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日本半導体産業の景況につい
ては、事業戦略の転換により
昨年度は世界平均より10％高い
成長率を示しており楽観的に
見ております。今年は大手13社
で対前年比30％増の設備投資
が計画され、国内全体で9000

億円近い計画である。具体的
にはPC偏重から脱却し、デジ
タル家電や2兆円市場になろう
とする自動車用半導体のような「日本発の有望マーケ
ット」へと舵を切っているからでしょう。昨日大分地
区を視察した際も東芝大分のファブはデザインルール
に係わらず活況を呈していますし、Cu配線設計のウエ
ハが量産化されていました。また後工程も新しいコン
セプトに基づいた先端多ピンパッケージ品や高密度メ
モリーの生産で超多忙に見えました。このような曙光
が見えてきた時期に、空白の10年間に希薄になったグ
ローバルなマネージメントや的確なガバナンスを駆使
してスピーディーに改善していけば日本晴れも遠くあ
りません。ご参考までに再生に向かっての留意点を
「新生日本半導体産業の瓶詰め」にしてお届けします。

1．半導体産業復活の3つの原点（大きな岩）

①時代の流れを先取りした視点にそって諸施策を
行うこと。チャンスが回ってきた日本発のマー
ケットを的確に捉えよ。

②きちんとした差異化技術や製品を有すること。
③販売・製造・技術・人材等において、グローバ
ルな視点でのマネージメントをおこなうこと。

2．その上で日本に欠けている諸重要施策を実行する
こと。（じゃりをつめる）

①マネージメント、開発、製造あるいは客先への
対応におけるスピードこそ日本再生の大きな鍵。

②アウト・ソーシングや合従連衝が必要。
③コーポレット・ガバナンスの改善。

3．その隙間をいろいろな施策で埋める事。
中身は必ず大きな岩から順に詰めてください。そし
て最後に岩の間を日常の諸活動で埋めてください。こ
の順序を間違うとこの瓶詰めは一杯にならないでしょ
う。最後にな
りますが、シ
ニアの人生で
は、「有意な人
生観」を持っ
て「前向きな
精神」に支え
られた「健康」
を保ち、家族
や友人との交
友や各自の趣
味で皆様の人
生の瓶詰めを
満杯にして頂
けたらと思い
ます。
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森山　今年は、日本語を話せ、日本も中国も語れる、
中国人の方3人にお話を伺います。まず自己紹介と
何にフォーカスしてお仕事をなさっていらっしゃる
のかをお話ください。
徐　私は、上海の交通大学を卒業後、5年間上海で社会
人として勤めました。1988年から6年間、東京大学大
学院に在籍し、修士と博士の学位を取りました。そ
の後、エスシュイラボラトリという有限会社を発足
させ、3年後には現在のサイタックス株式会社を設立
しました。業務内容は、ソフトの開発とLSI回路設計
を同時にやっています。5年前から東京エレクトロン
デバイスと共同で上海に半導体デザインハウスを開
設し頑張っています。いつかは、将来は半導体のメ
ーカーに発展していけたらと考えています。
賀　私は、1992年に日本大学大学院にいる間に、フェ
ローテック㈱に入社しました。今から11年前、中国
杭州の我が社第一工場に行きました。ここは、製造
工場で半導体関連のパーツを作っています。昨年か
らは、東芝セラミックスと三井物産との連携をしま
した。これからは、石英やセラミックなどの事業を
もっと拡げ、中国一を目指しています。
葉　私は、1989年に上海復旦大学の経済学部を卒業し、
日本に来ました。1993年大阪市立大学経済学部を卒
業。双栄通商株式会社に入社し、翌年、上海に派遣
され、上海事務所を設立しました。仕事内容は、液晶、

半導体、バッテリー、照明
などの電子関連の商品を扱
ってきました。1998年少数
精鋭で新会社を設立しまし
た。仕事内容は、以前の延
長線上ですが、液晶半導体
以外の分野も自力で開発し
てきました。小規模ですが
日本、韓国、アメリカとの
貿易もしています。貿易と
言っても、物を販売するだけではなく、少し技術の
必要な仕事をしています。アフターメンテナンスの
仕事も始めました。現在は、社員20数名です。これ
からは、半導体、液晶の分野で自分たちにしかでき
ない仕事をし、総合的サポートもしていきたいと思
っています。
SARS問題から見る中国人と日本人
森山　3人の方に共通なのは、日本の大学を卒業された
点ですね。ディスカッションの始めは、SARSの問題
です。日本人は、中国政府が問題を隠したと思い、
不信感を持ちました。
賀　隠したことは、中国政府も認めています。全人代
が始まる前に、治安が不安定になると考えたのでし
ょうね。本来なら12月にWHOへ協力を要請し、対処
するのが妥当でしたね。
葉　事態が大きくなる前に、政府だけで抑えられると
いう考えもあったのではないでしょうか。当時の中
国は全人代を前に、安定した情勢を必要としていた
ことも関係していると思います。
徐　確かにタイミングがとても悪かった。また過去の
経験から、SARSを甘く見ていたのかもしれません。
さらに経済的観点から見ると、怖い病気の為に外国
の投資が減る心配もあったでしょうね。
森山　SARSの影響で商売がストップする中、日本企業
の中には特攻隊的に商売を進める会社もありました。
中国の方々はその点をどう受け止めていらしたので
しょうか。
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徐　私はとても勇気があると尊敬しました。反面、命
懸けで商売をするくらい経済が悪化していると考え
ると、淋しさも感じました。
葉　来た日本人は褒められると思います。ただ、現地
と日本ではSARSへの認識にとても温度差がありま
す。政府が警告している中でも、マスクを着けて歩
いている人はほとんどありません。ですから逆に、
「なぜ日本人は来ないのか」という疑問の声の方が大
きかったと思います。
森山　私も、「なぜ来ないのか」という苦情が非常に強
かったように思います。会場の方から御意見はあり
ませんか。
＜西村＞　SARS問題での私の印象は、中国も日本と同
じだなと思いました。日本も問題が起きると隠しま
す。そして発覚した時には大問題になります。隠す
理由もほとんど同じでした。
中国進出のリスクとメリット
森山　SARSの件で、一点ヘッジではなくマルチへッジ
へという発言も増えました。そんな中、生産拠点と
してベトナムがナンバー2に再浮上してきました。徐
さんは、その点をどうお考えですか。
徐　そろそろ中国沿岸部のコストは高くなりつつあり
ます。SARSの問題もあり、ベトナムに進出する企業
も増えてくると思います。しかし中国は、＜世界の
マーケット＞にもなっています。この点では、中国
内での製造を重視する企業が、まだまだたくさんあ
ると思います。
森山　SARS問題はありましたが、中国と日本の関係は、
もう簡単に崩れないと思います。会場の皆さんはい
かがですか。
＜高橋＞　中国は現在一党独裁です。その結果統計デ
ータを疑問視する声も多い。これは本当ですか。
賀　確かに、統計処理に問題はあります。しかし、あ
まり数字を気にせず、参考程度に考える方がいいと
思います。人口と同じですよ。13億人と言いながら、
実際には14億人いると思いますから...（笑）。
葉　年度によって統計方法が違う点が、数字の不整合
になったのかもしれません。然し、長期間データを
収集して分析すれば、トレンドはつかめるはずです。
徐　発表される数値の不整合は、政府も認めています。
私個人は、不透明である以上は信用できないと考え
ています。しかし、私はどんな政府でも関係ありま
せん。私は企業を育てることに全力を注いでいます。
現在の政府の政策は、企業が育つにはとても有利で
す。うまくやっていけばいいと思います。
＜木全＞　中国は、いろいろなリスクのある国です。
しかし、リスクを上回るチャンスがあると思います。

中国の矛盾の一つは、マル
クスレーニン主義を放棄し、
資本家や市場経営を認めた
上で一党独裁を堅持してい
る点です。
二つ目は、社会主義であ
りながら市場生産をしてい
る。この矛盾は一般の人々
の思考に歪みが生じる気が
します。日本が自衛隊を持
ちながら憲法を変えない結果姑息な外交に終始し、
基本的思考をも停止したようにね。私は、中国のリ
スクをよく念頭に入れ、進出をすることが大切だと
思っています。カントリーリスクを、いつでも避け
られる用意をして進出すべきだと思うのです。
徐　一党の強力な指導を有利に活用する会社もありま
す。一方、今の政権の中でとても苦労している企業
もあります。リスクはある、だからこそうまくやれ
ばいいと思うのです。いかに付き合うかが大切なの
ではないでしょうか。
中国人と日本人の違い
森山　中国人と日本人、外見はとてもよく似ています。
しかし、付き合いが深まれば深まるほど、日本人は
中国人に違和感を覚えます。私が中国に行って感じた
のは、店員の女性が笑わないことです。また、とても
杓子定規だと思いました。中国やアメリカは百と言
ったら百しか義務がないという考え方ですね。暗黙
知という考え方は、日本だけのものなのでしょうか。
徐　国民性の違いもあると思います。しかし、中国は
とても広い国です。国内での地方性の違いがとても
大きいのです。ですから日本人から見た中国人は、
さらに判りにくいと思いますね。
賀　笑わなくても物が売れる時代が長かった中国では、
逆になぜ笑って物を販売するのか判りません。ホテ
ルの件も、ホテル内の教育問題もあるのではないで
しょうか。
葉　日本でも、誘致活動せずにお客様が来る所では、
中国とサービスに違いはありません。その上、中国
では、子供時代からの教育問題もあります。小さい
頃から、そういう教育を受けてきていませんからね。
ですから、サービスの方法や認識もまちまちなので
す。しかし今は昔よりもかなり改善されてきていま
すよ。ホテルの件も、上層部が笑って迎えるように
通達すればみんなが笑顔で迎えます。でもサービス
精神という意味では、個人の仕事ぶりにどれだけ反
映されるかは、個人個人に差があると思います。
＜木全＞　中国は信義を大切にする国という印象があ
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ります。しかし、それは家族間だけではないでしょ
うか。一歩、外に出るとそんなに人を信用しないと
思います。
＜飯塚＞　逆に、日本人の甘えが大きいのかなと感じ
ます。日本人はグループへの依存がとても大きいの
です。アングロサクソンにしても、韓国、台湾、中
国の方々も、とても個人的な繋がりが強いと思いま
す。組織よりも人と人との信頼関係を大切にしてい
ます。
＜西村＞　日本には、伝統的に養子制度があり、血縁
に対する意識がとても少ない。これが現在の会社制
度に入ってきているのです。世界的に見れば、日本
の方が例外的でしょうね。
森山　中国人の方から見て、日本人はお金に細かいで
すか。
徐　お金に対する国民的違いは感じます。中国では、
割り勘文化はありませんでした。最近では、上海な
どで進んできています。この方が合理的でトラブル
も少ないと理解したのでしょう。また、食に対する
お金のかけ方は、中国人の方が贅沢だと感じます。
賀　車やマンションを購入する時にも、中国人の方が
大胆ですね。日本人は、返済の心配をしながらお金
を使いますが、中国人はあまり心配しません。
葉　私は同じだと感じます。中国国内では、北は荒い、
南は細かいという差を感じます。
中国と日本が自然に、スムーズにやっていく方法
森山　日本人はかつて中国でとても悪い事をしました。
中国の方々はこの点をどう考えていらっしゃるので
しょうか。また中国での日本人は、威張っています
か、へりくだっていますか。
賀　それは歴史的な問題であり、個人の問題ではあり
ません。私個人は、経済的に協力し、発展していけ
ればいいと思っています。
葉　私も過去のことが今の付き合いに影響してほしく
ありません。中国人の中でいろいろ思っている人が
多いのは現実です。ですが中国にいる企業や日本人
への思いではありません。
徐　年配の日本人には、いろいろ気を遣う方がありま
すね。しかし中国在住の日本人はそうでもありませ
ん。私個人は、政治は政治、民間は民間、割り切っ
てやっていけばいいと思います。性質的に見ても、
これは中国の方が割り切れることかもしれませんね。
森山　中国と日本がスムーズに、自然にやっていくに
はどうしたらよいか。会場から、何か御意見はござ
いませんか。
＜山村＞　私が中国と仕事をして感じたのは、とても
スピードが速いということです。またもうすぐオリ

ンピックがあり、万国博覧
会も開かれます。
日本の昭和39年、昭和45

年という一面があります。
それだけ複雑な国なのです
ね。だからこそ魅力もある。
どんどんお付き合いを深め
たいと感じています。
＜野沢＞　今日の3人の方のお
話はとても示唆に富んでいま
した。皆さんの御意見は、中国一般のビジネスマン
の代表意見と考えていいのでしょうか。
徐　私たちは、一般の中国人よりも日本を広く深く理
解しております。代表には成り得ません。
葉　私自身は、自分のことを日本人的と感じており、
少し中国人に近い感覚の人間だと思っています。し
かし、今回の座談会では、私の周りの中国の人々を
思い浮かべ、その感じ方をお話させていただいたつ
もりです。
賀　私も中国人の代表にはなれないと思います。私か
ら見た中国人は、自分の能力を示す意欲がとても強
い。そして個人主義です。日本の方々も、中国では
相手をあまり気にせず、前向きに仕事をすればきっ
とうまくいくと思います。
徐　最後に私から言わせてもらいたい事があります。
中国に進出している日本企業は、中国から日本に留
学経験を持つ人たちを大切に育てる努力はしてきま
した。これからは、日本から中国へ留学した人々を
もっと大切にしてほしいということです。そうすれ
ばもっと現地で成功できると思います。
森山　お忙しい中、大変ありがとうございました。

＊＜氏名＞は会場からの発言者を示します。
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川西会長が披露されたよう
に日本の半導体産業には曙光
が見えますが、右肩上がりの
事業環境の中で固定化してき
た金融構造や人事制度ではこ
のデフレ環境を乗り切ること
は容易ではなく、今しばらく
調整期間が続くのではないか
と思っています。私は1991年
にベンチャー企業を興し、そ
の立場から半導体産業を眺めてきましたが、時代は組
織活動から「個人の生み出す価値」へと変化しており、
この変化を支えるべき資本や経営のあり方が日本の巨
大組織の現状ではむずかしいと思います。半導体大手
企業が早期復活を遂げる為には、個の時代に適合でき
るよう方向転換が必要であると考えます。私が東芝、
三星或いは台湾企業と行動をともにした過程で学習し
たことの幾つかを紹介したいと思います。

1．日本の産業競争力
1990年中期より顕在化した世界的な供給過剰の経済

状態に対して日本の反応が最も鈍く、金融の弱体化と
ともに巨大金融集団は機能しなくなっています。日本
の半導体産業は事業拡大に萎縮し、産業競争力は著し
く低下しました。図1と図2にその例を示します。

2．我われが挑戦するキーワード
この10年間に失った競争力を復活させるためには、

「多様性を持たない企業は国際競争に勝ち抜けない」と
いうことです。変化が激しい時代を生き抜く為には、
新しいリスクに対して安いコストで試行錯誤できる企業
形態が必要なのです。変化の時代に生き残り、企業の
活性を維持・増進するためのキーワードを提言します。
①「人資豊燃」人と資本を燃やせ。

②才能を、傷ついた企業から離せ。

③個人のパフォーマンスを大切に。

④アライアンスが鍵になる。

⑤市場も技術も生き残りを約束しない。

⑥変化力がコア・コンピータンスだ。

⑦ビーチバレーのように小集団で七転び八起きの活

動を。

⑧切磋琢磨を常の棲家に。

⑨ニッチからグローイング・ニッチへ。

⑩I2P（個人のIP）の時代です。

3．転換への支援
このような行動パターンの変更は個人や個別企業の
努力だけでは無理な面も多くあります。そこで経産省
はスピンオフを生かそうとしており各種の支援を提案
しておられます。また我われも日本半導体ベンチャー
協会（JASVA）を平成2年10月に設立し、「個の才能」を
生かそうと活動を始めております。東京に本部がある
ほか関西と九州に支部がありますので、「個の貢献によ
り競争力を」とお考えの皆様の活動にお役立てくださ
い。図3にJASVA会員企業の活動状況をご紹介いたし
ます。参考にして頂き、多くの方々のご参加を歓迎い
たします。
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基調講演

競争力格差（個の貢献）
ザインエレクトロニクス㈱社長

飯塚哲哉氏

飯塚哲哉氏

図2 設備投資の過縮小図1 各国競争ランキング



1．大企業と中央研究所
この十数年、大企業は創業者
利益を期待し、こぞって中央研
究所を拡充してきましたが、
そこから発信される成果・論
文や特許という「知の創造」が
事業として実用化される為に
は前に立ちはだかる「死の谷」
を越える必要があるのです。
しかしこの谷を越える事が容
易ではないと言うことが判ってきました。また既存事
業の規模が大きいほど社会的責務も重く、あえて「死
の谷」越えに挑む事を疑問視する意見も多くあります。
即ちしっかりした事業を展開している大企業は、顧客
や株主に対してきちんとしたサービスを継続しなけれ
ばならず、破壊的イノベーションを断行することには
慎重であるべきだという考え方があるのです。

2．アントルプルヌールシップ
ここで営利活動の原点に立ち返って考えてみましょう。

1．安く仕入れて高く売る、これが営利活動の原点だ。
2．距離をおく二つの共同体間に生じる価値体系の落差
が原動力となる。

3．そこに競争が起こると落差が減少し、いずれ消滅す
る。

4．従って普通の環境では、営利活動は過渡現象でしか
ない。
紀伊国屋文左衛門は遠距離運送という死の谷を利用
して、みかんの消費地価格が高騰しているという「知」
を実現する為、荒天下の操船というリスクを克服して
成功しました。中国は内陸部と沿岸部の経済事情の落
差を利用して新事業への参入に成功しているように見
えます。この死の谷を越えるために必要な仕組みが
「アントルプルヌールシップ」なのです。すなわち
A：リスクを犯してでも事業をなんとか良くしようと
思っている人達が居り、

B：それに共鳴して資金を出していくエンジェルやベ
ンチャー・キャピタルも存在する。

C：AとBが組んで「死の谷を乗り越えて行く」べきだと
いう結合が起こる。

さすれば、競争が起こっても格差利得を維持し続ける
にはどうすれば良いでしょうか。それは

4．まとめと質疑応答から
産業革命以前は個人の生業が産業の基盤となってお
りましたが、産業革命によってこれらが組織産業に成
長し、一大飛躍を遂げ20世紀には大きな企業体が牽引
する産業構造へと拡大しました。しかし21世紀の産業
構造は個の才能を生かした動きの速い事業形態へと回
帰的変化をするでしょう。大企業では常態となったデ
ィズニーランド（待ち時間が長い）の様な人事制度は活

力を生まず、経営幹部が十分職責を果たせる育成と選
抜の方式へと変化すべきです。その上で企業規模を追
わず、個の才能や処遇に気を配る多くの新企業が活躍
すると思います。グローイング・ニッチの分野に大企
業が進出する惧れはありますが、先行のベンチャーは
それなりに成長しているので共存が可能だと思います
（図4）。
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図3 日本半導体ベンチャー協会 図4 ITにより小規模集団が優位性を増す

基調講演

企業の研究開発と「死の谷」
大阪大学フロンティア研究機構特任教授

西村吉雄氏

西村吉雄氏



X：未来の価値をいち早く見つける。
Y：立ちはだかる死の谷を越えて、営利活動に結びつ
ける。

Z：競争が起こると、さらに遠い未来の価値を見つける。
このサイクルを続けることにより、段差経済を 継続
できることをシュムペーターに敬意を表して「新結合」
としています。

3．イノベーションのジレンマ
以上の仕組みにより、死の谷を越えられない研究・
開発活動は企業では実現しないはずであるが、20世紀
まではわが国資本の古い業態に支えられて、多くの大
企業が大型の中央研究所を組織することが出来たので
す。しかし21世紀の研究・開発活動は「向こうの見え
ない死の谷越え」が許されず、例えばベル研究所で
「交換機網の拡充」という具体的活動を視野に入れてケ
リー博士がトランジスターを発明した例に見られるよ
うに、出口を定めて行う研究・開発に変化していくで
しょう。さらにケリー博士の成功は、「同じ考え方をも
つ秀才の集団」の限界を示唆しているところに思いを
致して頂きたいと思います。

4．これからの研究・開発活動の活性化
来年度から大学の制度が大きく変わり、大幅に自主
性を重んじ且つ産・学に連携を重視した教育活動が求
められるようになります。産業化と大学はそれぞれ異
なった最終目標が求められるようになります。産業化
と大学はそれぞれ異なった最終目標をもって活動して
いますが、研究・開発活動においては連携すべき課題
が多く、出会いを求めて双方が交流する必要があると
思います。大学からみた連携のあり方を整理してみま
す。大学も企業も「同じ考え方に偏重した秀才達」の集
合体に陥ることなく、変化に対応できる多様性に価値
を求める人材を活かしていくことが必要だと思います。

5．質疑応答ほか
軍事技術の民生品転用についてもやはり商品化とい
う死の谷があり、実行するにはアントルプルヌールの
発揮が必須であると言いたいと思います。また産学連
携は進んでいるかと問われれば「少なくとも私の同世
代よりは、学生の世代にはその意識が浸透している」
とお答えしたいと思います。
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イノベーションのジレンマ

なぜ産学連携か

最悪の研究所



1．半導体産業の概況
今年度の半導体市場は伸び
るとの予測もありますが、イ
ラク問題や、人類にとって未
曾有の経験となったSARSの影
響は測り難く、またお客様を
数多く訪問して話を伺っても、
今後の見通しについては正直
「よくわからない」と答えざる
を得ません。ただその中でも、
日本のデジタルAV機器と車関係は比較的好調と言える
と思います。
振り返ってみますと、80年代までは、電卓やVTRな
どのキラープロダクトが日本から生まれ、日本の半導
体産業も右肩あがりでした。しかし90年代以降、PCな
どのキラープロダクトは日本から離れ、日本の半導体
シェアも低下してきました。しかし、日本の低下の原
因はそれだけではないと思っています。95年以降、半
導体の数量は伸びていますが、金額は伸びていません。
これはこの頃からアジアの国が参入したことで、経済
に新しい流れが生まれたということです。
インフラコストの高い日本では、15％の利益率はど

うしても達成しなければ生き残れません。私が「環境
とCSとネットワーク」がキーワードだと捉えている21

世紀において、この目標をいかにして達成しようかと
がんばっているのが、現在の三洋半導体の姿です。

2．当社半導体の取り組み
三洋半導体は、従来からの延長で投資・開
発を進めていた96年～99年頃に在庫などの
経営指標が悪化しました。その危機感から
P/L重視の経営を改め、15％の利益率を目指
した改革に乗り出し、3年かかりましたがよ
うやく効果が見えてきました。また今年度か
らはビジネスユニット制度を導入し、各ユニ
ットが明確な自己責任で運営する体制となり
ました。
行動に際しては「半導体製造業から創造
業」、「ベストワンプラクティス」、「日新」、
の3つを指針としていますが、その中で、よ

うやくアナログ関連、CCDやディスプレイ関連、電源
関連などで期待の製品が生まれてきました。
有機ELは今年の3月から量産を開始しましたが、画
像の質感が非常にすばらしく、この特徴を核とした新
しいビジネス展開を考え、研究を進めています。

CCDについては長い研究の歴史があります。当社の
CCDは小型化に向くという構造上の特長がありますの
で、これを生かして昨年は世界最小のカメラモジュー
ルを作り、携帯電話市場で好評を得ました。
今後は、こうした製品をネットワーク時代のキーデ
バイスとして半導体創造業を実現したいと考えていま
すが、新しいビジネス発信のために3年前、渋谷にシス
テムソリューション開発センターを作りました。ここ
では、「半導体」は利益を得るための単なる「手段」に
しか過ぎません。想像力をかきたてるオフィスで働く
若い人たちの中から、新しいビジネスの種が次々に生
まれてきています。
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基調講演

日本の半導体産業の生きる道
（時代は変わった）

三洋電機セミコンダクターカンパニー社長
田中忠彦氏

田中忠彦氏

図2 EL商品

図1 半導体の変遷



3．まとめ
日本の半導体が生き残るためには、日本で15％以上
の利益を得ることが必要です。そのための経営を行っ

てきましたが、そうした取り組みにより「最近、三洋
半導体は変わった」と言われるようになりました。本
日はその一端を紹介させていただきました。

9

図3 世界で一番小さなCCD 図4 半導体市場創造マーケティング

森山　半導体産業は安定低成長の時代に入ったのか。
堀江さんにショートプレゼンテーションをしていただき、
そこから皆さんでディスカッションをお願いします。
堀江（バックデータは末尾にまとめて示す）
日本半導体の現状認識は図1、図2に示しています。
昨年はお先真っ暗でしたが、今年は大手各社がかな
り改善再編が進みました。今後の課題（2）の図では、
ルネサス東芝の一人当たりの売り上げは決して悪く
はありません。図4の半導体・半導体製造装置市場
（1）は2003年8％増。設備投資は6％です。
森山　結論は今年より来年が良いのですか。
堀江　変わらないですね。昨年の私のコメントは図6に
まとめてあります。この時は何か面白いアプリケー
ションが出ると希望的観測を入れていましたが、今

年は一切それらは含んでいません。半導体の設備投
資は2005年が山ですが、これは2000年よりも低い山
と考えています。ここ10年は一桁成長、GDP伸び率
の2倍だったのが1倍、下手するとGDPよりも伸びな
いかもしれません（図7半導体・半導体製造装置（2））。
1990年代はIT関連の製品が上がった。今は頭打ちで
す（図7 半導体・半導体装置（2）右）。GDPの世界名
目成長率5.6％と変わらない現象がしばらく続くことに
なるでしょう。
森山　ドイツ証券の佐藤さんは、1996年から本年第1四
半期までの平均年率成長率2.289と発表していますね。
堀江　図7左2000年～2004年の半導体予測は2.8です。
あと、最終製品はあまり伸びません。デジタルテレ
ビが1兆円見込めるごくごく限られた商品でしょう。
森山　三洋電機の田中社長は、当面デジタルテレビは
期待薄とおっしゃっていますが。
堀江　2005年ではインフラ整備されず、世界的にまだ
無理なのです。そうすると、2010年ですか。
西村　私自身はデジタルテレビは世界的に見て可能性
薄と。ブロードバンドが先行しそうです。

パネルディスカッション

「半導体産業は低成長時代に入ったのか、
競争力の格差はどうやって出すのか
何がドライビングフォースとなるか」

パネラー：飯塚哲哉氏
西村吉雄氏
中山春夫氏（㈱リコー電子デバイスカンパニー

デュプティプレジテント）
坂根英生氏（日本電子材料㈱

代表取締役社長）
堀江伸氏（ゴールドマンサックス証券会社

マネージングディレクター）
泉谷渉氏（半導体産業新聞編集長）

司　会： 森山武克
（SSIS運営委員　㈱フェローテック顧問

㈱スパンドニクス常務）



＜石原＞　2005年のブロード
バンドインフラを目掛け、次
の山がもう来ます。来年投
資しないと間に合わなくなる
と思います。今年末までは
設備過剰です。その中では、
日本市場が一番活気があり、
統計で23％前年同月比増。
7ヶ月連続二桁増です。
森山　かつてのシリコンサイ
クル4年周期は、もう終わったのでしょうか。
＜石原＞　かつてのような大波は無いですね。サムソ
ンがなぜ強いのか。それは、毎年売れ筋を徹底的に
調査しているからです。
森山　2005年まで低成長は続くのでしょうか。
坂根　ドライビングフォースが大変化し、1995年から

2002年の半導体市場は横並びになったと思います。
私の2003年の図5での予測には悲観的です。これから
日本の得意の家電アプリケーションから何か出てほ
しいと願っています。
飯塚　私は、失われた10年はこれから長い先の最初の

10年いう捉え方もあるよと言いたい。ここ数年は地
道に早く身軽になり、次時代の種を育まなくてはい
けないと思います。
中山　マクロ的にしかも金額で見れば低成長ですが、
数量はかなり伸びています。金額だけで見てはいけ
ない。今年末からは、稼働率がいっぱいになり、フ
ァンドリーから好きに調達できる状態がそろそろ危
ないと思います。
西村　今まで4倍集積のD-RAMが2倍になり、様々なウ
エハーも共存する。半導体産業全体が過去40年のト
レンドから少し逸脱し始めていると言えます。
泉谷　やはり製品構成の変化がドラスチックに起こって
います。1995年がこの分岐点だったと10年一日のご
とく言われますが、携帯、家電、自動車などを見ると、
日本半導体メーカーは凄い戦略転換をしています。
＜池野＞　太陽の時代は終わった。自分の見える範囲
で勝負する時代、自分の得意分野に特化していく時
代が来たと感じます。
＜谷＞　何をポイントに勝ち組になるか、この模索を
各社がしていく時代ではありませんか。ここ2、3年
は、フラットパネルディスプレーの大きな動きがある
と私は見ています。
＜溝上＞　泉谷さんの明るい話は過去10年間に日本半
導体の方々が一生懸命種を撒いた物ばかり。これか
らは、半導体メーカー自身が自力で新商品をクリエ
イトしていく必要があると思います。

＜崎谷＞　中国では国民全員
にフラッシュ付IDカードを
持たせる話が出ています。
2008年オリンピックまでに
は歩いてTVも見るようにす
るとか。これは実現する話
でしょうか。
堀江　中国需要はなかなか読
めません。でも、やる時は
やる国です。デジタルカメラ
の可能性もあると思います。
＜加藤＞　日本で一番元気な
トヨタは利益率がとてもい
い。会社の評価はやはり利
益率を見るべきです。日本
の会社は横並びが強い。今
後の復活には脱横並びです
ね。では何に特徴を出して
脱するか。やはりリスクを
背負って仕事をしないと利
益は出てこないと思います。
飯塚　この時代、みんな平均的なことをしていては活
路がありません。＜ぬけがけしませんか＞という提
案をしてみたいと思います。
資産は人材、高学力中国とどう付き合うか
森山　競争力の格差は人ではないかと私は考えますが、
皆さんはいかがですか。
坂根　大企業には高学歴者がたくさんいますが、組織間
がうまく機能せず、人もうまく育てられていません。私は
終身雇用などの日本の利点を維持しつつ、頑張った人
が報われる成果主義になれば一番いいと思っています。
中山　学歴に関係なく、何か一つの事に打ち込める人
が伸びます。
飯塚　数ヶ月か1年で成果が出せる人を選びます。最近
はそういう能力の人が多くなっていますね。
坂根　トヨタはジャストインタイムを強調し人材が育っ
ています。この「何でもやってみよう」精神には学ぶ
べき点が多いですね。
＜坂本＞　現在の中国と日本の勉強量の差には驚かさ
れます。将来を考えると、中国人材の活用が成功の
鍵ではないかと思うのです。
中山　確かに優秀です。しかし彼らには非常に欠けて
いる何かを感じます。もっと雇って結果を見たいと
思います。
＜徐＞　中国人は、文化革命まで経済発展をさせる気
持ちがありませんでした。ですから親父の背中から
学ぶ、先輩を見て学ぶということができないのです。
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堀江伸氏 中山春夫氏

西村吉雄氏



中山　優秀な人材を活かすた
めにも、日本企業がもっと
中国人を採用し、共に仕事
をする事が大切です。
＜川崎＞　人材の活用は、知
識面と解決面の2つをはっき
り分け、両方を大切に育て
ることが重要です。今後の
日本は、知識面の遅れが心
配です。
森山　企業は教育投資をしていますか。
＜川崎＞　売上げの1％もかけません。外資系企業はこ
の点、きっちりしていますね。これからはいろいろな
国の人が職場で切磋琢磨する状況が望ましいですね。
泉谷　アクティブに新しいモノ造りをする人達の老齢
化が顕著です。教育問題は重大ですね。
飯塚　日本の大学生1日の学習時間は1.2時間。米国は12

時間。今は中国もこのくらいの差があると思います。
西村　勉強しなくても困らなかったのです。
泉谷　それはリーダーの30歳代、40歳代がしっかりし
ていたからです。
西村　私は、世の中がどうなっているとか、面白い会
社はどこかという勉強を自らする大学生になってほ
しい。このためには会社側がしっかり見て採用し、
勉強する方が得なのだというしくみを作っていただ
きたいと思います。
堀江　問題はジョブセキュリティですね。人材が流動化

すれば危機感がでて自分で
勉強しないとやっていけな
いという気持ちになるので
はないですか。学生ばかり
でなく、技術者も財務意識
は薄いなどの問題点はあり
ますね。一つの方法として、
金融機関やいろいろな所に
インターンシップのように
人を送るなどすればいいと
考えています。
森山　最後に図5のメイン、悲
観、楽観の御選択と今後の
成長見込み商品をお聞かせ
いただいて終わります。
泉谷　私は楽観です。書籍は、
来年までに全てにICタグを
搭載することになりました。
他業種もICタグ、非接触IC

が必要になってきます。新ア
プリ創出は絶対にあります。
飯塚　感覚的には楽観よりも上です。携帯やデジタル
家電などが伸びると思います。
坂根　私はメインと悲観の中間です。携帯、自動車、
そしてあちこちに芽があると...。今までは何か1つの
製品が伸びると考えて群がってやってきた。これか
らは皆さん各々が得意分野をやる時代です。
西村　数値的にはメインです。今年後半はDVDがらみ、
大型TV、デジカメが続くと思います。DVDが中国市
場でいつ立ち上がるか。2005年にはブロードバンド。
日本もあちらこちらにホットスポットがある状態に
なってきました。
森山　皆さん、本日はありがとうございました。

＊＜氏名＞は会場からの発言者を示します。

注）図1～図7に示すバックデータはゴールドマンサックス証券
会社の資料から抜粋して掲載させていただきました。
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坂根英生氏 泉谷渉氏

飯塚哲哉氏

図1 昨年に比べ状況は着実に改善（1）

図2 昨年に比べ状況は着実に改善（2） 図3 今後の課題（1） 図4 今後の課題（2）



1．今年の企画はアゲインス
トな状況で始まった。失業率
7.3％関西の不況、昨年比2.3倍
の料金値上げ、株主総会時期
の開催、等である。
結果としては、講師パネラ
ーの方々の実績と名声にも助
けられ149人の出席者を得て、
会場満杯の盛況であった。関
西外から40％もの出席者で、
殆どが第一線の方々であった。
関西における“半導体・液晶産業の発展を考え、デ

ィベートする”場をつくりたいと念願して企画してき
たが、定着し始めたとの実感を得ることができた。
特集号ではなかなか全部表現しきれない。文字表現
による限界である。討論・講演・質疑応答はやはり現
場で聞き発言することが一番大脳にしみ込むと思う。
各人の論理の展開から真実が見えてくる。
（注）全プログラムの録音を忠実に原稿化したいわゆる

“テープ起こし”を実費にて販売します。迫力あり、
よく分かります。

2．今年の景気動向と成長分野
6.5％～8％　アナリスト2名＋パネリスト2人（名目）
10％以上　パネリスト2名
私は名目成長率で8％前後、実質で10％前後と推測し
ている。
いわゆる3種の神器であるDVD、デジカメ、カメラ

付携帯はまた伸びる余地がある。
次の成長分野はICタグと車載用ICであるとのコンセ

ンサスを得たと思う。
3．次の山は2005年
戦場（Battle Field）が日本に有利に移行している。ディ

ジタル家電を軸にした動きが加速して来る。ディジタル
TVの普及に時間がかかるとの説が主流であったが、その

間にブロードバンドのインフラ投資が始まり、このあ
とにD.TVの需要が立ち上がり、日本が世界でユビキタ
ス時代に向かっての先進的な動きをするのではないか。

4．人材育成
競争力格差の向上で、懸念材料は“人材”と“教育”
である。
病根は深く急速解決の道はない。
中国人3人の方の座談会でも感じられるが3人の見
識・経験のレベルは非常に高く、アジアにおいても日
本が人材のレベルで優位にある時期はそう長くないと
思う。
ヤングからシニアまでそれぞれが自己確立して個の
力を上げていく。
目標をまちがえずに設定し、やはり“勤勉”に継続努
力することだとつくづく思った。

5．今年は経産省の佐野審議官にまでお世話になった。
東芝さん三洋さんはじめ多くの企業の方々、SEMI、
JASVAの方々に心から御礼を申し上げます。
開催の予算は厳しく、毎年そうだが実際に何人の方が
来ていただけるのか、当日まで責任感で胸が痛みます。
御出席御支援のお願いをしたが遠方から来ていただ
き、更に沢山の方から丁重なご返信をいただいた。
おかげで内容のレベルの高いシンポジュウムが開催
できました。
友情とお心に感謝の気持で一杯です。
関西実行委員の小川、河崎、田中、麻殖生、三宅 各
氏、並に東京からかけつけお世話いただいた梅田委員
長ほか運営委員の方々に厚く御礼を申し上げます。
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図5 半導体・半導体製造装置市場（1） 図6 半導体・半導体製造装置市場（2） 図7 半導体・半導体製造装置市場（3）
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