる話しなので敢へてヘーゲル哲学を引用して

みたい。岩崎武雄氏（東大名誉教授で日本哲学会会長

を歴任）がドイツの哲学者「ヘーゲルの根本思想・歴史

を支配する理性的法則」の項で次のように述べられて

いる。それを『世界の名著』・中央公論より抜粋して引用

する。 

「歴史のうちには一つの大きな法則的な流れが存し

ている。それはわれわれ人間の力によってどうにもなら

ない必然的なものである。それゆえ、我々がいかに頭

の中で考えた理想を実現しようと努力しても、その理想

が歴史の法則的流れに丁度適合していなければ、その

努力は決して成功する事は出来ない。・・・理想は歴史

のうちにおいてまさに実現されるべき時が来なければ、

実現されえない」、「そして国家の組織を自由の原理に

よって作り上げてゆくことこそ、歴史の到達すべき目標

である」と述べている。「しかしその目的が世界史の法

則的進展に適合しないものは成功しないし、そして重

要な意義を持ち得ない」としている。 

 
幽霊になった平時忠卿 

甲州ブドウとワイン、そして温泉で知られる山梨県石

和町（但し開湯は 1961 年）に、清盛の義弟・平時忠が

亡霊となって出たという伝説が残されている。甲州は源
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氏武田信玄公のお膝元である。信玄公の菩提寺は甲

州市の恵林寺で、石和温泉からほど近い。 

謡曲「鵜飼」に亡霊の話が掲載されている。日蓮上人

が全国を巡教行脚した折り、法灘を受けた事は有名で

あるが、亡霊も救済していて、それが伝説化され脚色さ

れて各地に、説話として残されている。これらの話は「日

蓮もの」として庶民に好まれていたという。平安末期、殺

生を禁じる領主によって、笛吹き川で勘作という老鵜匠

が極刑を言い渡され、簀巻きにされて川に沈められたと

いう話が伝えられている。その後、その村には勘作の亡

霊が出るようになり、村人たちは困っていた。たまたま日

蓮と弟子一行が村を通りかかり、亡霊の話を聞き、供養

を申し出た。 

山梨県石和町市部に日蓮宗・鵜飼山遠妙寺という寺

院がある。甲斐百八霊場第 39番である。この寺の伝説

に「鵜飼漁翁の亡霊済度」が残されている。この物語を

榎並佐衛門五郎が作り、世阿弥元清が改作し、謡曲

「鵜飼」となって有名になった。 

10 年ほど前に、日本半導体製造装置協会運営委員

のOB懇親会が石和温泉で開催され、その時に開催時

間までまだ時間があり、私はひと風呂浴びてから、夕方

笛吹川の土手の上を一人で散策したことがある。その

時に「鵜飼橋」という名の橋の存在を知った。そしてか

つて、この川で鵜飼いが行われていたと理解した。因み

に、遠妙寺はこの橋の袂近くにある。寺の案内板による

と、文永 11年（1274年）夏の頃、日蓮上人が弟子の日

朗と日向を伴って石和を訪れた折り、鵜飼いの翁の亡

霊に出会った。日蓮は 3日 3晩、日朗が集めた石に墨

を使って法華経の経文 69,384字を石一つに一文字ず

つ書いて川底に沈めた。この川施餓鬼によって鵜飼翁

は成仏することが出来たという。 

日蓮上人は、川のほとりに塚を作って石和を離れた。 

後に本覚坊日養が鵜飼堂を建て、日梵が明徳元年

（1390 年）に場所を移して堂宇を建立した。この堂宇が

石和鵜飼寺で、現在の遠妙寺である。この鵜匠・勘作

が、実は平権大納言時忠卿（寿永 2年 1月に 54歳で

権大納言に就任し 8 月に解任されている。）であり、配

流先の能登国から逃れてこの地甲斐国石和に流れつ

いたという。そして漁師をしていたとされている。因みに

文永 11年 5月 12日は、日蓮が回国に赴き、ついでに、

身延山久遠寺を開いた年である。この伝説の為、日蓮

宗では、身延山久遠寺に並ぶほど江戸への出開帳が

多かったという。 

 

 

権大納言平時忠卿能登に配流 

 元暦元年（1184年）2月 7日、平氏は一ノ谷の戦いで

源氏に大敗した。そして翌元暦 2 年（1185 年）3 月 24

日、壇ノ浦の戦いで壊滅した。この地で時忠は捕虜とな

り 4月 26日入洛した。5月 20日、時忠は神鏡を守った

功績により、死罪を免れ流罪となっている。源義経は時

忠を庇護して京都に留まっていた。この動きに頼朝は

不信感を抱き、梶原景季を派遣して、朝廷には時忠の

配流執行を言上した。9月 23日時忠は建礼門院（高倉

天皇の中宮・安徳天皇の母・平清盛の次女徳子）に別

れの挨拶をして配流先の能登に赴いた。文治元年

（1185 年）9 月 23 日に玖珠の浦に辿りついている。文

治 5年（1189年）2月 24日、平時忠は、能登の配流先

で波乱の生涯に幕を閉じている。墓は石川県玖珠市大

谷町則貞の国道 249号そばにある。 

半導体デバイスの研究開発に従事して、数年経った

頃の私は、時忠卿の墓の近くの海岸で、海水浴をした

思い出がある。能登半島一周の旅の途中であった。 

 
能登の名家・時国家 

平時忠の五男に時国がいた。その子孫と伝えられる

旧家が能登半島（石川県輪島市町野町南時国）で豪農

（上時国家、下時国家）として存続している。それが「時

国家」である。「時国家」は当時二村を治める豪農にま

で発展し、中世から近世にかけて製塩業を営み、一時

は海運業にも手を伸ばした。 

近世の初め、時国家は上時国・下時国家の両家に分

かれ、上時国家は天領南時国村の十村役を務め、下

時国家は、加賀藩領西時国村の肝煎
きもいり

や山廻役・塩吟

味役をつとめた。現在の住宅は、京都の東本願寺の建

築にたずさわった安幸
やちご

という大工が天保 2年（1831年）

に 28 年間を費やして完成したものと伝えている。御前

の間は書院造り・格天井の豪華な部屋で襖には平家の

定紋「揚羽蝶」が金箔で描かれており、俗に「大納言の

間」と呼ばれている。 

この家の母屋は、北陸地方で最大級の規模の江戸

時代末期の民家である。本家上時国家は、床面積が

189 坪で桁行は 16 間（29.1ｍ）、梁間は 10 間（18ｍ）

の大きさの家である。28年かけて建築されたという。 

家の一部は 2階建で桃山時代風の公卿書院造りであり、

かつて加賀藩主が、「余は中納言であり、この屋敷に上

がれない」と云ったとの逸話が残されているほど、格式

の高い作りである。加賀藩主は格天井の一部に張り紙
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をして入室したとのことである。 

江戸時代以来、上時国家は代々大庄屋を務め、名

字帯刀を許されていた格式のある名家である。上時国

家の古文書3,000点は市指定の文化財である。下時国

家の塩田関係古文書 300 点も市の文化財である。上・

下時国家は、国の重要文化財になっている。下時国家

では、壇ノ浦で命をおとした安徳天皇をお祀りしている。

それで能登安徳天皇合祀時国家とも呼ばれている。 

三洋電機同期入社の友人数名で能登半島一周の旅

をしたことがある。そのとき曽々木海岸で海水浴をした

思い出がある。時国家から数キロ離れた場所であった

が、当時歴史に疎く、時国屋敷の存在を知らなかった。

誠に残念である。 

ところで、江戸時代初期に時国家の石高は 300石で、

使用人は 150人―200人ほどであった。 

田畑の耕作・製塩・木炭・鍛治・石切り・桶細工・など幅

広い業種を手掛けていたという。神奈川大学日本常民

文化研究所による古文書調査で、「時国家」は、江戸時

代以前から大船を数隻所有して松前（現、北海道）から

佐渡・敦賀・大津（現、滋賀県）や京・大坂とも取引をし

ていたことが明らかとなったという。 

 
平時忠一族の系譜は、子孫が江戸時代に汚名を濯ぎ、

見事に名誉を回復していたのである。 

 
みやこ草 

名誉回復の花言葉は、「みやこ草」で別名「淀君草」

と云うそうである。マメ科の多年草で黄色い花で、こがね

草とも呼び、昔京都の随所に咲いていて、この花をみる

と、京都を思い出すところから付けられた名前だそうで

ある。また大阪城にも咲いていて「淀君」が大変好きで

あったとか。平時忠卿や、淀君の心情が、分かる様な気

がする。 

 
日の丸半導体の復活を期待 

 
 色みえで移ろふものは 

    世の中の人の心の花にぞありける  

                       小野小町  

 
 室町時代の能の大成者・世阿弥の能楽論に『風姿花

伝』がある。この中に「因果の花」という項がある。この世

の中は一切みな因果の関係にあるという。運が向いて

いて好調な時が「男時（おどき）」で、運が悪くて不調な

時が「女時（めどき）」としている。人力ではどうすることも

出来ない事柄が、世の中には存在すると言っている。 

また「秘する花」の項では「秘すれば花なり」と言い、他

人と違う珍しい、意外性を身に着けなさいという。兵法

の道でも今強敵に勝つには、このことが大切であると書

き残している。 

 
2012 年に入ってから、新聞で日の丸半導体の衰退

が報道され、多くの友人・知人から意見を求められた。

一時期世界に君臨した日の丸半導体の全盛期を知る

者として、名誉を回復し、再び日本及び世界に貢献し

たいと願うのは、私一人ではないと思う。誇りは重要で

あるが、十分奢りに注意して。ビスマルク曰く、「賢者は

歴史に学び愚者は経験から学ぶ」である。再び沙羅双

樹の花にならないように。完 

 

 
 参考・引用文献：『郷土資料事典』石川県・人文社 

        『石川県の歴史散歩』・山川出版社 

        『石川県の歴史』：山川出版         

 

 

 
 堀江洋之略歴 

 
  現在：著述家 

     全国歴史研究会 本部運営委員 

     水戸の会会長 

     横浜歴史研究会副会長 

 
  職歴：三洋電機（株）入社。 

    ・東京三洋電機(株)半導体事業部にて研究開発 

に従事。 

その間、米国 RCA社・半導体テクノロジセンタ

ーに駐在。 

      
・東京エレクトロン研究所[現東京エレクトロン

（株）]に入社。 

     経営企画部長で退職。その間 SEAJ運営委員 

長・政府委員歴任 

      
     ・退職後 

SEMIジャパン代表補佐・ 

（有）エス・アンド・イー・テクノロジー設立 代表

取締役に就任。 

     半導体関連企業コンサルタントに就任
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「ＳＳＩＳ人材支援事業の立ち上げ推進」 

新事業企画委員会では、一年半に亘ってSSIS人材支援事業

の実現性検討を行い、2012年10月の理事会で承認を受けたの

で、以下にて1月より順次実施に移していく。 

[1] SSISにおける人材支援事業の考え方 

(1)半導体関連産業に係わってきた有能な人材に再活躍の場を提

供し、また、人材ニーズのある事業者に有能な人材を紹介する

など、SSIS 会員（個人、賛助）へのサービスを第１義に考えて

活動する。 

(2)収集する人材情報の対象は SSIS の会員(個人、賛助)および

それらに繋がるものに限定する。 

(3)この活動により、SSIS の活動が活性化し、ひいては会員の拡

充に繋がることを期待している。 

(4)事業の主体は SSIS にあり、蓄積される人材情報の所有権も

SSISが有する。実際の人材支援事業は SSIS賛助会員であ

る「人材関連会社」（現在、6社、以降、協力会社と呼ぶ）と協力

して推進し、双方にメリットがあるモデルを創生する。 

[2] 本事業の形態 

(1)  SSISと協力会社（6社）が契約ベースで事業を推進 

6社と人材支援事業の「情報利用契約」を締結、そのうち1社

を専任窓口（本委員会の合意により、（株）アビリ―ブに決定）と

「情報管理窓口業務委託契約」を結び、SSIS管理の下に「専任

窓口業務」を委託する。 

 (2) 人材情報の収集とデータ化 （図１参照） 

   SSIS会員（個人、賛助）は人材情報の提供および収集の主

体である。会員は自社または自分およびその背後に繋がる人

材情報を積極的に「専任窓口」に送り込む。また、非会員から

SSIS 事務局にもたらされる人材情報は本委員会を経由して

「専任窓口」に送り込む。「専任窓口」は集まった人材情報を所

定のTemplateに整理し、SSISの人材ファイルに登録する。 

人材ファイルは、公開可能な「階層A」 およびアクセスに強い

規制を必要とする個人情報「階層B」からなる。 

(3) 人材ファイルへのアクセス、活用の流れ （図2参照） 

会員はSSIS Webを通して会員ID、PWを用いて人材ファ

イル（階層 A）にアクセスできる。一方、協力会社（6 社）は特別

な ID、PWにより人材ファイル（階層A、階層B）に直接アクセ

スすることができる。 

「専任窓口」は図 2に記載された窓口業務（1～8）に責任を

持ち、これを遂行する。また、「専任窓口」は事業の推移、成約

内容、データ管理状況などを SSIS に報告する義務を持つ。

協力会社（6社）はSSISの「人材情報」を活用して契約に基づ

き人材支援事業を行う。成約した際には、協力会社はSSISに

「情報利用費」を契約に基づき支払、また、その情報を紹介・

登録した会員には一定額を配分する。 

[3] 具体的な進め方 

事業開始に当たり、事業規模、活性度などが不透明である

ため、2段階に分けてスタートする。 

第1ステージとして、本委員会主体に本事業スキーム、シス

テムを立ち上げる。SSIS の専従者は置かず専任窓口協力会

社（アビリーブ社）の担当能力の範囲内で情報処理、管理を行

い、運営に関しては本委員会がバックアップ、フォロー等、責

任を持って推進する。 

第１ステージの状況を見て、体制強化が必要と判断した時

に専従体制も含めて第2ステージへの移行を図る。 

[4]本事業の成功の鍵 

本事業の成否は良質の人材情報（特に求職情報）が豊富に

収集されるか否かにかかっている。各会員からの人材情報の

収集が極めて重要であり、積極的なご協力をお願いする。

図2 人材情報へのアクセス・活用の流れ           

☆ 委員会報告 ☆ 新事業企画委員会 

階層Ｂ 

階層Ａ 
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        図１ 人材情報の収集とデータ化 
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SSIS は今年で創設 15周年を迎えます。この 15年間で協会を取り巻く環境も大きく変化しており、会員からの協会
への期待も変化していると考えられる。そこで、サービスの向上、SSIS の存在意義、価値を高めるために、個人会員か
ら協会活動全般についてのアンケートという形式で、ご意見をいただいた。 
 
アンケート対象： 個人会員 
調査項目： 活動全般 
アンケート方式： 無記名 
アンケート発送： 2012年 7月 31日 
回答納期： 2012年 8月 15日 
 
 

回収結果 
依頼数：304名（内 1名、あて先不明で返却） 
回答数：124名 回収率４１％ 
回答者内訳：役員・委員 40名（66名中）、 
一般 83名、不明 1名 
委員・役員は理事、監事、委員会委員、諮問委員、顧

問を指す。

 
全個人会員 
 平均：66.1歳、中央値：67歳 
全回答者 
 平均：67.7歳、中央値：69歳 
 
会員数は 60歳から 75歳までが多くて
山の頂上は高いが、60 歳以下の現役
組の員数が少なく頂上への登りが急

峻である。現役組のすそ野を嵩上げし

て、登頂を容易にすることが緊急課題

である。 
 
 
 

協会活動全体に対しての関心度 

（１）協会への興味 
回答者の 94％が興味ありと非常
に高い率を示しているが、未回答

者が半数以上いることも事実。 
更なる興味がもてる企画、サービ

スの向上が望まれる。 
 

（２）活動への関わり方 
能動的参加が 28％、受動的参
加が 60％と受動的が過半数。
能動的参加の 28％の内 20％
は役員・委員が占めている。一

般が少ないのが課題。 

28% 60% 3% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

能動的に参加

94% 2% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

協会に対する興味

アンケート結果報告 
― 協会活動全体に対して 2012 年 個人会員対象 ― 

広報委員会  橋本浩一 

執行会議   高橋令幸 

事務局    内海 忠 

全個人会員と回答者の年齢分布 

興味あり 興味なし 無回答

能動的 受動的 その他 無回答
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（３）協会活動、催事への参加回数 
 
一般会員 
平均値：1.9回 
 中央値：１回 
役員 
 平均値：9.4回 
 中央値：10回 
 
一般会員の平均 2回の参
加は十分とは言えず、倍

増することが当面の課題と

なろう。 
 
 
 

（４）活動してみたい委員会 
 
全体として現在の各々の委

員会の委員数微増の様相で

あるが、新事業企画委員会

のみが突出して多い。これは、

何か新しい活動を起こしたい

との意思表示が込められて

いると考えられる。参加が大

いに期待される。 
 
 
 

活動全般に対する意見・要望 

回答者 124名のうち 54名の方から運営全般に対してご意見要望を頂きました。委員会対応 15件除いた 39件を以下
のカテゴリーに分類 
 
① SSISの役割  １１件 
・日本の半導体産業を盛り上げていく役割を果たす 
・半導体産業における日本のポジションの追求と実現

への関わり 
・関連企業間のパイプ役 
・ビジネス業界の機関としての目標を追求する 
・官、学などの外部とのつながりを持った活動 
・Ventureへの資金援助の新たな仕組み、ベンチャー
支援 

・提言活動 
・人と人の繋がりを大切にする場 
・会員相互ネットワーク強化 
・元気な OBの活躍するための支援 
・SSISにとっての公益性とは何かを明示しそれを 
 

追求する 
・目指す方向を示せ 
② 会員サービス ４件 
・入会の動機付け 
・協会の魅力作り 
・現役にメリットがある協会への変身が必要 
・会員への SSIS メールアカウント付与 
・活動の個人、企業への貢献度評価を 
③ 活動の仕方 １５件 
・会員NEEDSの多様性対応策が必要、会員ニーズの
吸い上げ 

・現役世代との接触機会の拡大 
・各社若手への PR、若手会員の増強 
・若い人にエールを送る、危機感の共有 
・若い人の参加を 
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・役員の若返り、役員を若い人にやらせるべき 
・協会の中での居場所がない 
・多くの会員が受動的 
・一般会員の行事参加の強化 
・大手メーカーの仲良しクラブ化し、一般会員が参加し

づらい 
・単なる OB会、誰に役に立っているのか 
・半導体産業の現場で戦ってきた人達を会員にした新

たな道を探る 

・会員数の倍増 
・設計技術にフォーカス、政界、経済界への働きかけ 
・地道な活動を 
・活動の幅を海外へ拡大 
・講演会で歴史館項目の説明 
④ 財務体質 ２件 
・寄付の拡大、寄付者への特典 
・事業収入拡大によるサービスの向上 
⑤ 感想・激励 ７件

 

活動別アンケート結果と寄せられた意見の概要 

活動別選択方式アンケートの集計結果を棒グラフで示します。記述式では総件数 463件のご意見、ご要望を頂きま
した。 ＊グラフの凡例：設問に対し 肯定：   、否定：   、その他：   、無回答：    

 
 
・業界動向(技術、市場、事業) 
・会員の自由投稿欄 
・電子化は経費削減、 
・紙配布も便利で貴重 
・地方会員からの発信情報 
・歴史館との提携・リンク 
 
・講演会内容への意見が分散 
・半導体分野に新しい視点角度 
・半導体分野以外の幅広話題 
・魅力的テーマと人気講師 
・参加費問題は意見割れ 
・会員へのアンケートを募る 
 
・個人では難しい活動の企画 
・現役との接点となる活動 
・見学日程・訪問先の決め方 
・見学内容への要望は多彩 
・コミュニティ活動の意義目的の 
明確化 

・区割りと会合内容の見直し 
・趣味などサークル活動 
  
・人材支援活動は重要 
・新しい枠組みの構築 
・人材会社との協力が不可欠 
・PR活動の強化 
・海外への展開 
・教育委員会との連携 

寄せられた意見の概要 

（１）会報について   意見要望件数 19件 

（４）人材支援活動について  意見要望件数 25件 

（３）文化活動について  意見要望件数 79件 

（２）講演会について  意見要望件数 47件 
92% 3% 4%
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講演会に関心がありますか

35%

31%

66%

59%

68%

28%

5%

1%

1%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コミュニティ活動に参加

見学会に参加したことがある

文化活動に興味が

67%

9%

88%

4%

83%

11%

26%

7%

3%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

重要な機能と思いますか

人材支援の利用実績

人材支援活動を知っている

27%

94%

35%

4%

36% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電子版配布に賛成

会報を 読む
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・教育事業は重要         
・知識経験の豊富な人材の活用 
・賛助会員へのサービスの提供 
・社会貢献と協会収入への寄与 
・経験技術継承と次世代の育成 
・現役でない講師による限界 
・他の教育サービス会社と連携 
 
・会員の集まる懇親の機会増 
・知的興味を満たす場の提供 
・会員の関心事の有志サークル 
・委員会などへの能動的参加 
・IT利用による地区間交流 
・地域固有の問題見当たらない 
・業界外の地域社会活動参加 
・リーダーのキャラクター重要 
 
・提言活動を評価、継続期待 
・提言先明確化による有効化 
・提言活動効果疑問、無意味 
・現役との連携による責任提言 
・身の丈に合った提言 
・マスコミの活用 
・会員からのテーマ、論文募集 
 
・歴史館活動は評価 
・PR、宣伝活動にもっと注力 
・半導体関連本と報道の図書館 
・英文化と世界向けの情報活動 
・半導体歴史の教科書とする 
・半導体”自分史“特別展示場 
・各社の歴史的製品・装置の収 
 集、登録、展示（バーチャル） 
 
・活用度は概して少ない 
・構造と見やすさに問題あり 
・デザインに改善の必要 
・アクセスルートが複雑 
・新しい情報が少ない 
 
 
 
 

総括  会員の皆様のアンケートへのご協力感謝いた
します。お蔭様で、当協会活動について現状認識が深

まり、今後の活動への貴重な課題と指針を得ることがで

きました。各委員会では、それぞれの分析に基づいて

委員会活動の課題を抽出し、優先順位をつけて本年度

活動計画を策定しました。総会に諮り最終的に活動方

針と方策が決定され、実施されることになります。 
当協会の 15周年を迎えて、皆様の一層のご支援と
ご協力をお願いいたします。 

20%

77%

73%

11% 2%

6%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講師を引き受けても良い

教育事業は適した事業

43% 51% 1% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方活動への関心度

68% 29% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

提言を知っている

64% 34% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

歴史館アクセスの有無

28% 15% 28% 28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HPは見易いか

毎日 週 1回 月 1回 3 か月 1回 見ない 無回答

見易い 見にくい どちらとも言えない 無回答

5% 9% 42% 25% 17% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HPの活用頻度

（５）教育事業について  意見要望件数 78件 

（８）日本半導体歴史館について  意見要望件数 47件 

（７）提言活動について  意見要望件数 48件 

（６）地方活動について  意見要望件数 88件 

（９）ホームページについて  意見要望件数 34件 
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      会員状況 (12月 31日現在) 

    個人 306名、賛助  53団体       

 
新入会員(2012.10.1から 2012.12.31) 

個人会員 

 吉澤 仁、久保田 茂夫、越後 博幸、西澤 厚、 

 安田 洋史、山崎 亨、齋藤 規夫、家田 哲郎 

 (ご入会順、敬称略) 

賛助会員 

 株式会社ネットワーク、株式会社ＴＴＭ 

 (ご入会順、敬称略) 

＊新たにご入会の皆様、よろしくお願いいたします。 

 
諮問委員会が開催されました 

事務局 

11月 29日 全林野会館 603号会議室において、今

年２回目の諮問委員会が開催されました。 

志村委員長、秋山委員、内田委員、内山委員、佐々木

委員、羽田委員の 6名の諮問委員に加えて、梅田顧問

のご出席を頂きました。 

執行側は牧本理事長を筆頭に 15名が出席。 

議題は  

1. 賛助会員対応関連について、 

2. 個人会員アンケート結果報告 

会議の初めに、牧本理事長が日頃のお礼と、「存在

意義を失わないように活動していきたい」と挨拶され、志

村諮問委員長からは「縮み志向の日本」の問題に触れ

て挨拶された。 

 
賛助会員対応関連 

会費ガイドが主題でしたが、協会のあり方、協会財政

問題、活動範囲などあつい議論が交わされ、時間が大

幅に超過して進行役の事務局長から議論の打ち切り要

請が出されるほどでした。 

 
アンケート結果報告 

協会の活動全般についての報告を高橋執行会議議

長が行い、各委員会対応については各委員長から報告

があった。 

アンケートについての議論は残念ながら充分な議論

ができませんでしたが、 

佐々木諮問委員からは「アクティブに活動している。全

体の力を考えて、アクティビティを見直す必要もある。半

導体産業は多くの課題を抱えている。協会も立ち位置

を考えなくてはならない」。 

志村委員長からは「サービスをうまく謳って会員勧誘を

促進してほしい」、又「会報のタイトルが『アンコール』の

ままでよいのか、との問題提起もあった。 

羽田諮問委員からは「マスコミの活用を考えるべき」との

意見が出された。 

大変貴重なご意見をいただき、諮問委員、顧問の皆

様ありがとうございました。 

 

2013年度社員総会・特別講演会のご案内 

 2013年度の社員総会・特別講演会の開催を下記のと

おり予定しております。 

開催日時：2013年 2月 22日(金)  

開催場所：全林野会館 プラザ・フォレスト 

     （東京都文京区大塚 3-28-7) 

プログラム 

 ・社員総会 ：15：00－17：00 

 ・特別講演会：17：30－19：00 

   演題『日本半導体産業の 

        再生に向けた施策と提言』 

   講師 齋藤昇三氏 

      ㈱東芝 代表執行役副社長 

     （JEITA 半導体部会 部会長) 

 ・懇親会  ：19：00－20：00 
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