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本文の表題「半導体
は1％産業にあらず！」
は、わが国半導体の現
状を逆説的に表現した
ものである。去る5月
24日に開催されたSEAJ

設立20周年記念講演の
ときに、同様のタイト
ルのスライドを使って
半導体の重要性を強調
した。

国内の半導体生産額の約5兆円はGDPの500

兆円に対比すれば1％に当たることから、「半
導体は1％産業」といわれることがある。
しかし、このような形での捉え方は半導体
の持つ強烈なインパクトを矮小化し、その重
要性を見失わせることになる。そのためか、
わが国においては半導体に対する国家戦略的
な位置づけがおろそかになっているように思
われる。
半導体が直接の基盤になっている電子産業
は約23兆円であり、半導体を支える装置産業、
材料分野産業はあわせて約2.5兆円である。
したがって、これら直接関連の分野を含める
だけで約30兆円、GDP比で6％の規模に達す
る。
しかし、半導体のインパクトは電子産業に
とどまらない。自動車・輸送分野（43兆円）、
通信・放送分野（28兆円）、金融・保険分野

（38兆円）、医療分野（36兆円）、教育・研究
分野（34兆円）など、多くの分野の高度化は
半導体の技術革新に支えられており、競争力
の根源となっている。合計で200兆円を超え、
GDP比では実に40％の規模に達する。
このような半導体産業の重要性故に、世界
各国では国のトップが先頭に立って半導体振
興に力を入れている。
最近のエピソードをご紹介したい。去る

6月8日、フランスのグルノーブル地区にある
STマイクロ社の300mmウエーハ工場を見学
させていただいた。そのときの話では、2003

年の竣工式でシラク大統領がテープカットを
行い、フランスにおける半導体の重要性を強
調し、激励の言葉を述べたとのことである。
シラク大統領に限らず、世界各国において
国のトップがこのような形で半導体を鼓舞す
る姿は枚挙にいとまがないほどである。日本
のみがその例外といえるかも知れない。バブ
ル崩壊以来約10人の首相交代があったが半導
体の重要性について言及した方は一人もいな
い。その背景には「半導体は1％産業」という
見方があるのだと思う。
シニア協会においてもあらゆる機会を捕え
て「半導体は1％産業にあらず！」という認識
を、わが国全体で共有できるように広めてい
くことを提案したい。

半導体は1％産業にあらず！ 牧本 次生 諮問委員

巻 頭 言

テクノビジョンコンサルティング代表
（元ソニー専務、元日立専務）

牧本次生諮問委員



日本の半導体と製造装置産業
これからの半導体製造装置産業がどうなっていく
のか。半導体産業と一体としてみる視点に立って、
私なりの考えを述べてみたい。
まず、世界の半導体製造装置メーカーの中での日
本装置メーカーの位置づけであるが、上位10社には、
日本企業が5社含まれている（図1、2）。技術変化や
立地的な変化も激しく、約20年の間に顔ぶれの大き
く変わる業界にあって、日本のメーカーは、健闘し
ているといっていいだろう。

マーケットシェアの推移に目を向けると、日本製
半導体製造装置は、90年代後半から2000年代に掛け
て40％を下回ってきたが、2003年以降、再び40％超
のシェアを持ち直してきている。
この間には、半導体製造装置メーカーの役割も大
きく変化してきた。1970年代に製造装置そのものの
開発・製造を担当してきたものが、プロセスレシピ、
インテグレーションと役割を増し、2000年代に入っ
ては、プロセスコントロールに関する分野も担当す
るに至っている（図3）。
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図1 世界の半導体製造装置メーカー 上位10社 図2 激しいプレーヤーの変化



特に1990年代後半から2000年にかけて、IDMから
水平分業のかたちへの変化が大きく進んだ。製造が
IDMの中からファウンドリーへ、開発が装置メーカ
ーへ移っていくというような変化が起きた。別の観
点から見ると、個別リスクの分散と変化と呼んでい
るが、製造では製造リスクのファウンドリーへの集
中により、需要より製造キャパシティが上回る状況
が生じ、製造プロセスの標準化が進むと同時に差別
化による付加価値が喪失していくという現象が起こ
っている。

R&Dにおいては、従来IDMの中で行われてきたも
のが、かなり装置メーカーへ移り、開発リスクもか
なりの部分が装置メーカーへ移行してきた。その間、
多種多様な開発項目が併存し、また重複して、トー
タルでみると開発コストが増している状況が生じて
いる。これに伴い、境界領域に生じる技術的なノウ
ハウが失われていることにも注目すべきであろう。
さらに、こうした分散化によって、トータル・リス
ク・コントロールの機能が弱体化した。全体最適化
マネージメントの不在という問題が顕在化し、ビジ
ネススキームの転換が求められているというのが今
日の状況であり、今後ブレークスルーしていくべき
課題であるといえるだろう（図4）。

IDM、装置メーカー、材料メーカーなどのメーカ
ー間で、マーケティング、R&D、製造キャパシティ
など、産業全体をみた摺り合わせを行い、転換に向
けた機能的なしくみづくりが重要になってきてい
る。今後の日本の半導体産業が伸びていくためのポ
イントになると思われる。

半導体産業の新たな成長
2000年の日本のGDP約511兆円のうち、半導体は
約1％の約5兆円である。しかし、輸送機器、通信放
送、金融・保険、医療、教育研究など、成長の見込
まれる産業の基幹技術としてみると、今後も重要な
位置付けにあることに変わりがない。半導体産業は、
すでに成熟したなどともいわれているが、20兆円以
上の市場規模をもち、さらに10％程度の成長を続け
る産業は少ないのであって、いまも成長産業である
という認識に立っていいだろう。そして、シリコン
サイクルは新たな成長の原動力となると考える。
半導体関連産業の中長期的な見方としても、見通
しは決して暗くない。BRICsなどの発展、2007年以
降のデジタル放送の本格化、北京オリンピックの開
催などを背景として、世界的なデジタルネットワー
ク時代が到来する。いまはその準備期間といえるだ
ろう（図5、6）。

デジタルネットワーク時代に注目される分野に
は、モバイル、デジタルホーム、車載電子機器、デ
ジタル家電といったものがピックアップされるが、
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図3 半導体装置メーカーの役割増大 図4 2000年までのビジネススキームの変化と問題点

図5 半導体を牽引するアプリケーション



これらは日本の得意分野である。日本の半導体産業
の今後は、新たなアプリケーションが牽引すること
で、さらなる成長ステージへ向かいつつある。そこ
を踏まえ、設計から生産までの知見と工程間の擦り
合わせが重要になっているわけである。そして、こ
れは半導体メーカーおよび製造装置メーカーにとっ
て実力を発揮するチャンスといっていいだろう。

日本半導体産業の挑戦
技術的にはAdvanced Gate、Interconnectといった課

題がまだブレークスルーされていない。一方で、
R&D費用が肥大化し、開発期間も長期化している現
状を改善していく必要がある。その実現のためには、
各メーカーが部分最適をめざすのではなく、それぞ
れの強い技術を持ち寄って全体最適をめざす取り組
みが重要になってくるだろう。
キーファクターは、明確なミッションをもつこと、

First-classのリソースを結集すること、そして革新的
な技術をもつこと、である。これらは、以前からも
いわれてきたことだが、これからは、さらにビジネ
スと技術のターゲットが調和し、新たな製品戦略に
マッチした開発、製造が行われていくことが求めら
れてくるであろう。
デバイスメーカー、装置メーカー、大学、コンソ
ーシアム、政府らによる、明確なターゲットをもっ
たイノベーションへの協業が重要だ。ここでは、そ
れぞれがリスクを軽減するためだけのコラボレーシ

ョンでは絶対に成功しないというのが、私の見方で
ある。つまりは、この協業においては、ビジネスに
直結したコラボレーションである必要がある。サイ
クルタイムの短縮を含め、それぞれがリスクをもっ
て臨むべきであろう。
そして、最後に私からの提言がある。コラボレー
ションを行っていく時、参加する企業、機関それぞ
れが世界一になるんだということを前提として、取
組んでいかなければ、強くなっていかないと思うの
である。これからは、生き残り戦略ではなく、世界
一戦略に転換していかなければならない。こうした
ことを実現してはじめて、日本の半導体産業は、再
び世界で評価されるようになるであろう。
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図6 デジタルネットワーク時代への突入

講演会場風景
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ナノテクノロジーの概要と応用分野・戦略
1ナノとは、寸法的には10－9m、10オングストロー
ムで原子サイズの数オングストロームより、少し大
きいサイズとマクロでは捉えることができる。遺伝
子や分子、デバイス的には現状の最先端LSIパター
ンレベル（100nm以下が対象）である。そして、ナノ
テクノロジーとは、遺伝子・分子・原子のクラスタ
をハンドリングする技術である。
物理的にいうと古典力学と量子力学の境界領域と
いうことができる。その意味で、ナノテクノロジー
は「未知の物理」発現の温床であり、21世紀産業の
ための根幹科学技術といってもいいだろう。
ナノテクノロジー研究の進め方

ナノテクノロジーの研究には3つのタイプがある。
第1タイプの「トップダウン型研究」は加工精度を
極限まで細かくしていく、あるいは今あるものをさ
らに小型化させていく技術の追求がそれにあたる。
例として、LSIの集積度は、シリコンウエハ上の加
工精度によって決まるが、現在の物理的限界を突き
破る可能性を秘めるのがナノテクノロジーである。
第2タイプの「ボトムアップ型研究」は、原子や分
子を1つずつ積み上げて新しい特性をつくる技術を
対象とする。10～20年先を見越した取り組みである。
IBMで、原子一個一個を原子針で捕まえ、積み上げ
て素子をつくる技術が開発されたが、いかにモノづ
くりに応用していくかが今後の鍵である。
そしてさらに第3タイプの「自己組織化研究」は、
プログラムを与えることにより、原子や分子が自動
的に並び、いろいろな機能をもつようにする技術で
ある。
ナノテクノロジー市場の成長

我が国の市場規模から見ると、2005年2.4兆円が
2010年には27兆円という予測がある。内訳は、半導
体を含めたIT・エレクトロニクスがおよそ半分、次
には、ディスプレイ、磁気記憶媒体ほかのプロセス
マテリアルと続く。世界的にも65兆円規模の産業へ
と成長が予測されている。

ナノテクノロジーの歴史は、1959年、リチャード
P. フェインマン教授の微少世界の可能性に関す予言
から始まり、以来、先進国はアメリカである。アメ
リカでは、ナノテクノロジーの発展戦略として、
NNI（National Nanotechnology Initiatives）さらにNNP

（Nanotechnology Reseach and Development Act＝国家
ナノテクノロジープログラム）を立ち上げ、2005年
以降4年間で3700億ドルの巨額の予算を投じようと
ている。

NNIでは、図1のようにIT分野、ライフサイエンス
分野、新機能材料、環境・エネルギー分野の4つの
目標を設定している。
日本では、21世紀の産業革命を生み出す基盤技術
としてライフサイエンス、情報通信、環境と並んで、
ナノテクノロジー・材料が総合科学技術会議重点四
分野の1つとして上げられている。日本にも40年の
ナノサイエンス蓄積があり、微細なものを扱うとい
う点で、日本人の技術に合っているともいえる。産
学官の連携の実践、知的財産の保護、標準化の取り
組みなどを含めて、今後は産業化への取り組みが重
要である。

図1 ナノテクノロジーで何が可能か？
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ナノテクノロジーの現状と展望
松岡秀行（㈱日立製作所 基礎研究所 ナノ材料・デバイスラボ ラボ長）
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今後のナノテクノロジーの応用分野としては、図2

のような拡がりが考えられる。
産業としてみれば、2002年に「n-Plan 2002」とし
て、図3のように重点投資を行うべき12の産業分野
が上げられている。①～④は、トップダウン型として
既に進められるものであり、⑤以降のものは、ボトム
アップ型として、今後産業化が進んでいくだろう。

IT・エレクトロニクスに向けたナノテクノロジー
IT・エレクトロニクス分野でのナノテクノロジー
について、いくつかの例をみてみよう。まずはスト
レージ、急速に高くなる記憶密度の壁をナノテクノ
ロジーで突破することができた。面記憶密度の推移
をみると、1995年以降おおよそ年率100％の伸びで
増大してきているが、さらに伸びていくためには、

垂直磁気記録やパターンドメディアといった新しい
技術が必要になっていくだろう。
半導体の国家的なプロジェクトとしては、産業界
においては「あすかプロジェクト」、政府主導で「半
導体MIRAIプロジェクト」、政府・産業界で「HALCA

プロジェクト」と3つのプロジェクトが進行している。
そして今後のステップとして、あすかとMIRAIが統
合し、2006年度から新しいプロジェクトが発足する
ことが発表されている。
半導体分野におけるナノテクノロジーの適用例を
みてみよう。典型的なのは DRAMであり、HSG

（Hemispherical Grain）と呼ばれるSi系薄膜生成技術分
野において50nmのスケールで表面を荒くすることで、
メモリキャパシタの実効面積増加に成功している。
トランジスタでいえば、既にデファクト化されつ
つあるものとして、Si-Geバッファー層を加えた歪シ
リコン技術がある。単一電子メモリも典型的で、非
常に小さなアイランドに電子を閉じ込め制御する技
術である。
最近の成果としては、様々な新しいメモリが検討
されていることが挙げられるだろう。代表的なもの
としてMRAMがある。磁気を活用して、ナノメータ
ーのスケールで制御し新しい素材と組み合わせるこ
とで、飛躍的な性能向上が期待でき、実用化検討が
進められている。

Quantum Dot Laserは、活性層を量子ドット状にす
ることによって性能を上げるレーザーで、量子ドッ
トの寸法をバラツキなくつくることが課題である
が、クリアされれば実用化に弾みがつくだろう。
Quantum Computingなども、まだ適用例はないが、
将来的に期待がかかる。その他、モバイル用デバイ
ス、有機トランジスタ、非接触ICチップなど、様々
な発展性が期待されている。

高機能材料開発のためのナノテクノロジー
次世代実装材料の動向としては、LSIチップの高
密度高集積化に伴う大量発熱対策の材料として高熱
伝導樹脂、高周波化と同時に伝送損失が増大してい
る問題に対する低誘電損失樹脂、受動素子を内蔵化
するナノ粒子高誘電体などの開発が求められている。
高熱伝導絶縁樹脂は、ナノレベルで高次構造制御
することで高熱伝導性を発現させるもので、LSIチ
ップ封止樹脂のほか、自動車実装部品、回転機等の
絶縁樹脂としても期待されている。
低誘電損失樹脂は、誘電体の損失の主因が配向分

図2 ナノテクノロジーの応用分野

図3 ナノテクが創る新産業
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極であるということに注目し、分子レベルでの抑制
によって、損失を軽減するものである。
ナノ材料として最も知られるカーボンナノチュー
ブは、図4のように非常に広い範囲での応用が期待
されている。
トランジスタということでみると、最初に室温動
作のFETが出たのが1998年、デルフト工科大学と
IBMからボトムに電極を設けて、その上にカーボン
ナノチューブをはわせることによって、トランジス
タ特性を確認した。いかに狙ったところにカーボン
ナノチューブを置くかが課題であった。
その他の応用例としては、電子源として高分解
能・高スループットCD-SEM、燃料電池用電極とし
て高出力DMFC、自動車用新素材として低コスト耐
熱・電磁波吸収材料など、様々な分野での応用が検
討されている。
更にカーボンナノチューブは大きな構造体の性能
を向上させる分野でも応用が期待されている。高価
な合金元素添加によらず、材料組織制御により高性
能化を実現しようというわけである。強度と靱性の
トレードオフを、結晶粒微細化強化によって改善し、
タービン部品や化学プラント部材などの高性能化・
高信頼度化・長寿命化・製造性向上などが期待される。

ナノ基盤技術：計測・加工・シミュレーション
一方で、計測・加工・シミュレーションといった

「ナノ基盤技術」をおろそかに考えることはできない。
これは、実際のナノテクノロジーを実用化する上で、
非常に重要な技術である。超高圧の電子顕微鏡や核
磁気共鳴装置、極端紫外線露光、バイオ用計測装置、

ハイエンドコンピューターなどが必須となってく
る。弊社の例では、1MVの高電圧電子顕微鏡を用い
ることによって、記録磁界のナノメートル可視化を
実現した。

ナノテクノロジーの事業化戦略と社会的影響
ボトムアップ型ではまだ技術開発と事業化の間に
大きなギャップがある。こうしたギャップを解消す
べく、わが国ではナノテクノロジービジネス推進協
議会が設立された。産学官が連携し、シーズの研究
を行っている。
一方、事業化に向けた研究が進む中では、ナノテ
クノロジーが人体や環境に与えるリスクはないのか
を検証する動きもみられる。ナノテクノロジー標準
化調査委員会などで、調査検討されている。
わが国のコアコンピタンスは、やはり高い技術開
発力に裏打ちされたモノづくりということがいえる
だろう。ナノテクノロジーは、これからのモノづく
り基盤技術の要である。ナノテクノロジーを制する
ものが産業を制すといっても過言ではない。
ナノテクノロジーは、日本の得意領域であり、日
本テクノロジーの復権を図り得るチャンスでもあ
る。その実現のためには、新材料探索・デバイス化
技術・先端計測技術等の強み技術を活かし、異分野
融合を進め、産官学連携と戦略的な重点投資による
競争力強化が必須であろう。今現在、エレクトロニ
クスのジャンルにおいては、微細化の限界突破、電
力問題など不完全燃焼を否めない。しかし、ブレー
クスルーへのチャレンジは続いている。

図4 ボトムアップ型カーボンナノチューブの応用分野 講演中の写真
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近年インド産業の発展、中でもソフトウェアー・
IT産業の成長と消費市場の拡大は中国と並び先進各
国の注目をあつめています。去る8月23日東京コン
ファレンスセンター品川（アレア品川）に於いて、
㈱セミコンポータル主催のインドセミナー：［グロ
ーバルパワーと事業戦略］が開催されました。この
セミナーは IMA国際経営者協会、SSIS半導体シニア
協会が後援しており、SSISからも川西会長、梅田運
営委員長ほか多数参加聴講されました。以下に、業
界関連情報を中心に、概要を報告します。

Ⅰ．来賓挨拶
1．駐日インド大使挨拶：マニラル・トリパティー氏

1）このセミナーは貿易、投資、技術の分野で日本と
インドの関係を一層緊密化してくれる良い機会であ
り、又同時に日印間の経済関係強化や未開拓の大き
なポテンシャルについて相互の意識を高める機会と
して重く受け止め、主催者のご努力を歓迎いたします。
2）日本とインドは何世紀にも亘る関係を有していま
す。仏陀釈尊の教えが日印の恒久的絆となっていま
す。両国は歴史を通し、相互の文化を豊かにし合っ
てきました。両国の友好の基盤は確固たるものです。
しかしながら、日印関係は完全には発展しておら
ず、多くの分野で両国の連携関係には潜在化したま
まのものがあります。
3）いま、インドは世界の中でも急速に成長を遂げて
いる国の一つです。10億の人口がおり、中産階級は
3億を超え、大きな市場であり日増しに成長していま
す。経済は1990年代年率平均6％の成長を生み、む
こう10年間も年率7から8％の成長が見込まれていま
す。2003年10月のゴールドマン・サックス社の報告
書によると、インドは2030年には中国、アメリカに
ついで世界第三の経済大国となると予想され、2050

年にはGDPで27兆ドルを達成し米国を追い越すと予
測しています。
4）インドは人的資源の面でも将来非常に可能性に富
んでおります。10億以上の人口の中4億人以上が現

在18歳未満で、2015年でも5億5千万人が20歳以下
であろうと推測されています。15歳から50歳の8億2

千万人の労働人口が構成されているのです。教育施
設も充実しており、その数は290もの大学、1,500の
研究施設、そして10,000校を越す高等教育センター
からは毎年9,000人の博士をはじめ多数の修士、学
士、技術者を輩出しています。
5）この若者たちは英語を話しIT技術を得意とするも
のが多く、グローバルな舞台で活躍中でインドが知
識産業におけるアウトソーシングとサービスの選び
抜かれた対象国となってきました。フォーチュン誌
500にランクされる多国籍企業のうち、すでに100社
がインドに研究・開発拠点を置き、200社が仕事を委
託しています。インド政府は国家知識委員会を立上
げ、知識経済と知識社会の構築に備えていきます。
6）今日、インドは海外投資誘致に関し大変フレンド
リーな政策を打ち出しております。すでにインドの
IT企業は70社も日本に拠点を構えていますが、その
シェアーは未だ少ないのです。
冷戦終結後のグローバリゼーションの大きな流れの
中で日印両国の交流も進み、2000年8月, 森喜朗前内
閣総理大臣訪印の際に「日印グローバル・パートナ
ーシップ」に合意しました。これを機に政治的にも
経済的にも関係が大きく前進しました。
7）日本がアジアの再興、新しい世界の出現に重要な
役割を果す責務を担っているのは疑う余地がありま
せん。
8）一方10億の人口を抱える民主国家インドが経済
大国として、新しい世界において重要な地位につく
時が来たのです。
9）日印の協力は、今世紀を真のアジアの世紀にする
ために貢献し、グローバリゼーションが急速に進む
中、平和で公正な民主的・多極的な世界秩序形成に
重要であります。
私どもは自信と情熱と期待を持ってこれからの関
係発展を楽しみにしています。

後援会セミナー（8月）

インドセミナー報告
片野弘之（SSIS事務局長）
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Ⅱ．プレゼンテーション概容
1．インドの経済力：

駐日インド公使（経済・商務） K. タクール氏

1）インド経済は80年代政局の安定と共に徐々に立
ち上がり、1991年政府の経済改革政策を機に年率
6％を越える成長路線に入り、豊富な人的資源を柱
に将来も安定的に成長が期待されている。
2）インドの最大の強みは『人口構造における優位
性』である。
2．インドの情報技術と経済成長：

国際基督教大学準教授　近藤正規氏

1）インドで IT産業が突出している要因：◇政府が
高等教育に力をいれ、特に優秀な大学生を IT系にシ
フトさせている。◇米国との時差がほぼ12 hr遅れの
ため、米系企業の昼間の業務に対し IT、ソフト業務
を半日遅れで消化し、翌朝供給が可能。
2）このためインドソフト産業に占める米の比率は
60％に達しており、米国の ITを支えているのはイン
ドともいえる。
3）今後の課題：◇より高付加価値のソフトウェア産
業への展開◇ハードウェア産業の育成と国全体への
成長効果の波及◇日本との結びつき
3．インドへの投資と事業機会：

JETRO国際経済研究課課長代理　椎野幸平氏

1）現在、インド産業の中核はIT・ソフトであり、そ
の輸出の伸びは驚異的で2000年以降30％台の高い伸
びを続けている。
2）日印間にはソフトウェア貿易に関し20％の源泉
課税制度があり、この制度のない米欧に比べ不利と
なっている。
3）携帯電話急増を背景に、ノキア、LGがいち早く
インド現地生産を決めている。
4．世界の企業が狙うインド市場：

FTD Technology Pte Ltd. 社長　 P. バラ氏

1）ITソフト、LSIの開発製造拠点として以下のよう
な位置づけがされている。
◇基礎開発：北米、日本、欧州、韓国
◇R&D拠点：インド、イスラエル、ロシアほか
◇量産拠点：中国、メキシコほか
◇物流拠点：シンガポール、ドバイほか
2）この分野での日印の取引のポテンシャルは非常に
高いのに実績は未だ低いのが実態。ビジネス習慣の
違い、コミュニケーションの問題等多少の障壁はあ
っても、FTD社はそれらをサポートし、もっと両国

間のビジネスを広げてゆきたい。
5．インドにおけるビジネス展開：

横河電機㈱海外事業部企画部長　関口裕助氏

横河電機がプラントの据付・運転のエンジニアリ
ングサービス部門としてのインドでのビジネス成功
例を紹介した。
1）インドへの進出：1980年インド財閥Blue Star社
と合弁でバンガロールに設立。89年株式上場。2003

年合弁を解消し［横河インドLtd.］として独立。従
業員703人（内日本人3人）。
2）個々で注目したのがインドのソフトエンジニアの
力量。インドの拠点は横河インドに置きここで毎年
50～100名の新人教育を行い増加するグローバルな
ニーズに対応している。この制度は好評で、現在は
離職率も低く事業も安定している。
6．インドのエレクトロニクス産業と市場の動向：

㈱野村総研副主任研究員　植村哲士氏

1）ここ10年来日本の企業でインドに進出し成功し
なかったという話を耳にすることが多々ある。 自動
車産業等で定着成功している例も多くあるが、それ
らは低コストを利してここを拠点に部品や中間製品
として輸出しているケースが多い。
2）国情を冷静にマクロ的にみると：
［供給面では］エレクトロニクス製品では、サムス
ン・LGなど韓国企業の人気が高いが、分野によって
は台湾、NIESの製品も進出していて、日本企業が先
端製品・高級品で進出しても競争力があるとは限ら
ない。特に家電品では日本企業は他国の企業からベ
ンチマークされているケースが多く、販売戦略を絞
らないと勝機が薄い。
7．インドのIT人材を日本経済にいかに活用するか：

Nihongo Bashi Singapore社長ティルパシーカーティク氏

当社は言葉の問題を解決するために、インド主要
4都市に、現在インド最大の日本語教育校を有し、
インドと日本の架け橋になろうとしている。
・本年度卒業予定者600人(全員IT企業へ内定)
・来年度卒業予定者1000名教育中
・日本人教師がフルタイムで週2～3回教鞭。
・日本語、日本文化、IT技術用語、ビジネス用語の
徹底教育
・日本の大学と交換留学制度の提案を図りたい。
・インドにおける日本語教育に関心を寄せて頂くと
同時に、スカラーシップ、スポンサーのご協力も
お願いしたい。
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司会 本日はお出で頂き有難うございます。中根様
のことは皆様既にご存知と思いますが、話の都合
上簡単にご紹介させて頂きます。
東京応化工業様を半導体用感光樹脂の世界最大
手に成長させ、グループ年間総売上げ高約900億
円、総従業員数約1800人の企業にした立役者で社
長・会長を歴任されておいでです。
私が今春、中根様を当協会に入会勧誘させて頂
きましたご縁で、早速ご登場頂いた次第です。よ
ろしく御願い致します。
まず最初に、ご出身地、若い頃興味を持って取
り組まれたこと、東京応化さんに入社されるまで
の経過などをお話頂きたいと思います。
中根 昭和5（1930）年4月、東京・品川区・大崎生
れの戦争育ちです。小学校当時からずっと戦争だ
ったので、最近の皆さんがやっていたような遊び
や趣味類のものとはずっと無縁だったですね。兵
隊ごっことかチャンバラごっことか、そんな程度
でしたね。
旧制中学（現高校）卒業後、働きながら勉強し
ようと、横浜工業専門学校（現横浜国立大学）応
用化学科に入りました。
東京応化に入った経過は、戦中の学徒勤労動員
で高砂香料（当時高砂化学工業㈱）で働いていた
時、化学の仕事って面白いものだなと思ったこと
が発端です。そこで高砂に入社希望を出したが、
戦後不況で人員整理から一時解散までしている最
中で採用どころではなかった。そして有機香料事
業の一部を、東京応化に人を介して技術移転して
いた。同時に東京応化に移った当時の上司になる
人から「丁度良いから来いよ」と誘われ、また
「多いに勉強しなさいよ」と励まされて、午後4時
頃には通学の為帰してもらったりしていましたけ
れども、結局そのまま東京応化にいままで居着い
ちゃったんですよ。（笑い）
司会 次に、これが今回の主題ですが、東京応化さ
んで半導体用感光樹脂を開発された経過とご苦労
された点などをお話願います。この成果で発明大
賞や発明協会会長賞、紫綬褒章、東京大学からの
工学博士号、勲三等瑞宝章などを授与されてい

ますね。
中根 まず東京応化に入社当時、会社が水酸化ナト
リウム・水酸化カリウムなど無機材料の製造しか
やっていなかった為、無縁だった電子業界との縁
を作れた所から話します。
当時ブラウン管に蛍光体を着ける接着剤（珪酸
カリ原料）は米国製だったんです。非常に高価だ
ったし今後共伸びる材料なので、国産化しようと
通産省が音頭をとり、まず珪酸塩業界に話を持ち
込んだのですが、関係各社は従来市場に比べて需
要が小さく且つスペックも厳しいので断っちゃっ
たんです。では何処かないかと考えた結果、原料
が珪酸カリだから次はカリ塩業界に声を掛けてみ
ようということになり、丁度当社の社長（当時）
がカリ塩懇話会の理事をしていた為、当社に話が
舞い込んできたんです。これが電子業界への参入
のきっかけでした。
当時の社長は日頃から新しい仕事がないかと探
していたので、これ幸いとすぐに飛びついてそれ
をやったんです。珪酸カリは酢酸バリウムなどの
電解液などを用いるのですが、当社社長（当時）
の出身である東京工業試験所などの協力を得なが
ら苦心惨憺の末独自技術でやっとでき、「オーカ
シール」と名付け、発売しました。
司会 何年頃の事でしょうか
中根 昭和30（1955）年頃でした。これで初めて電
子業界と関係が作れました。電子業界というのは、
反応が早くて市場が大きく当社製品は面白い様に
売れ、かなり儲かり、それで設備を買ったり工場
棟を建てたりしました。
次に感光樹脂を始めた経過を話します。この工
場で桂皮酸を作っていたら、ある時米国コダック
社から大量注文が来たんです。しかし桂皮酸の製
造は少量だったので断りました。何に使うのか始
めは判らなかったのですが、月日が経つにつれ何
か新しい感光樹脂製造用なのではということが、
だんだん分かってきたんです。
当時は仕事がない時だったので、自分達で製品

（感光樹脂）まで造ろうということになり、全然
畑違いのことだったので東工試に協力してもらい

半導体用感光樹脂と
関連設備、開発物語

中根久会員
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ました。
米国特許を調べると分かるんですよ。桂皮酸と
ポリビニルアルコールを化学結合させてできるポ
リ桂皮酸ビニル、当時の半導体業界で広く使われ
ていた、いわゆるコダック製“KPR”です。
司会 KPRとは懐かしい名前ですよね。よく使いま
したから。
中根 そうです。それの分析調査を指導・応援して
もらいました。結局、東工試で発明した特許を使
わせてもらって、KPRより安価で且つ経時変化で
も固化（ゲル化）しない“TPR”を実用化できま
した。
司会 何年頃ですか
中根 昭和37（1962）年頃ですね。そのTPRを持っ
て、まずネームプレート屋さんやプリント基板屋
さんへ売込みに行きました。いずれも選択エッチ
ング（化学食刻）のマスク用ですね。コダックの
KPRも主にそこに売っていましたから。
社内は従来の無機材料中心で、営業マンも異業
種へ行くと馬鹿にされるからと、誰も行ってくれ
ないし社内の協力も得られないので、自分で営業
もやったんですよ。そのお陰で新規の電子業界の
人達との関係も深められました。
プリント基板屋さんに行ったら、丁度スルーホ
ールと言う新技術が勃興している最中だったんで
す。TPRはメッキに耐えるはずだからとテストし
てもらったら、「こんな良いのは始めてだ」と喜
ばれ、多くの基板屋さんに使ってもらえる様にな
りました。
但しその後しばらくしたら、我々の知らない間
にドライフィルムが登場して全部置き換えられま
したがね。
スタート時は半導体業界には殆ど行きませんで
したね。どんなものか判りませんでしたから。
細々と1社位でしたかね。

その後微細化の進展等で母材がゴム系に移って
行き、接着力の優れたコダックの“KMER”の精
製同等品が造れたら半導体でも使っても良いとの
話が出てきた。そこで対抗品として“OMR-81”
を開発しました。昭和43（1968）年頃ですね。
司会 OMRも懐かしい名前ですよね、よく使わせて
頂きましたから。これはすんなり出来ちゃったん
ですか。
中根 それが最初はKMERの正体が何だかよく分か
らなかったんです。それでいろいろな所で分析し
てもらってもゴムだというのは分かるんだけど、
「普通のゴムじゃないよ」という返事しかないん
です。「おかしいな」と言ってね。
そこでまた先行技術を調べると見つかるんじゃ
ないかと思って、仕事が終わってから米国化学会
誌やその他の文献を毎晩家に持帰り調べていた
ら、仏の会社が出したレポートからヒントを見つ
けたんです。いわゆる環状化ゴム系統ですね。
本格的にゴム系をやるには場所が要るが、現工
場では狭いのでどうしようかと。丁度有機系のも
のを造る子会社の工場があったんで、そちらに仕
事を移して、製造を行いました。
もちろん新ラインを作るんですから、採算に合
う受注が取れるのかなど、判らないながらも自分
なりに毎晩家に帰ってから検討しました。
ゴム系材料のOMRを造るには、原料ゴムの選
定・入手とゴム中の異物除去の2点が問題でした。
原料ゴムとしては種々検討の結果、可溶性の良い
原料の選定で解決できました。ゴムの異物除去に
ついては遠心分離機の活用で解決しました。異物
問題はコダック製KMERでも問題で、一部の半導
体メーカーは当社に異物除去のみを費用を払って
頼んでいた時期もありました。
従って異物対策を強化した新製品（OMR-83）
で、やっとコダック社等海外メーカー製品を駆逐
して、国内半導体メーカーに大量採用されるよう
になり、世界トップへの足がかりが出来るように
なりました。昭和46年（1971年）頃ですね。
次の世代の国内初の半導体用ポジ型レジスト

（OFPR）開発では、新聞などの印刷原版用レジスト
として既にポジ型を開発していたので役立ちまし
た。またこのレジストは樹脂オリエンテッドな点
があり、たまたま選んだ樹脂が良かった為と樹脂
担当者が頑張ってくれたことでうまく出来ました。
しかしその後の量産用樹脂素材の入手には苦労
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しました。何しろ素材メーカーから見ると、納入
量が従来顧客に比べて極少でかつスペックは厳し
い為、テストサンプルを造っただけだと言われて
量産供給契約してもらえないのです。直接私が先
方に何度も出かけて、将来性・メリットなど説明
し、説得してやっと契約してもらえました。
こうして米国大手半導体メーカーからも大量受
注が取れるようになりました。昭和48（1973）年
頃ですね。
司会 話は尽きませんが、そろそろ次の話題に移ら
せて頂きます。化学薬品メーカーの東京応化さん
が半導体製造用設備開発・実用化に取組まれた経
緯とご苦労をお話願います。この関連でも全自動
プラズマエッチング装置の開発・実用化で第10回
市村賞貢献賞を受賞されていますね。
中根 OMRレジスト販売時期に、レジストの剥離方法
として、それまでの有機溶剤を用いたウェット方
式に対し、プラズマガスで電気的に分解させるド
ライ方式（アッシャー）が導入され始めていました。
当社は有機剥離剤も売っていましたので、売上
げが減る危機感から、その対抗策を考えていまし
た。米国製のアッシャーの故障が多く、お客さん
から「国産化してもらうと助かるな」と言われた
のがきっかけでした。
「それではやってみるか」と始めたんです。昭和

46年（1971年）頃でしょうか。さらにその延長と
なるエッチング装置も始めました。しかし化学薬
品メーカーですから電気屋はいない。真空系は化
学機械屋でなんとかできるんだけれども、発振機
がうまくできないんです。市販のよいものは価格
が合わないので、小さなメーカーに頼み込んで低
価格のものを使いました。その結果として少量販
売した装置でもお客さんからクレームだらけで、
社内でも社長（当時）以下皆に怒られたり、大変
苦労しました。最も苦労した点は自動化の為のオ
ートチューニング（発振周波数同調）機構とエッ
チング終点検出機構でした。エッチングでは終点
検出が必須条件となったからです。
オートチューニングでは、それまでのウェハー
多数枚数処理ではプラズマ空間が大きく無理だと
限界を感じて、狭い空間で済む1枚処理化を考え
つきました。
終点検出法としては、コダック社のセミナーで
発表されたスペクトル表がヒントになりました。
エッチングが終わりに近づくとプラズマ中のフッ

素ガスが最も顕著に変化する筈だと考えました。
そこでフッ素ガス発光波長検知方式を採用して解
決できました。これらが現在も使われている装置
の原点で、世界初の全自動・枚葉式プラズマエッ
チング装置（OAPM）を開発・実用化できました。
昭和52年（1977年）頃でした。
この装置のその後の動きでは反省点もあるんで
す。米国で売りたいと言う人が何回も私のところ
に来たんですけれど、日本の景気も良かったし、
装置の方もすごく良く売れていたんで、海外に何
台かは売ったんですけれど途中で止めちゃったん
ですよ。今考えれば惜しかったですね。
司会 いままでのお話を伺っていて、中根さんがこ
れだけの新事業を成し遂げられた基本の性格と言
いましょうか、他の一般の人達との違いは何処だ
とご自身でお考えですか。
中根 多分「へそ曲がり」だったんでしょうね。小
さな、先の見通しの付き難いビジネスに一生懸命
になるような。それが結果的に会社を進歩させる
こともあるんですよね。そして私個人も東京応化
全体も、「やりかけたら後に引けない性格」のよ
うですね。よく言えば「起業家魂」ですかね。
司会 話変わって、一昨年相談役に退かれて以降、
最近はプライベートも含めてどんな活動をされて
いますか。
中根 私は最近、（社）発明協会本部や同会の神奈川
県支部の各理事の他、大学同窓会の顧問に名を連
ねています。
最後に、翻って見て多くの方々のお世話になり、
厚く御礼を申し上げます。
司会 本日は長時間、大変興味深い貴重なお話をお
聞かせ頂きまして有難うございました。

（まとめ：高畑幸一郎、
同席：内田雅人、遠藤征士　各編集委員）
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別れとその後
1961年3月から5月末までのRCA研修期間はあっ
という間に終わり、ライラックの香る5月の末、後ろ
髪を引かれる思いでSomervilleを後にした。しかし帰
国後もDickを始め、知り合ったRCAの人たちとの文
通が続いた。Dickの趣味の一つは郵便切手の収集で、
折にふれてはDickの好みそうな切手を贈呈したりし
た。1 9 6 2年 1 2月、切手に対する謝礼とともに、
Mountaintopから再びNew Jerseyに転居したことと、
Juneが妊娠し1963年1月が出産予定日である旨を伝
える手紙がとどいた。Juneは今度は男の子のようだ
というが、Dickは“I will just wait and see”と冷静であ
った。Juneは翌年予定通り出産したが、Dickの予想通
り女の子でSoniaと名づけられた。これでHuntzinger

家にはイニシアルSを持つ四つの花が出そろった。
（Dickは常々娘達を花に例えて話していた。）

RCAの消滅
私はその後も数回RCAを訪問したが、Geアロイト
ランジスタ時代からSi時代に移行するとともに、そ
の活力が失われてゆくように感じた。CMOSやSOS、
液晶技術などの開発面で先鞭をつけながら、製品化
には遅れをとることが多くなった。そして1986年、
RCAは半導体からの撤退を決意し、Somerville工場は

Harris Semiconductorに買い取られ、“The Most Trusted

Name In Electronics”と自負していたRCAは姿を消し
た。これを期にDickも“licensee service manager”の
地位を離れ、生れ育った故郷Palmyraに隠せいした。

再 会
1987年 12月、米国における学会に出席の帰路、

Harrisburg空港に降り立ちPalmyraの新しいHuntzinger

家を訪ねた。10数年ぶりに見るDickは、62歳になっ
ていたが年の割には老け、かっての精かんともいえ
る青年ビジネスマンの容貌は失われていた。一方June

は、子育てを終え生き生きとして、近くのHerseyチ
ョコレートで有名な製菓工場や創業者Milton Hersey

が寄付した学校、コンサートホールなどを案内して
くれた。このとき、戦後まもなく駐留軍兵士が持ち
込んだHersey・chocolateを思い出し、それがDickの
故郷に近い所で作られていることを知って、ある種
の感慨を覚えた。
その後、私は訪米する度にPalmyraのDickに電話
し近況を話しあったりしたが、Dickは今度は何時
Palmyraに来るかと尋ねるのが常であった。1993年訪
米の折にも同じことを尋ねられ、来年こそ必ず行く
よと応えたが、その約束を果す前にDickが世を去る
とは夢想だにできなかった。

Dick Huntzinger氏の思い出（2）
大野　稔（㈱日立製作所半導体事業部OB）

写真1 四女Sonia生まれる（左から3人目）（1963年夏頃） 写真2 Palmyraにおける引退後のDick（1987年12月）
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再びPalmyraへ
冒頭に書いたように、Dickの死を伝えるJuneの手

紙の返事のなかで、近く訪米する折りDickの墓を訪
ねたい旨を伝えた。この約束を果すため、1994年12

月再びPalmyraを訪れた。空港に出迎えたあの気丈な
Juneは、涙をたたえて私を抱きかかえてくれた。大
柄だったJuneは一回り小柄になっていた。その夜は、
改装が終わった30畳もあろうかという地下室の暖炉
を囲み、Dickの遺品を見せてもらったり、思い出話
につい涙ぐんだりするJuneの姿を見た。
翌日は早めに起床し、Juneの運転でDickの葬られ

ている Indiantown Gap National Cemeteryに向かった。
前にも述べたようにDickは一時軍籍にあったため、い
わゆるベテランとして国の管理するNational Cemetery

に葬られ、配偶者が死んだ場合も夫のそばに埋葬さ
れるとのことであった。その日は12月の末にもかか
わらず暖かい快晴で、はるか丘陵の木々が朝もやに
霞み、33年前初めてSomervilleを訪れたとき、バス

から眺めた風景を思い出した。1時間ほどで墓地に着
いた。墓地は広大で芝生も美しく刈り込まれ、その
境界は緩やかな丘陵のかなたに霞んで見えなかった。
事務所に立ち寄りDickの墓の番地をたしかめた後、
Juneの案内でRichard K. Huntzingerの文字が彫られた
墓石にたどりついた。Dickと呼びならしていた私は、
フルネームで記された墓石を見て、改めてDickがこ
の世を去り再び顔を見ることがないことを実感し、
万感の思いが去来した。またDickのミドルネームが
Kennethであることもこのとき初めて知った。

Somervilleへ
墓地を後にして再び車の人となり、Juneの軽やか

な運転でSomervilleへ向かった。Juneは、33年前私
がMountaintopで初めて会ったDickの子供達と再会さ
せるため、昼食会を計画していたのだ。場所はかっ
てDickがしばしばわれわれを昼食に誘ったSomerville

のレストランであった。長女のSueは離婚して単身、

写真3 Dickの墓石（1994年12月） 写真4 墓石の傍らに立つJune（1994年12月）

写真5 Somervilleのレストランにて：左よりSue、Sandyの夫、Sandy、Sally、Sallyの夫、June、筆者（1994年12月）
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次女のSandyと3女のSallyはそれぞれ結婚した主人
と一緒に現れ、4女のSoniaは遠方に住んでおり欠席、
Juneと私を合わせて7人が集まった。3人のレディは
初めて会った時の面影を残していたが、長女のSue

以外の二人にはほとんど私についての記憶がないよ
うであった。二人の結婚相手の男性とは云うまでも
なく初対面であった。しかしJuneは楽しそうに私を
皆に紹介したり、Dickとの関係を話したりしてこの
パーティを盛り上げてくれた。
昼食後皆に別れを告げ、Juneは再びかってのRCA

Somerville工場に向かって車を走らせた。70を過ぎた
Juneは驚くほどエネルギッシュで、全く疲れも知らぬ
様子に感嘆した。間もなく国道沿いに旧 R C A

Somerville工場が現れた。外観はほとんど33年前と
変わらず、私の研修後に追加された7階建てのテク
ニカルセンターもそのままの姿をとどめ、懐かしさ
がこみ上げてきた。しかし見慣れたRCAのロゴは何
処にもなく、“Harris Semiconductor”の標識が私たち
の接近を拒否するように立っていた。

エピローグ
生前、Dickは仕事柄しばしば来日していたが、

Juneや家族を同行することはなかった。私たちは日
本の半導体勃興期にDickが果した役割への謝意をこ
め、Juneとエスコート役として長女のSueを日本へ招
待することを計画した。桜が咲く1996年4月のはじ
め、10日ほどの旅程を組んで招待状を送った。東京
都内や京都の名所めぐり、かってDickに世話になっ
た人達との夕食会などを計画し、案内役は全て私が
引き受けることにした。その年の4月は例年より寒
く、千鳥ケ淵の桜は6部咲き程度だったが、初来日

のJuneとSueには全てがもの珍しく、“これがDickが
よく話していた日本なのね”と感嘆していた。しか
しつつましい彼女たちは、ちょっとばかり豪華な夕
食に誘っても普通のいわゆる日本風の“めし屋”を
選び、ありふれた日本食をおいしい、おいしいとい
いながら食べてくれた。2泊3日の京都では、壮麗な
寺院やもの寂びた庭園の美しさもさることながら、
一般民家のきれいに剪定され、ちょうど芽を吹き始
めたアカメガシの植え込みの美しさに見入ったり、
古い和菓子屋のケースに並べられた季節風の和菓子
の美しさに感嘆したりした。彼女たちは日本人のき
め細かな誠実さや、慎ましやかな生活態度に一層心
ひかれたようであった。
すべての旅程を終え帰国の日、Juneは“この旅で、

Dickが日本が一番好きな国だといっていた意味がよ
く理解できた”と感想を述べてくれた。この日は4月
の暖かさが戻り、桜もそろそろ散り始めていた。

（おわり）

写真7 京都のJuneとSue（1996年4月）

写真6 旧RCAのSomerville工場（1994年12月）
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まえがき

「半導体シニア協会様、ライフプラン懇談会での
講演喜んでお引受けします。日本の理科系の老後が
あまり恵まれないことに怒りを感じております。同
時に理科系が若い時から中年まで、あまりにノンキ
で自分の将来をまじめに考えていないことに寒心し
ているからです。自分の老後を中年のうちに見直す
人が3人でも5人でも出ることを願って、（2002年）11

月8日にお会いしましょう！！」
この手紙は東京大学名誉教授・研究工房シンセシ
ス主宰・西村肇先生からのものである。

2000年にSSISはライフプラン懇談会プロジェクト
をスタートさせた。そして2004年6月までほぼ5年間
続けた。その間講演を引受けていただいた方は32人
となる。謝礼は、当初SSISメンバーはなし、後にす
ずめの泪程度（限りなくゼロに近い）と少々改訂、
外部講師の方には一般相場の1/10以下。お話は、90

分、しかも30歳代から60歳代までの参加者にために
なる事！！と目標は高い（？）。本稿ではすばらしい
講師の方々との出会いとエピソードを一部報告し、
関係各位への謝意を表したい。
スタート時のいきさつ

SSISには各分野で活躍したすばらしい方々が会員
として登録されている。そこで、せっかくの実体験
を気楽に語っていただき、これからの人に参考にな
ればとの願いからスタートした（2000年後半）。従っ
て当初、講師は全て会員の中から選んでお願いして
いた。しかし約1年間、10人ほどの会員講演の後は、
引受けていただける会員が徐々に先細り傾向を見せ
てきた。そこで講師は外部依頼へと転換した。
目指すもの

著名な方で快く引受けていただける講師は果たし
ていらっしゃるのか？お願いする限り、先ず目的を
明確にすべきと考え、「ライフプラン懇談会の目指
すもの」をまとめた。概要は以下の5点となった。
・人の数だけライフプランは在る。それだけに諸先
輩の体験を参考にして「己のプランを立てる」つ
まり「これぞライフプランだとの一つの解」があ
るわけでない。
・人の一生はリピート出来ない。それだけに他人の

背中を見て自分の生活設計に生かそう。
・これまで生かされてきた自分は、他人に何が出来
るか？探求を！
・己のもつ未使用の遺伝子を、どう活用するか？探
求を！
・各界で活躍の七転八起の方々の、豊富な人生経験
から学ぼう。
かくしてライフプラン懇談会の案内状文章は下記
の様にまとまった。
「ライフプラン懇談会御案内
“人は誰でも他人の背中を見て、自分の人生の参
考にすることが多い”と存じます。こんな意味合い
からライフプラン懇談会（七転八起とこれからの
志・夢プラン）を定期的に開催しております（参加
無料）。60歳に入ってからでは遅い、30から50歳代
の方々にも是非参加して頂きたく存じます」
すばらしい講師の方々の共通項

成功体験しか持たない著名人の話は、これからの
若い人にも定年後の人生を考えている方にも、あま
り参考にならない！との独断と偏見で、講師の方々
にアプローチを開始した。今回接触した方々の全体
内容はいずれ何んらかの形でまとめるとして、今回
はその一部をお伝えしようと思う。
私自身65歳をすでに過ぎている身である。この歳
になっても、すばらしいと感動でき、又敬服すべき
多くの方々と直接面談し、「ステキ」なお話を伺う事
が出来たのはこの上ない幸せであった。正に役得を
充分感受したことになる。そしてこの経験を通じて、
この様な講師の方々には7つの共通項があることに
気が付いた。それをここにご披露しようと思う。
・まず第1は皆様健康でタフでおられる事－例えば
江見康一先生（一橋大学名誉教授）は講演当時既に
81歳をすぎていたが、120分の講演中ほとんど立っ
たまま、かつ姿勢を正しくしておられた。江見先生
は、元禄14年の江戸－赤穂間を使者が早駕篭（かご）
で走った「忠臣蔵」の故事を再現すべく、昭和14年
（18歳時）に東京－郷里の赤穂間約680kmを自転車で
走破し、更に平成14年（81歳時）にも同じことをな
さり、元禄・昭和・平成、3つの年号をつなげたと
して、知る人ぞ知る方である。

星野清会員

「すばらしい方々」との出会いに感謝／
ライフプラン懇談会企画を終えて



・第2は「まめ」又はフットワークが良い事－連絡を
さし上げるとすぐに返事が返ってくる。また原稿の
チェックをお願いすると、すぐに仕上げてFAXや手
紙が来る。典型的な例がベンチャー協会会長でもあ
るザインエレクトロニクス㈱社長・飯塚哲哉氏であ
る。プロジェクターは自分で操作する。お役所との
ミーティングでも役人は黒塗りの車で帰るのに、ご
自身は歩きで地下鉄へなどの由である。
・第3は人生に対し又はご自分の仕事に対し、きわ
めて真摯に対峙されている事－角野浩二先生（東北
大学名誉教授）は正にその典型的な方であった。結
晶の角野教授として国際的にも知る人ぞ知る方であ
るが、見かけから内実までこれほど一致した紳士に
お目にかかれたことは人生に希望が持てるという思
いがする。先生は今チェロに没頭しておられる由、
おそらくチェロに対しても同様に向き合っておられ
ることと推察する。
・第4はこれまでの共通点から当然といえば当然の
帰結として、プロとしての自信をもちながらも決し
て「エラブラナイ」「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
を地でいく様である事－講演のお願いに参上した
り、電話でお話するとき、いつも青年の様なお返事
をどなたからもいただけた。
・第5は所属の秘書の方がまた大変よく教育され、
かつビジネスライクに対応されている事－主として
企業関係に多い。講師がハイレベルのため秘書も自
然にそうなるのか？講師の意向でそのような方が選
定されたのか？定かではないが、いずれもさわやか
な事後感を得て終了した事が記憶に残っている。
・第6はライフプランや人生観を語るとき、具体的
で説得力が十分である事－例えば伊東事務所（コン
サルティング全般）・代表の伊東雄一氏は、日本TIで
17年、米国TI本社 2年の、正に典型的“TIユニバー
シティ”の卒業生であるが、老後のライフプラン3

要件としての健康、経済、生きがいにつき具体的に
講演された。更に若い人たちへのメッセージとして、
「キャッシュを一定額（300万～600万）貯めなさい。
そして貯まったらそのお金で“自分探し”をしなさい」
と激励されたり、「自分の“市場価値”が判るように
なりなさい」とか、「不断の学習を」、「“カミさん”
を大切に！」とも話されていた。

・第7はそれぞれの立場で「夢」をもっておられる
事－例えば元東京エレクトロン㈱副社長で現㈱メー
ゼル・会長の風間善樹氏。大学卒業後は時計会社に
就職、クォーツ時計の時代に入りメカニカル時計の
先行きを見限り東京エレクトロン㈱創業に参画、現
在の大企業にまで成長させた功労者の一人である。
その間に「東京エレクトロンに風間あり」といわれ
るくらい先頭に立ち夢を売り歩いた。そして早めの
リタイアを決断した時、「自分はこれまで東京湾で
泳いでいたが、これからは大平洋に出て泳ぐ」とし
て、現在大学関係・公安関係・企業コンサルタント
等、夢を追い続けている。
もうお一方、東京大学名誉教授で現国連大学上席
学術顧問の高橋裕先生。高橋先生には、「ヨーロッ
パ留学の帰途、“歩いて”日本に帰国した」という
“伝説”がある由。実態は船や鉄道を乗り継いだのだ
が、「出来るだけ多くの国や場所を実際の目で見た
かった」のが理由とのことであった。先生は、「敗戦
直後の日本の荒廃した国土復興には土木工学が重要
だと認識して1947年大学に入学した後、その頃は毎
年の様に大水害が日本を襲っていたので、土木工学
科の中でも河川工学を選んだ」とお話された。以来、
先生のテーマは河川・水資源、「今後とも世界中、
いたるところで水不足が発生するだろう」と各所で
警鐘を鳴らしておられる。著書も「水のはなし」・
「日本の川」・「河川工学」・「飲み水はいま」等数えき
れない。現在でも国連関係で水をテーマとしてご活
躍中である。これほどの使命感と夢を持ち続けられ
る原動力は何なのか、まだまだ先生に伺いたいと願
っている。
あとがき

紙面の都合でここで筆を置く。次の方々にも講演
を打診したが実現しなかった事は残念であった。機
会があれば再度お願いに参上したい。作家・なかに
し礼氏、ヤマト運輸㈱創業社長（2004年時）小倉氏
（今春ご逝去、編集委員追記）、京都大学・中西輝政
氏、画家・平山郁夫氏、聖路加病院名誉院長・日野
原重明氏、他多数。
また機会があれば、これまでの講演記録をまとめ
て出版し、これからの若い方々に先人の背中を見て
いただきたいと切望している。

17
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1．成果は早く要領良く関係者に伝え処理
私は昭和33年1月N社に入社、半導体開発部の応用
技術課に配属、Ge成長拡散型トランジスタ（Tr.）の
特性評価と販売支援担当となった。ユーザー巡回で
ラジオミキサー用高振幅注入時の利得低下の欠点を
指摘された。このTr.は2µmのベース領域に35µmφ金
線を電流スパークでオーミック接触する設計だっ
た。他社品との対比評価でエミッタ（E）接合の逆耐
圧電圧が低い高不純物濃度設計だった。当然金線は
E領域にオーバーラップし、トンネルダイオード形
成で高振幅動作に不具合となった。そこで私はE領
域を低不純物濃度化して不具合を解消すべく提案書
を書いた。この提案は、当時有名な設計課長から
「応用の分際で設計に物申すとは何事だ」と、私の面
前で上司課長と論争となった。これが当時の力関係
だった。論争後、課長から「お前の主張は正しいが、
“1.の表題”を守れ」と指示され、実行に努力した。

2．成果データの整理保管・活用と配置転換
の重要さ

その後、私は第2設計課に配転、自ら前記特性改
善に立ち向かう羽目となり、新課長から“成果デー
タの整理保管”を指示され、チェックされた。その
後、製品技術課に配転され、このTr.の改良量産の技
術担当となった。同類Tr.は日本の4社で量産されて
いたが、Nがトップ生産社となった。
時は過ぎSi Tr.時代となり、前記Ge Tr.を如何に撤
収するかを課長、事業部長に相談したら、翌日、事
業部長命で品質管理部の設計試験課（後の信頼性技
術課）に配転となった。何故短期間に私のみ多配転
かの不満が芽生えた。
初仕事は50W級電力用（Po）Tr.の熱抵抗測定、「担
当者が“ふてくさっている”ので面倒を見ろ」であっ
た。今まで30mW級Tr.のみ経験の私は戸惑った。当
時Nではコレクタ（C）接合からケース外周エアー（a）
までの熱抵抗Rth（ j-a）の測定が一般的だった。この
ため10個のTr.の熱抵抗測定に2日を要し、繰返し測
定作業に技術者が興味を失っていた。そこでHunter

のSemiconductor Handbookから熱抵抗Rthの項を読
み、Rth（j-c）≪Rth（c-a）に着目し、どの位の電力パ

ルス幅で熱がケース外壁まで伝わるかを各種Tr.ケー
スで測定させた。その結果200msecの電力パルス印
加後の熱減衰波形がSiチップと熱膨張整合用モリブ
デン（Mo）ディスク、同ディスクと銅ケース間の熱
伝導の良否を示すことが判った。そこで簡単な2秒
繰り返し測定の熱抵抗検査装置を作りPo Tr.全品検
査を実行した。その結果、数％のRth異常品を検出
し、同僚がこの異常品の故障解析で組立工程の改善
を行い、不良率も低減し市場不良も無くなった。
また当時Po Tr.は二次降伏現象が話題の中心であっ
た。当時の安全動作領域（ASO）決定法はTr.破壊が
主流だったが、私は自製の熱抵抗測定器を応用しパ
ルス巾可変の非破壊ASO決定法を公表した。
その後、微細パターン構造のプレーナー型Po Tr.も
開発され、NはPo Tr.分野でもTop shearを占めた。
その折にも、他社先端Tr.を購入し自社製対比の評

価を行い、利点欠点一覧表や特許関連情報を設計者
に提供した。これらの活動は仕事を面白くさせ、課
員を活性化させ、徐々に設計側と対等に近い所まで
実力がついた。
そこで事業部長に優秀な新人の配属を掛け合い、
実務教育3年後には設計側に配転させる約束で人材
を確保した。大所帯課となり電電公社との電子交換
機、海底中継器、東大・科学衛星、宇宙開発事業団
の各大型プロジェクトで、Nの部品側代表窓口業務
を仰せつかり多忙を極めた。また後に、事業部長兼
品質管理部長から新製品出荷可否権代行を指示さ
れ、信頼性技術課の知見を設計に反映出来るように
なり、仕事が一層面白くなった。
私自身は、配転先の業務体験が物を見る視野拡大
に繋がり実力が付いたと体感し、多配転の不満は解
消し、配転による人材育成の推進論者に転向した。

3．矢野健太郎先生（関数論）の留学体験談
矢野先生が、数学者ポアンカレのもとに留学し論
文を書いたら「良い論文だ、半分の頁数だと読み易
い」のアドバイスで、論文を書き直し再提出した。
すると再度半減のアドバイスがあり、実行後、論文

藤江明雄会員

初期半導体時代の語られなかった
自伝的ドクダミの香
－若き日に先輩、同僚等から教えられた言葉－

IEC（国際電気標準会議）TC101（静電気対策）・国内委員会・委員長
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が出版された。その本を矢野先生自身が読み返して
も、一層良い論文と得心した。――の述懐話を数学
科出身の友人から又聞した。
私は、2.に記した、昔の上司の命令を守り、課の
成果資料を若干系統立てて取り纏め時、矢野先生に
習い、下記本の原稿を2回書き直しで読み易くした。
・半導体装置の放射線損傷（社内、電気学会）
・MOS電界効果トランジスタ（菅野、小野、垂井編）
・高周波高出力トランジスタ（日刊工業新聞社刊）
・電子機器の熱設計　半導体編（出版社亡失）
・2入力換算雑音源法によるデバイス評価（社内外）
多くの時が過ぎ、私はIC設計会社の創設・運営に関
わり、原隊復帰後、㈱カイジョーに出向、経営の任
務に就いていた。某日Nから部課長5人が来社し、
「マイクロコンピュータ用パッケージの熱抵抗測定
データが必要」と、参考資料を所望された。そこで
前記熱設計の出版本の半導体編をコピーして提供し
たところ、「熱抵抗測定法、設計実用例、熱放散応
用まで記述され、判り易い」と喜ばれた。閑話休題。

4．担当分野を超えた仕事も重要な成果を生む
第2次オイルショック当初、回路設計も応用技術
も理解した人材が必要との名目で、半導体販売事業
部応用技術部長に押し出された。Nは家電市場情報
が少なく、他社が8月に減産開始に対し、10月中頃
まで量産したため在庫山積状態だった。そこで在庫
解消戦略立案を命ぜられた。時はガソリン不足で、
米国向け情報連絡用トランシーバーブームとなって
いた。そこで高周波高出力Tr.をキーデバイスとした
トランシーバー用Tr.キット販売（PLL・IC付属）を部
下と立案答申した。
当時Nは特定ユーザー向け周波数同調用PLL・IC

のみで、販売員からも汎用品開発の要望が強かった
ため、開発事業部長から「応用技術部が回路とマス
クの設計をやるなら生産する」との返事があった。
そこで回路技術者に、トランシーバーメーカー各社
との長電話による市場ニーズ調査をもとに40回線／
1水晶のPLL回路を開発させ、さらに開発部から技術
者を移籍・昇進させてマスク設計に当たらせた。
結果は、評判のPLL・ICとなり、キット販売に拍

車が掛かり市場を席巻した。
この戦略実行は、他社が早期減産で販売物不足に
対しNは在庫山積が幸いして、日本で半導体5番手だ
ったNがトップ躍進の一助となった。

5．静電気放電（ESD）の事例と今後の対策法
昭和39年頃、N、HでMOS・FETが実用化され、特
性と品質の評価が信頼性技術課の業務に加えられた。
当時のMOS・FETは高価であり、ゲート酸化膜は

1100Åと厚かったが、保護ダイオードもなく静電気
放電（ESD）に弱かった。そこでアルミフォイルで全
リード線を短絡状態にして出荷し、ユーザーには
「静電気に注意」と広報した。しかし自分では絶縁性
ゴム底靴で組立室から実験室までMOS・FETを運ん
でいたので、私の千ボルト級人体帯電により半数を
ゲート酸化膜破壊で不良品としてしまい、静電気課
題を深く認識した。以降、静電気放電（ESD）に関心
を持ち続け、ESD資料を集積した。
第2次オイルショック後、ユーザーはトランシー
バー生産を手組立からゴム製ベルトコンベアー量産
に移行しだした。ここで生産歩留まり低下問題が起
こり、Tr.品質不良（製造側責任）を疑われた。当時
は静電電圧計も手持ちがなく、ベルトコンベアー上
に濡れ雑巾を置く加湿除電法の実行が効を奏し、ユ
ーザー側原因と判り、製造側責任の疑いも晴れ問題
が解決できた。
時は進み、LSI化時代になり、パチンコ台に4ビッ
トマイコンが採用され、チューリップ（玉受け）連
続解放問題が発生した。この原因は後に、パチンコ
玉供給中に摩擦帯電で玉と玉間に電位差が生じ、低
電圧衝突時に広帯域周波（～1GHz）が放射され、そ
の不要電磁波（EMI）によりマイコン回路が誤動作し
たためと判った。
これら事例のように新しい静電気課題は、全く想
像も出来ない事象を含むため解決に長い月日を要
し、経済損失の増加に繋がる。また急速な微細設計
の進むLSIやHDD用GMRセンサーでは、ESD耐性が
より低くなり、製造環境のESD対策の見直しが必須
事項となっている。またLCDパネルは、更なる大型
化に伴い新たな静電気課題を抱えている。
これらの対策はより複雑多岐に渡り、大手企業一
社の技術者でも限界を超える状態である。この解決
には企業間コラボレーションが有効と考えている。

ESD対策技術者の成果発表や交流には下記がある。
・（財）日本電子部品信頼性センター（RCJ）のEOS/ESD/

EMCシンポジューム、同展示会、またRCJはCoor-

dinator（管理者）資格試験も行っている。
・IDEMA JapanのESDコントロール分科会
静電気関係の技術標準化活動には下記がある。
・IEC TC101（静電気）、SEMIのESDTask Force



20

詳細は文献1を参照下さい。

6．おわりに
Nの半導体事業部門では、地方工場の社長候補者

には品質管理部長を経験させた上で赴任させること
が一般的であった。また我が信頼性技術課卒業の技
術者の中から7人が事業部長代理以上に就任し、数
人が地方工場の社長や役員になった。これはNでも

希有な比率である。信頼性技術課の技術者が、多品
種のデバイスを取り扱うことにより視野が拡大し、
設計側、販売側、ユーザーとの折衝で設計と品質の
バランスの取り方を身につけ、成長した結果と勝手
に理解し、密やかな誇りとしている。

文献1．藤江明雄：電子デバイスにおけるESD対策の
推移　静電気学会誌　29, 2（2005）92-97

会員現況（9月6日現在）
個人269名、賛助42団体
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個人会員�
松本 大郎 ㈱C-TECH�
日下 浩次 京セラ㈱�
小野田 美紗子 ㈱ジャパン インターカルチュラル �
 コンサルティング�
賛助会員�
ナレッジ・エッジ㈱ （入会順）�

新入会員（2005.8～2005.9）�

9月8日（木）午後1時15分より神田学士会館にお
いて、諮問委員会、賛助会員連絡会、特別講演会が
実施された。賛助会員連絡会には15企業・団体から
のご出席を頂きました。
引続き東京エレクトロン東会長を講師にお迎えし
た特別講演会は100名近い参加を頂き、約3割が非会
員という盛況でした。

今年も残す所 3ケ月となりました。協会の主な予
定行事をご連絡いたします。
（1）10月1日よりホームページに「人材情報セン
ター」の会員専用のページが新設されました。求
人・求職に関する情報を掲載してまいります。
（2）年内の講演会・セミナ予定
10/13（木）
・10月度研修会「カーエレクトロニクスの現状と
今後の動向」（新宿・厚生年金会館）

10/14（金）
・SSIS九州 秋季特別セミナー：講演会「FPD基本
技術と市場トレンド」（熊本・i-Tec）
・見学会 ソニーセミコンダクタ九州（株）熊本テ
クノロジーセンター

11/29（火）
・SSIS秋季特別セミナー：講演会
「日本半導体産業再編の青写真」

（大阪・今橋大阪倶楽部）
「06年半導体液晶産業の動向予測」
「M&Aの活用策と防衛策の視点・論点の整理」

12/15（木）
・LED産業の現状と将来（予定）

賛助会員連絡会 会場風景
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