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人材派遣・アウトソ
ーシング事業をスター
トさせてから今年で20

年を迎える。創業から
今日までを振り返る
と、大手製造業が中国
や東南アジアに生産拠
点を移転し始めた約10

年前を転機に、企業の
人材に対する考え方が

大きく変わってきたような印象がある。とり
わけ、熾烈な国際競争の中で生産活動を展開
する大手製造業の方向転換は正社員だけでな
く、人材派遣やアウトソーシングを加えた複
合型の雇用体系が国内製造業のスタンダード
な生産モデルとして定着してきた。
「お客さまの高い要望に迅速、かつ正確に
対応するためにはどうすべきか」。この業界
で20年間も走り続け、製造業をはじめサービ
ス業を含めた次世代型のアウトソーシング事
業を展開している現在でも、考え続けている
テーマでもある。日々の事業を通して、お客
さまからの評価をフィードバックさせなが
ら、その答えを出していきたいと思うが、当
社が最も得意とする分野は半導体・液晶関連
分野。世界に誇る「日本のものづくり」をリ
ードする業界でもある。製造業の国内回帰と
言われるように、これまで海外生産を重視し
てきた多くの国内メーカーでは、次世代型製
品の開発研究、あるいは高機能・高品質とい
う先端領域の製品群を国内で生産している状
況。それだけにお客さまが欲しい人材を単純
に供給するだけでは生き残れないのだ。スタ

ッフの人材力、技術のレベルをお客さまと同
じレベルまで引き上げ、強いパートナーシッ
プを築くことが重要だと考えている。我々自
身も、日本のものづくりを支える「縁の下の
力持ち」としてのプライドを持ち、お客さま
と時代のニーズに応えられるビジネスを展開
していきたい。
規制緩和による労働市場の自由化、雇用形
態の多様化によって、右肩上がりを続けてき
た「2兆円マーケット」の業界もすでに成熟
期を迎え、大きな転換期を迎えている。特に
喫緊の課題とされているのが「2007年問題」
への対応である。「マスパワー（数の力）」と
して企業の成長をけん引していた世代が現場
の第一線から退くことで、人手不足への不安
が高まっている。「企業＝人材」、「人材＝人
財」と指摘されるだけに、この問題を放置し
ておけば死活問題になるだけに、政府・企業
もその対応策に必死だ。
製造業では「技術の継承」という問題がある
が、ここで指摘されている「技術」は、コン
ピューターで制御できるレベルのものではな
い。ものづくりの根底を支える熟練技術者の
「腕」に左右される技術のことを指す。世界ト
ップの水準を維持し発展し続けるには、「技術
の継承」をスムーズに行うことが求められる。
国を挙げての産業プロジェクトとして取り組
むべきだが、企業の側の視点からも新たなビ
ジネスチャンスとして期待できる部分だと思
う。シニア層の方々がこれまで培ってきた技
術は、理屈や原理では計り知れない「神業」
と見紛うほど。これらのスキルを今まで以上
に有効活用できる土台づくりが求められる。

転換期を迎えた“2兆円市場” ㈱ヒューマン
社長　工藤 正也

巻 頭 言

㈱ヒューマン
工藤正也



ISSCC（＝International Solid-State Circuit Conference）
は 2006年2月の開催で第53回を迎えた半導体集積回
路技術関連の最も権威ある国際会議です。米国IEEE

（電気電子工学会）のSSCS（＝Solid-State Circuit Society

すなわち固体回路分科会）の主催で半導体集積化技
術に関する世界先端の研究成果の発表の場です。IC

の設計と応用エンジニアに技術レベルの維持向上と
先端エキスパートとの交流の機会を与える場でもあ
ります。

ISSCC2003とISSCC2004の2年間ISSCCの極東アジ
ア地区委員会の委員長として奉仕しました。その後
ISSCC2005とISSCC2006の2年間ISSCCの運営幹部
メンバーFar East Liasonとして奉仕しました。来年
ISSCC2007では ITPCVice Chair（ISSCC国際論文委員
会副会長）として奉仕します。翌年のISSCC2008では
ITPC Chair（会長）として奉仕することになっています。
今回「ISSCCに見られる世界の注目すべき半導体
技術開発動向」という題名をいたただきましたが、
先日ご報告したISSCC2006の報告会1）の内容のReview

と位置づけて追加コメントさせていただきたいと希
望します。
私が最初に ISSCCと関係をもったのは1974年の

2月のことでした。フィラデルフィアで開催の第21回
ISSCC1974でした。当時CCDの開発が脚光を浴びてい
た時代で私の博士課程研究テーマは埋め込み型CCD

の動作原理とその将来性についての内容2）でした。
翌年1月米国California州Pasadena市にあるCalTech

の大学院博士課程の最終弁論試験にパスしてすぐ翌

月帰国。1975年2月にはソニーに入社し中央研究所
に配属され大学でのPhDの研究テーマの延長上だっ
たCCDイメジャーの実用化開発研究に戦力として参
画できたことは私にとって幸運でした。
当時ソニーで半導体技術開発の最高責任者はソニ
ー副社長でもと中央研究所の所長も兼務されていた
岩間和夫さんでした。当時はまだ入社して間近かっ
た私でしたが、CCD開発プロジェクトを通して岩間
和夫さんと間近に接する機会が何度かありました。
入社して私もはじめて知ったことでしたが、岩間和夫
さんはソニーが1950年代に世に出したトランジスタ
ーラジオの開発にソニー創業時代から深くかかわっ
ておられた方とのことでした。その鍵となるトラン
ジスターの開発の父と社内ではいわれる方でした。
しかし社内でも別にそういうことがどこにも書いて
ある訳でもなく当然社外では全くそういう岩間和夫
さんの側面を知る方は皆無だったと記憶します。
岩間和夫さんは1982年8月に志なかばにして癌で
なくなられる寸前までCCDイメジャーを開発担当し
ていたわれわれ若い技術者のことをいつも大切に気
にかけていました。
この2006年5月7日でソニーは創立60周年還暦を迎
えました。ソニーの技術復活が話題にされることも
多くなりました。そんな中で岩間和夫さんは井深大
さんと盛田昭夫さんにつぐ、「ソニーを創ったもう
ひとりの男」として、第3のソニーの創設者 3）として
注目を浴びるようになりました。
その岩間和夫さんとISSCCとの間に深い関係があ
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ることを知っている方はほんのひとにぎりの人間し
か世の中にいません。1954年の年明けに岩間和夫さ
んは井深大さんと渡米しWE社（＝Western Electric）
を訪問しています。WE社は当時すでに月産6000個
の接合型トランジスターを製造していました。
その時に岩間和夫さんは第1回トランジスター回
路会議すなわち第1回のISSCCの国際会議にも参加さ
れているのです。その事実が当時の参加者名簿リス
トに記録されています（図1参照）。このISSCCの国
際会議は第1回目から今回の53回目まで伝統的にペ
ンシルバニア大学が主催しています。野口英雄さん
が活躍され、日本人にとってたいへんなじみ深いペ
ンシルバニア大学が主催しています。
今となってはどういう心境で岩間和夫さんが敗戦
国日本からその日本人として、いやアジアからの外
国人としてはじめて欧米人の中で一人で出席された
か、その複雑な心情を察する余地はまったくありま
せん。

1954年の年明けに岩間和夫さんと井深大さんが訪
問したWE社は米国の巨大なラジオ会社RCAとなら
ぶ大会社AT＆Tの子会社で高度の半導体技術をもつ
会社でした。WE社との特許契約に関する打ち合わ
せの後アレンタウンにあるWE社の工場見学され、
それをかわきりに4月1日のたより迄、256ページに
わたる手紙、後世「岩間レポート」と呼ばれる報告書
を、東京のソニー本社の若い技術陣に送っています。
東京ではその報告書をもとに岩間和夫さんの帰国を
待つことなく点接触型と接合型トランジスターの試
作に成功しておりその7月にはその2種類のトランジ
スターを使ったトランジスターラジオの試作品も完
成させていました。岩間和夫さんがひとりで自分の
目で見て自分の頭脳で考えてそれを自分の手で書き

記したものは膨大な量でしたが、それ以上に自分の目
と耳から吸収し理解し自分の頭脳に入れて日本に持
ち帰ったものはそれ以上のものがあったと想像しま
す。第1回トランジスタ回路会議すなわち第1回の
ISSCCの国際会議と岩間和夫さんとの出会いは運命
との出会いと言っても過言ではないと私は思います。
それから20年後1974年の2月の第21回のISSCCの国
際会議のハイライトとなる発表テーマとしてCCDが
たいへん注目されていました。その中でも将来の電
子の目として埋め込み型CCDのイメジャーをテーマ
に学生論文2）を発表できたことは私の人生を大きく
左右するものとなりました。ソニーの中央研究所の
開発部隊の一員として CCDのイメジャーを担当する
ことができました。われわれの開発部隊の努力が報
われ岩間和夫さんは4年後1978年3月9日にソニー本
社東京五反田にあるソニー会館で 245H×492V 11万
画素のInterline Transfer型CCDイメジャー4）を3板搭
載した2/3インチ光学系のTHREE-CHIP CCDカラー
ビデオカメラの試作機を大々的に新聞発表しました。
開発は加速され2年後1980年の夏、7月1日に発表
されたビデオムービーには2/3インチ光学系 ONE-

CHIPの570H×490H 28万画素のFrame Transfer型CCD

イメジャー 5）, 6）が搭載されていました。ビデオカセ
ットレコーダーと一つにまとめたものでした。東京
高輪プリンスホテルで岩間和夫さんが、記者会見の
形で新聞発表。同時に、米国ニューヨークでは盛田
昭夫さんと木原信敏さんが同日に記者会見の形で試
作機を新聞発表されています。

1975年から1983年まで CCDイメジャーの研究開発
を私は担当。1985年頃には CCDイメジャーの事業化
もさきが見えるようになりました。

1984年から1989年にかけてメモリおよび MOS LSI

の企画開発を担当しました。1989年の2月には再び
ISSCC1989年で世界最初の高速4M SRAM6）を発表す
る事ができました。このころから私もISSCC委員会
に日本人発表者の質疑応答や日本でのスピーカーの
リハーサルなどで助っ人としてお手伝いするように
なりました。が、我々のSRAMの技術に対して関心
を見せてくれる会社は少ないものでした。
その時代は日本の各社ではDRAMの事業化が活況
をよび我々のSRAMの発表に注目してくれた会社は
日本にはありませんでした。ただソニーのSRAMを
パソコンの Cacheメモリーとして採用してくれてい
たINTEL、IBM、HPやSunMicro社などの会社の技術
者たちは我々のSRAMへの関心をみせてくれました。
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それには目的があったわけです。いずれ外部づけの
CacheSRAMはプロセッサーに内蔵される形となる事
を見込んでいたからでしょう。ISSCC2006のSRAMの
セッション34ではIBMがPOWER6プロセッサCORE

に内蔵される5.6 GHz 64KB Dual-Read Data Cache

（論文 34.1）を発表。Intelも65nm CMOS 4.2 GHz 256kb

Dual Supply VoltageのSRAM Building Block（論文 34.2）
を発表しています。一方ソニーからは同時に1 pinあ
たり1.75 Gb/sec/pin実現し、2x144のseparate I/Oを組
み込んだ504Gb/sec Data Bandwidthの72Mb 6TSRAM

Chip（論文 34.3）を発表。が、その事に注目してもらえた
技術者はあまりいなかったように記憶します。SRAM

は超LSIの歩留まりの垂直立上げのための基本TEST

構造としても活用できたいへん重要なBLOCKであり
そのことをINTELやIBMの技術者は深く受けとめて
いると観察します。
そういう基本技術への真剣な取り組みがあってこ
そはじめて IBMのPower PCやINTELのプロセッサー
の総合技術力がしっかりしたものとして君臨するよ
うになっています。

ISSCC2006のSession5のProcessorsのセッションで
はINTELが16MBitのL3 Cacheを内蔵したDual Core

Multi-threaded Xeon（論文 5.2）を発表。AMDはDDR2

Memory ControllerをON-CHIP化内蔵した1.35Vで
2.6GHz動作のDUAL COREの64 bit x86 Microprocessor

（論文 5.4）を発表しています。
1990年から社内で民生用機器のMCU（＝Micro

Control Unit）の企画開発に従事し民生用のDSPや
Processorにたいへん関心をもって社内の技術力アッ
プに努力。IBM、INTEL、AMDの底力には敬服する
思いで毎年ISSCCでの各社のプロセッサーの発表に
注目してきました。
すでに汎用メモリ特に汎用DRAMでは三星の独壇

場となりつつある今、このプロセッサーが今後民生
の製品市場にどう食い込んでくるかがたいへん関心
あるところです。INTELやIBMなど米国のマイクロ
プロセッサー陣営が民生に食い込んでくる前にどう
今後先制攻撃をかけてこの民生の分野でどう技術的
INNOVATIONをもって対抗できるかが鍵ではないか
と私は観察します。その為には省エネ対応Low Power

を実現した民生機器の開発が重要です。石油の高騰
が原因なのでしょうか車を購入する消費者の意識に
も変化が生じ自動車業界でも1位GM 2位トヨタ　3位
フォード　4位ホンダと大きな変化が生じています。
われわれのエレキ業界においても地道な技術的

INNOVATIONに努力を重ねて国際的競争力を強化す
る以外ほかに道はありません。
ながく企画開発畑をあゆみ常に ISSCCは私にとっ
ては技術情報の源でもありまた我々開発部隊の成果
の発表の場でもあります。そんな中で私個人として
も最初は ISSCCの論文委員として奉仕し、ISSCCと
私の関係はさらに深くなっていきました。ISSCCに
見られる世界の注目すべき半導体技術開発動向に私
自身たいへん関心を持つようになっていました。

1990年に入りDRAMを代表するメモリ産業だけで
なくそのころにはCCDイメジャーの場合にも勝ち組
と負け組みがはっきりしてきて、ISSCCなどの国際
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図2 ISSCC2006分野別採択論文数

図3 ISSCC2006産学論文数比

図4 ISSCC2006年組織別採択論文数（3件以上）



学会でもあまり純粋な技術内容として技術者の関心
をひく論文が激減。一方、逆に事業化を断念した会
社と事業化を推進する会社との水面下での知的財産
権争いが深刻化していたためか、あまり技術的な詳
細にはふれず、逆に表面的な製品仕様や集積回路と
いうよりBLACK BOX化されたBLOCK図やCHIPの
性能を誇示した論文が増加し、一時はISSCCの論文
の投稿数も1987年には120件だった発表論文件数も
1992年には80件近く迄激減し、参加者も減り、ISSCCの
国際学会の質と存続にもかかわる深刻な時期となり
ましたが、ISSCC2006では論文投稿が 680件、採択論
文も255件と安定増加を見せています（図2～図4参照）。

ISSCCが半導体集積回路の分野で技術者のオリン
ピックと言われるのには十分その理由があります。
技術者の地道な技術的 INNOVATION実現努力は世の
中には好感にとられ、世界に歓迎され祝福された貢
献と歴史は記録していると私は観察します。
我々がISSCCの質とその存続に強い危機感をもっ
ていた頃、日本が半導体メモリー特に汎用DRAM市
場での世界制覇は成し遂げたものの、日米の貿易摩
擦の大きな原因になった。
私がCCDを担当していた頃の私の上司で、現在サ
クセスインターナショナル㈱の加藤俊夫さんも7月
の半導体シニア協会ニュースレターでコメント8）さ
れています。

DRAM製造会社の乱立競争は大型投資と多量生産
により供給過剰価格下落という、当事者もまったく
コントロール不可能な事態を招き、世界中を不幸に
して日本だけが横暴を重ねていた暗黒時代があった
と言われても弁護できない時代だったのではないで
しょうか。
そのつけが今まわってきているのではないでしょ
うか。今となっては世界共存の道をさぐり、さらな
る技術的INNOVATIONへの地道な努力のみが世界の
舞台で正々堂々と競争し生きのこる道と私は思いま
す。そのためにも技術情報SHAREの手段としてます
ますISSCCという国際学会の存在の意義が重くなっ
てきています。その期待に答えてISSCCで取り扱う
技術論文の分野も多岐に発展してきています。今で
は単純に電子部品だけを造っていては埒があきませ
ん。しっかりした具体的な最終応用製品のイメージ
があってこそ事業展開を支える研究開発にも大きな
意義があります。その実現のために核となる半導体
のKEY DEVICEを開発してその製品を世の中に市場
に出すという夢があってこそ技術者は燃えるものと

私は信じます。
今年のISSCC2006の基調講演 9）で久多良木健さん
は人とゲーム機との視点からコンピューターのReal-

Timeでの機能実行能力の重要性にはやくから着目し
その用途はゲーム機だけにとどまらず民生機器すべ
てに浸透しさらに工業機器医療機器にも発展すると
期待を述べられています。鍵はReal-Time Computing

という概念でその重要性を強調されています。
その応用は単純に音声認識や画像認識にとどまら
ず、その先には耳が聞こえなくても人の唇を読みと
るROBOT VISIONの実現目標があります。さらには
人の感情や心を認識する高度な思考能力や感情表
現、おもいやりある人間にやさしい知性と心を具現
化した Real-Timeで人に反応するAction Robotすなわ
ち鉄腕アトムの開発研究へと夢がひろがっていきま
す。夢は夢のままで終わらせてはなんの意味もあり
ません。その実現のためには地道にいろいろな異な
る技術分野（エレキ、メカ、バイオ、メディカルなど）
の技術者同志の交流の輪を通じて総合的な技術的
INNOVATIONの実現努力が今後さらに重要となります。
その共通基盤となる技術が半導体集積化技術です。

ISSCCは特に世界の注目すべき半導体技術開発動
向を知る上で重要な役割を担います。その鍵は
INNOVATION AND OPENです。これからも半導体集
積化技術に関する世界先端の研究成果の発表と情報
シェアーの場として活用されるものと期待します。
参考文献
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1．はじめに
ユビキタス社会において、情報家電はますます重
要な位置を占めてきている。総務省のu-Japan構想に
於いても「2010年のユビキタス社会」のグランドデザ
インの中で、デジタルテレビや住宅設備等の様々な
家電製品がネット化され、相互接続が進むことで、
人々の利便性がより高まり、安全で快適な社会作り
が進展する事がうたわれている。
本稿では、情報家電をめぐる取り組み事例をご紹
介するとともに、技術的なポイントや課題について
も述べ、これからの情報家電の市場の方向性につい
てもお示ししたい。

2．ユビキタス社会の到来
1988年に米ゼロックス・パロアルト研究所のマー
ク・ワイザー氏が「ユビキタス・コンピューティング」
の概念を最初に提唱したと言われている。これは本
来、いわゆる第3世代コンピューティングのことで、
身の回りに溶け込むように いたるところにコンピュ
ータ（チップ）が存在し、ユーザはその場所や存在
を意識することなくどこにいってもコンピュータが
使える環境の事を意味していた。近年、「いつでも、

どこでも、だれとでも」を目指したモバイルコンピ
ューティング（インターネットなどの情報ネットワ
ークに、いつでも、どこからでもアクセスできる環
境）の意味にも使われ、情報化の進展という幅広い
概念として一般に浸透している。
その点では、既にユビキタス社会が実現している
様にも思えるが、利用者の視点に立てばまだまだ不
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SSIS 2006年7月度研修会

情報家電の最新動向と今後の展開に
ついて
正岡敏彦（㈱東芝 マーケットクリエーション部 参事）

図1 2010年のユビキタス社会

図2 情報家電の市場の成長
（経産省情報家電ネットワーク化に関する検討会資料より）



足な機能があり、また、サービスや機器の提供者の
視点から見ても、ネットワーク容量や標準化の必要
性等の課題、潜在的なアプリケーション等のビジネ
スチャンスがあり、今後も市場が成長するものと考
えられる。これらは、情報家電分野の成長性に期待
が高い所以でもある。

3．情報家電の技術ロードマップ
一言で情報家電と言っても様々な定義があるが、
ここではデジタルテレビを代表とした、デジタル映
像・情報系の領域と、エアコン等の白物家電・住宅
設備系の領域の2領域に整理したい。
デジタル映像・情報系の領域では、機器単体の高
画質化、デジタル化が進むとともに、住宅内での機
器間接続方式がデジタル化し、またコンテンツもパ
ッケージメディアだけではなく、ネットワーク経由
での提供メニューが多様化、大容量化している。
また、白物家電・住宅設備系の領域では、従来は
単体での動作を前提とした商品作りから、装置をネ
ット対応とし、機器間を相互接続する事で単体では
提供出来ない機能の提供が始まっている。

3.1 デジタル映像・情報系ホームネットワーク

デジタル映像関連のトピックスは、ハイビジョン
化、デジタル化である。地上波デジタル放送が開始
され、2011年頃までに現在のアナログ放送波の停波
が予定されている。画質はハイビジョンであり、デ
ジタルによるデータ放送や双方向番組等、単に映像
コンテンツを視聴だけでなく、今までに無い様々な
サービスが開始されている。
また、家庭内のデジタル映像機器相互接続規格

DLNA™（Digital Living Network Alliance）がある。
家電、PC、モバイル等の多種多様な領域における主
要機器メーカーで形成された業界横断的な非営利団
体で、2003年6月に設立された。団体が掲げるビジ
ョンは、音楽、写真、動画といったデジタル・コン
テンツが家電、PC、モバイル機器間でシームレスに
共有される、相性の高い家庭内外のネットワーク
（有線・無線を問わず）の世界の実現というもので、
2004年6月にDLNA Home Networked Device Interoper-

ability Guidelines Version 1.0を発行済み。対応商品が
既に市場に投入されている。物理レイヤは、LANイ
ンターフェースをベースに、TCPプロトコルにより
構成されており、将来のブロードバンドを介した
様々な映像サービスに対応出来る考え方である。
コンテンツを送信する側をDMS（Digital Media

Server）、受信する側をDMP（Digital Media Player）
と機器クラスを定義し、機器発見と認識、コンテン
ツ検索と選択、再生要求とストリーム伝送等を行う
プロトコル設計ガイドラインがある。

3.2 白物家電、住宅設備機器系ホームネットワーク

家電は、より安全安心快適で便利な生活をおくる
為には欠かせない存在であるが、これらの機器をネ
ットワーク接続し、より高度な機能連携サービスを
提供する動きが始まっている。
通信が自由化された1980年代より、「ホームオー
トメーション」として白物家電、住宅設備機器系ホー
ムネットワーク化の取り組みは存在していたが、コ
ストや通信回線、利用者に受け入れられるアプリケ
ーション不足等の理由により、なかなか普及するに
は至らなかった。しかし、近年インターネットや携
帯電話の普及等によりこれらの課題は解決しつつあ
り、また、住まいや住宅設備に対しより安全・安心
な機能の提供が求められるようになっている。これ
らの事から、やっと普及期に入ると期待されている。
既に導入事例が多数見受けられるようになって来
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図3 情報家電ネットワーク化技術ロードマップ

図4 DLNA設計ガイドライン



た。新築マンションに白物家電、住宅設備機器系ホー
ムネットワークを標準装備し、外出先から家の中の
エアコン、照明器具、電子錠等の動作状態を確認し、
制御できる住宅を提供する事例が出てきている。

ECHONET™（エコーネット）は、国内家電メー
カー等を中心に設立されたエコーネットコンソーシ
アムが規格化した、白物家電、住宅設備機器系ホー
ムネットワークの規格である。配線不要（電灯線や
無線をネットワークとして利用）、マルチベンダー
環境の実現（異なるメーカーの家電機器を容易に相
互接続）、簡単なアプリケーション開発（APIの整備、
伝送メディアの種別の意識不要、共通機能のオブジ
ェクト化、コントローラの開発環境を整備）、プラ
グアンドプレイ機能（家電機器を接続するだけでの
ネットワークへの組み込み）、広域ネットワークと
の接続（社会システムとの接続でより高度なサービ
スの実現）を狙いとしており、セキュリティからモ
バイルサービスまで幅広いアプリケーションへの対
応を可能にしている。
エコーネットプロトコルは、インターネットやモ
バイルサービスの発展に対応した、新しい機能をバ
ージョンアップの形で規格に盛り込んでいる事が特
徴である。

TCPプロトコル及びBluetooth™対応規格（Ver3.0）、
ミドルウェアアダプタ規格（Ver3.21）等である。特
に、ミドルウェアアダプタ規格は、家電のネットワ
ーク化に必要な機能をアダプタ側に持たせ、家電機
器側はインタフェースのみ準備しておき、利用者が
必要になったときにアダプタを家電機器に追加すれ
ば、ネットワーク対応に出来るという機能である。
接続した機器が、どの様な機器であり、どの様な制
御すれば良いのかという情報は機器オブジェクトと

してあらかじめ家電機器側に持たせてあり、接続す
ることで機器オブジェクトがアダプタ側に吸い上げ
られる仕組みになっている。例として、㈱東芝の家
庭用エアコンは、現在ほとんどの機種にこの機能を
内蔵して出荷しており、利用者は後で必要な時にア
ダプタを追加する事で、いつでもネット対応可能と
なる。

4．新築マンションでの導入事例
2006年のマンション新規供給総戸数は、首都圏で
約84,000戸、近畿圏で約32,000戸と予測されている。
その中で、特にセキュリティ機能を強化する動きが
目立つ。これは、住宅性能表示に「防犯に関するこ
と」が追加された事もあるが、居住者の住宅のセキ
ュリティ機能に関する関心が高い為である。また、
セキュリティシステムの高機能化はもとより、情報
家電や携帯電話と連携したサービス、さらにICカー
ドと連動した利便性の向上など、マンション付帯の
住宅設備に対する要望も多様化してきている。新築
マンションでは、常時接続のブロードバンドインタ
ーネット環境が整っており、情報家電の導入環境が
整っているといえる。導入事例としてラゾーナ川崎
マンションでの事例を示す。

ラゾーナ川崎は、JR川崎駅前の東芝川崎事業所跡
地において、東芝グループと三井不動産が共同で不
動産開発を行っている、667戸（34F/16F）の住宅で
ある。最新の情報家電を備えた、セキュリティ面、
安全面、環境面に配慮した住宅として2007年3月の
竣工に向けて建設が進んでいる。
導入した情報家電システムは、東芝製FEMINITY™

（フェミニティ™）である。「フェミニティ™」は、2002年
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図5 ECHONETTMによる様々なサービス

図6 情報家電標準装備マンション事例（ラゾーナ
川崎）



4月に業界初の、白物家電・住宅設備機器系ホーム
ネットワークの情報家電として発売してから4年が
経過し、サービス内容や機能を充実させてきた。特
に、白物家電だけでなく、インタホンやセキュリテ
ィ機器等の住宅設備とのネットワーク接続に重点を
置いている。本物件でも、インタホン等住宅設備機器
との連携サービスを実施予定である。

5．情報家電による、新しいビジネスモデル
ネット家電は、販売後もネットワークを経由して
様々なサービスを提供する新しい商品として捉える
事が出来る。図8に示す様に、このビジネスモデル
を構成する要素として、①サービスサーバ、②HGW

（ホームゲートウェイ）、③ECHONETネット家電、
④表示、及びブロードバンドインターネットで構成
される。ネット家電は、HGWを介してサービスサー
バに常時接続されている。④表示部や、携帯電話等
外部から住宅内の機器を制御する際は、サービスサ
ーバに接続することで実現される。メーカーは、販
売後もより付加価値の高いネットワーク型のサービ
スを提供できる。図8では、白物家電、住宅設備機
器系ホームネットワークで例示したが、デジタル映
像・情報系ホームネットワークの場合でも同様な事
が言える。例えば、デジタルテレビを対象としたテ
レビポータルサイトの構築が始まっている。

6．情報家電の今後
今まで述べた通り、情報家電市場は拡大を続け、
新たなビジネスチャンスが生まれてくる。また、技
術開発面においても、データ処理量の大容量化や低

消費電力化が求められ、情報家電に搭載される半導
体LSIへの期待が益々高まる。また、情報家電相互
のネットワーク化が広がり、映像系と白物・制御系
の融合が進むと同時に、健康家電やセキュリティ機
器、調理機器、自動車、社会インフラ等業種を超え
て広がっていくと考えられる。さらに、近年開発が
進められているホームロボットへと発展する。
この様に家電がますますデジタル化、ネット化し
ていく事は間違い無いが、一方では、利用者にとっ
て本当にメリットがあるアプリケーションをいかに
開拓するか、情報セキュリティや個人情報保護、保
守サポート体制をいかに確保するかが課題である。
また、業界・異業種のコラボレーション、標準化、
規格、オープン化、グローバル化がカギになってく
るだろう。
情報家電の普及促進による社会への貢献は、家電
メーカーだけでは実現できない。多くのパートナー、
異業種間連携、そして情報家電をささえる半導体・
電子部品開発の方々の協力が必要である。今後も
様々なコラボレーションにより、より便利で快適、
そして安全安心な生活を支える情報家電開発に取り
組んで行きたい。
参考文献

1）一色正男,ほか,ネットワーク家電“FEMINITY™
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“フェミニティ™”シリーズ, 東芝レビュー, 60,

2005, p.23-27.

9
半導体シニア協会ニューズレターNo.48（’06年10月）

図7 マンション向けネット家電導入事例

図8 ネット家電による、新しいビジネスモデル



本日は日本半導体デバイス産業が抱えている、また
今後抱える課題を事業面と技術面から明らかにして、
国際競争力強化に向けた解決の方向性を述べたい。

1．日本半導体デバイス産業の課題（過去）
残念ながら日本の半導体産業は負のサイクルに陥
ってしまった感がある。低利益な企業業績が続き、
次の成長に向けた十分な設備投資、研究開発投資が
出来ずに製品開発力の低下を招いた。製品開発力の
低下はコアコンピタンスの喪失およびデファクト・
デジュール技術の欠如を加速させた。その結果、急
成長したアジア市場でのシェアを大幅に落とし、企
業利益のさらなる低下を招いた。このような日本の
競争力の低下をもたらした主な要因として3つ上げ
る。長年日本の総合電機メーカが特徴とした売上高
重視経営が破綻したこと、ビジネス競争環境の変化
への対応に失敗したこと、他国比で不利な産業政策
と経済環境が上げられる。
過去20年の日本主要5社合計のキャシュフロー推
移をみると、1990年以降営業キャッシュフロー（純
利益に減価償却費を加えた値）はプラスであるがフ
リーキャシュフロー（営業キャッシュフローから設
備投資を引いた値）はマイナスとなっている。一方
米国、韓国、台湾はともにキャッシュフローの範囲
内で設備投資を十分賄っており、三星、TSMCは90

年代後半に積極的な投資をしたことが現在の成長に
繋がっている。増大する巨額な投資額をまかなうた
めに高い利益率を実現しなければならない半導体産
業において日本企業が低い利益率に甘んじているの
は構造的要因がある。日本の半導体はそのほとんど
が総合電機の一部門として誕生した。総じて大手の
総合電機共通の経営戦略は欧米に比すると利益より
シェア重視の戦略であった。そのために半導体部門
は全社的な低い利益目標を基準に低い利益目標が許
容された。
低利益業績となっている他の要因として、日本企
業が相変わらず製品戦略で総花的・横並び傾向にあ

り、日本企業同士で過当競争に走っている点が上げ
られる。以前はDRAM、今はロジックで各社ともに
似た製品ポートフォリオとなっている。米国企業、
日本以外のアジア企業は事業分野の選択と集中を実
施しており、日本企業と比して主力製品で売上高・
利益率で上位（1～3位）が多い。

1995年以降、半導体市場は大きく変化した。市場
はメインフレーム中心からPC中心へ、そして携帯電
話市場、デジタル家電市場と顧客が企業から個人へ
大きく変化、半導体の平均単価も1996年をピークに
下落のトレンドへと移っている。また図1に示すよう
に、1995年まではメモリなどのプロダクトアウト製品
が約6割を占めていたが、2000年以降はマイクロな
どのマーケットイン製品が約6割と市場構造が逆転
している。純粋な汎用品からカスタム品へと主役が
交代し、半導体産業はマーケティングが事業の勝敗
を決する産業に変ったとみなせる。日本企業はユー
ザの注文による専用 IC（ASIC）では存在感あるが、市
場規模が大きい特定用途向け標準 IC（ASSP）では存
在感が薄い。要因として国内大手セット企業からの
ASIC受注偏重、プロセス技術依存からシステム設計
技術依存への変化に対する対応不足が上げられる。
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日本の半導体デバイス産業の課題と
国際競争力強化

前口賢二（半導体産業研究所）

図1 半導体市場の変化：プロダクトアウトからマーケットインへ
（ソース：データガレージ）



半導体メーカの海外販売は欧米企業が60％以上と
比率を伸ばしているのに比して、日本企業は40％と
低迷しており、急成長するアジア市場での日本の存
在感は大きく低下している。1990年ではアジア市場
で36％のシェアを獲得していたものが、2004年には
16％にまで低下。代わって米国企業が37％から51％、
アジア企業も16％から21％とシェアを上げている
（図2）。

ファブレス企業の成長率は半導体全体の成長率を
10％以上上回っており、現在は半導体総売上の15％
を占める。米国企業がシェアを復活させた大きな要
因となっている。世界のファブレス企業数（上場）を
みると米国が75社、台湾が44社と多く、日本は3社に
過ぎない（Fabless Semiconductor Report 2004）。統計
上難しい問題はあるが他地域と比較して日本は圧倒
的にファブレス企業が少ないのは確かである。半導
体産業活性化の観点から大きな問題と考えている。
日本は法人税、地方税合わせた税率合計は43％に
達し、他国比では一番高い。電気代、人件費などの
インフラコストも高く、日本で生産するハンディキ
ャップは大きい。また台湾などでとられている優遇
税制の効果は大きい。TSMCは優遇税制があってや
っと1990年代フリーキャッシュはプラスを維持でき
たとも言える。別な視点では為替の影響も無視出来
ない。三星は輸出比率が非常に高く、ウオン安から
得ている営業利益効果は大きい。
日本半導体デバイス産業の課題（過去）をまとめ
ると、以下のようになる。
・売上高重視経営の破綻とその要因

－総合電機メーカの一部門
－横並びの過当競争（DRAM→SoC）

・競争環境の変化への対応の失敗
－プロダクトアウトからマーケットインへ
－プロセスから設計への付加価値シフト
－欧米日市場中心からアジア市場中心へ
－ファブレス／ファンドリーモデルの台頭

・他国比で不利な経済環境
－インフラコスト、優遇税制

2．日本半導体デバイス産業の課題（将来）
10年後の半導体市場を現在の延長ベースで予測し
た（アイサプライ社）。半導体を消費する電子機器
の世界市場は$1,272B（2005年）から$2,136B（2015）
と平均成長率（CAGR）は5.3％で順調に成長する。
半導体の搭載比率も上昇することから、2005年に
$230Bに達した半導体市場は、2010年には1.5倍の
$350B、2015年には2.1倍の$500Bと予測されている。
この間のCAGRは7.9％。地域では中国その他の
BRICsの伸びが大きい（図3）。

アプリケーション別ではデータプロセシング、車、
産業用の伸びが大きく、約半分を占めるデータプロ
セシングの中心はPC、特にノートPCの伸びは大き
い。フラッシュ・ストレージもここに含まれている。
車載用の半導体売上は10％以上、産業用では医療機
器の長期的成長が見込まれる。アプリケーションの
多様化と融合化が進み、多くのアプリケーション市
場がコア事業として狙える規模となる。2015年には
5000億円以上のアプリ市場が10分野から26分野、市
場規模も37兆円と予測される。
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図2 グローバル展開力の不足：アジア市場でシェア低下
（ソース：データクエスト）

図3 地域別半導体市場予測
（ソース：SIRIJ委託に基づきアイサプライ予測）



一方この半導体市場の拡大を支える先端技術開発
のハードルは加速度的に難しくなっており、その投
資規模の巨大化は事業リスクを拡大させていく。ト
ランジスタの構造が変わり、極端紫外線露光（EUV）
などの新リソグラフィー技術が採用される32 nm以降
は設備投資が増大し、その先端工場投資（月産 2万
枚のライン）には5000億円規模の投資が予測される。
大規模市場をターゲットとするメモリ、MPUなどは
今後とも先端半導体技術への投資に加えて製造投資
戦略がポイントとなる。一方少量多品種を特徴とす
るSoCはプロセス技術よりもシステム設計技術に付
加価値源泉がシフトしており、開発プラットフォー
ム投資に加えてマーケティング戦略が重要となる。
半導体産業の発展を支える人材の面をみると課題
が多い。国内半導体関連学科の在学生徒数は1995年
以降ほぼ頭打ちとなる。日本の大学志願者の傾向を
見ると、偏差値など学力の指標は電機・電子系学生
において低下傾向である。また、同学科の志望者数
も減少している。大学における同学科のレベル、人
気は確実に低下している。各国の理科系卒業生の比
率を見てみる。日本の卒業生の理系比率は欧米先進
国並みではあるが（20％前後）、韓国は日本の約2倍の
39％、中国は3倍の約60％と理系比率が高い（表1）。

日本の半導体デバイス産業の課題（将来）と対応
策をまとめると以下のようになる。
・日本市場の地位縮小、BRICs市場の地位向上
－経営のグローバル化

・アプリケーションの多様化と融合が進展
－特定アプリでの世界No．1製品の創出
－マーケティング力の強化

・製造・研究開発投資リスクの拡大
－メモリ／MPU：先端半導体技術、

製造戦略が今後も重要

－SoC：プロセス技術での差異化は困難、シス
テム設計での差異化が重要

・人材育成（産業界、大学）
－国内優秀人材の育成
－海外優秀人材の育成

3．技術開発プロジェクトの推移と課題
1990年代後半以降顕著になった日本半導体産業の
シェア低下を背景に、半導体競争力強化への提言を
目指した半導体新世紀委員会（SNCC）がSIRIJ（半導
体産業研究所）にて発足した。その提言を受けて、
DRAMに代わるSoC事業の競争力強化を目的に、“あ
すかプロジェクト”が、SoC共通プロセス技術開発は
Selete（㈱半導体先端テクノロジーズ）、共通設計技
術開発はSTARC（㈱半導体理工学研究センター）を
それぞれ拠点として2001年にスタートした。また、
台頭したファブレス／ファンドリーのビジネスモデルに
対抗すべく、90 nm業界標準SoCプラットフォーム（プ
ロセス、ライブラリィ、IP）の構築を目指した㈱先端
SoC基盤技術開発（ASPLA）とSTARC共同の“AS☆PLA

プロジェクト”もスタートした。
あすかプロジェクトの代表的な成果例としては以下
が上げられる。産業界資金支援による大学との共同
研究および教育支援は10年を経て完全に定着した。
また世界に先駆けて立ち上げた300 mm CMOS開発ラ
イン（つくばSCR）は業界共同の開発支援ラインとし
て活用されている。そのラインを用いたCMOSモジ
ュール実用化データでの最先端材料・技術の初期ス
クリーニングおよびベンチマーキング結果は各社のプ
ロセス立ち上げ期間短縮に寄与している。またリソ
グラフィー装置およびその周辺技術・評価技術は半導
体産業インフラ強化に役立っている。STARCリファ
レンス設計フロー（STARCAD-21）は各社に移管され、
各社の開発コスト削減に寄与した。また90 nm SoC

プラットフォームは標準化を達成し、IP育成を目的と
した大学向けの業界シャトルとして活用されている。
技術開発コンソーシアムは基本的に非競争領域で
の協業が主体であり、各企業の競争力強化への直接
的な成果を期待するのは無理がある。コンソーシア
ムの協業は競争力強化のための必要条件ではあって
も十分条件ではない。コンソーシアム成果を踏まえ
つつ各社がリソースを各社のコアコンピタンス強化
に向けてこそコストシェアの意味はある。コンソー
シアムの開発スピードの問題もあったが各社のコン
ソーシアム成果対応も課題である。
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 米国 283,230 1,244 214 17％ 2000�

 日本 127,034 549 118 21％ 2004�

 韓国 46,779 267 103 39％ 2004�

 中国 1,273,979 1,540 920 60％ 2002�

 インド 1,021,084 5,130 1,140 22％ －�

人口�
（千人）�

学生数�
（千人）�

理系学生数�
（千人）�

理系�
割合� 対象年�

表1 各国の理科系卒業生の比率
（ソース：三菱総研調査資料　文部科学省データ）



あすかプロジェクトが抱えた課題をまとめると、
・欧米に比して複雑な研究開発体系（総合電機メ
ーカの一部門）
－独立型のコンソーシアムは難

・委託社の技術ニーズが多様化
－計画変更のフレキシビリティない（11社護送
船団方式の限界）

・アライアンスとコンソーシアム
－コンソーシアムはより先行、もしくはインフ
ラ技術へ

・民間プロジェクトと国家プロジェクト間の連携
－国家プロジェクト成果の実用化推進

が上げられる。
2002年の半導体不況を受け、各企業ニーズが大き
く変化する中で、コンソーシアムの運営を各社のニ
ーズをより満たすフレキシブルなものに変えること
が、第2次SNCCで提言された。その提言に基づいて、
コア企業による「先端コアプログラム」と有志企業に
よる「選択プログラム」制を新たに導入し、「あすか
Ⅱプロジェクト」として2006年度より再スタートした。

また民間プロジェクトと国家プロジェクト間の連
携を強化するために、「つくば半導体コンソーシアム
（TSC）」が設置され、一人のリーダーの下でSeleteの
民間研究と国家プロジェクトMIRAI-PJの一元的なマ
ネージメントが実現した。

4．イノベーション拠点化に向けて
現在、2010年以降のCMOS技術の極限（More Moore）
及びCMOSの先（Beyond CMOS）を含むナノエレク
トロニクスの研究開発が世界的に着手されつつあ
る。またシリコン技術と異種技術との融合なども重

要なテーマと考えられている（More than Moore）。欧
米では、すでにそれらの研究開発を産業界主導で行
うスキームの確立が進められている（図5）。日本に
おいてもCMOS技術限界の突破、新原理材料の探索、
異種技術の結合、設計アーキテクチャの革新等をア
プリケーションドリブンな研究体制で進めていく必
要がある。アジアをはじめとして世界から優秀な人
材が集まり、日本から半導体・ITのイノベーション
が続々と起こり、その成果を世界に発信していく半
導体イノベーション拠点に日本がなることが重要と
考える。

5．国際競争力強化に向けて
日本半導体デバイス産業の国際競争力強化に向け
た解決の方向性として以下の3点を提案する。

1）独自のコアコンピタンス確立（特定アプリで
No.1）

・リソースを集中し、製品イノベーション力向上
・マーケティング力、システム設計力向上
2）事業のグローバル化推進
・海外インフラ・人材活用戦略
・デファクト・デジュール戦略
3）イノベーションで世界をリード
・先端技術リーダーシップ
・日本発の新市場創出
・ベンチャー／ファブレス活性化
・グローバルな若手人材育成

謝　辞

本報告は、第2次SNCC（半導体新世紀委員会）報告
およびSIRIJ研究テーマ成果を受けてまとめたもので
あり、SIRIJ研究員を始めとする半導体デバイスメー
カ関係各位の皆様に深く感謝致します。
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図4 JEITA半導体部会推進プロジェクト

図5 半導体研究開発の世界的潮流



プロローグ
ソニー㈱におけるトランジスタ開発の成功は、そ
もそも、他の大手電気・通信各社が戦後の神武景気
で真空管の機器需要が急増する環境下、その置換え
可能性を持つ将来のデバイスとしてトランジスタを
研究したのに比較して、その目的が次世代の「電池
式携帯ラジオの実現」に絞られた強力なオブジェク
ト設定の違いが、研究開発面で他社をリードし成功
した要因だと私は考えている。
その当時、トランジスタ、及びラジオの開発推進
の指揮の中枢にあたられた方々は、今や殆どの方が
他界されている。従って記録を辿り、想像を交えて
当時のラジオ開発の事始ストーリーを述べてみたい。

井深、盛田，岩間の縁結びはラジオだった
創業者の井深　大は終戦の2ヶ月後に早々と前身
である東京通信研究所（’45年10月）を開所する。
創業当初は戦後でラジオとレコードしか娯楽が無
い時代、まず所員が食べる為に中波ラジオの修理や
短波ラジオへの改造などで研究所の生計を立ててい
た。偶々、名古屋の自宅で朝日新聞のコラム「青鉛
筆」に載った戦時中に知合い敬愛する井深の記事を
盛田昭夫が見て、東京に馳せ参じ’46年5月に東京通
信工業㈱を設立する。
その1ヶ月後、盛田と兄弟同様に下宿時代を育っ
た岩間和夫（後に半導体部門の総帥となる）が会社
にジョインし、トランジスタ開発の主導者となった3

人の立役者がひとつに揃うことになる。
井深は学生時代から発明家で知られ、元アマチュ
ア無線家で技術にも詳しく、社内にはアマ無線家が
多士済々で会社の立ち上げに参画しており、ラジオ
の新技術には強いアマチュア地盤ができていた。

ラジオをやろうと井深がターゲットを絞った
井深は’46年ベル研による最初の点接触型トランジ
スタ発明の当時には、昔使った鉱石ラジオの不安定
さの経験から、これは実用には難しいとして「これの

将来性はないな」と云ったといわれる。
’48年末に至り、ショックレーによるジャンクショ
ン（接合型）トランジスタ発明の発表がある。
井深はこのベル研の接合型・トランジスタに強く
興味を持った。そして、漸く市販品化の見えてきた
テープレコーダーの市場調査の為’52年米国に出張し
た際、いち早く特許有料公開の情報を人伝てに聞き
知人に交渉を委託して帰国する。
その後、’52年4月、ベル研がWE㈱を通じ特許権
を有料許諾してもよいという正式発表があり、盛田
は米国の山田道志に頼み具体的なコンタクトの方法
を託す。その結果として、ライセンス許諾の正式な
文書回答をえて、自身で’53年8月に渡米、WE（社）
に出向き仮契約書にサインをする。
仮契約が成立すると、岩間は井深、盛田と相談し、
これまでの製造担当取締役の任を辞し半導体事業開
発のプロジェクト担当取締役を志願し、岩田、塚本
（理）、天谷（化）、茜部（機）、安田（電）等5人を
プロジェクト・メンバーに任命し、早速、原理書で
ある「Electrons and Holes in Semiconductors」と盛田
が仮契約の際手にして戻ったベル研提供の 3冊の
「Transistor Technology」を輪読会形式で精読し、持て
る技術で実験、追試をスタートする。
初期の実験の進行は暗中模索、苦難の連続だった。
盛田はその後、欧州を含め3ヶ月の海外視察から
帰って井深に他社事情を報告し相談した時、井深は、
補聴器などねらわず、“例え難しくてもラジオを狙っ
てトランジスタをやろう”と決断を下した。
次の難関は当時の通産省の許可をとり2万5千ドル

（当時約9百万円）の外貨枠を獲得する事にある。
日本の大手電気・通信各社がアンブレラ許諾契約
を進める中、辛うじて特許使用許諾契約のみの外貨
枠の許可まで漕ぎ付け、’54年初頭に、正式にWE

（社）とのライセンス契約（1月1日）が成立する。
岩間は間髪を入れず、’54年1月末に渡米、3ヶ月に
亘り米国に滞在し、WE（社）傘下の各工場やベル研
を訪問し幾度となく作業現場や研究現場を見学する。
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鹿井信雄（ソニー㈱　元副社長）

ことはじめ�

半 導 体�

ラジオ目的志向に絞って成功した
ソニーのトランジスタ開発（1）



訪問先では写真撮影もメモも許されない。その折の
見聞レポートは、説明を聞き見学と質問のみの中で、
宿に帰ってから記憶を辿り絵入りで書かれたもので
実に詳細に亘り、日本のチームメンバーにはこの情
報が大いに役立った。（図1）

この時の岩間レポートは最初の出張で75ページに
も亘り、今でもその内容のもの凄さが長く語りつが
れている。（岩間はその後4回に亘って米国を訪問し
全部で256頁の報告がなされている。）
日本のチームもよく頑張った。
3ヶ月に亘る渡米を終え、4月に岩間が帰国した
時、迎えに来た日本のプロジェクト・チームのメン
バーは、自分たちの手に成る接合トランジスタの試
作品を手にして迎えに行ったといわれる。

最初のラジオ試作品　SR－1

岩間等はこの第1回のWE（社）訪問で米国滞在
中、見学勉強とレポートに力を注ぐ一方、チームの
要請で製造装置の重要機材やラジオ試作用の部品集
め等にも八方手を尽した。
その甲斐あって各種のトランジスタの試作も急速
に進行し、’54年4月にはバラックのラジオが鳴り、7

月には写真のようなラジオの試作第1号モックアップ
機を完成させている。（図2）

高周波回路の一部に点接触トランジスタ、低周波
用にはGe（ゲルマニウム）P-N-P接合型トランジス
タとの混用で、受信感度は　5mV／m 程度の性能
だった。電気系は安田が、メカと組立系は木原、が
担当し、他にも2石～10石の何機種かの試作シャー
シが造られ実験された。

P-N-Pアロイ型（後に2T-1型シリーズ）トランジス
タでは、ベース入力時の増幅度のβカットオフ周波
数が精々150KHz程度と大変低く、高周波増幅回路
への使用は無理であった。
従って、当初の試作では中間周波増幅器やコンバ
ーター用には点接触型が使われた。しかし、動作が
不安定で、ラジオの高周波増幅用接合型トランジス
タの開発が、早い時期から開発課題となっていた。

不可欠だったグロン型トランジスタの開発
岩間はトランジスタの開発当初は接合型に集中し
グロン型はやるべきではないとしていたが接合型で
は高周波増幅用にまで到達しない。AMラジオ領域
まで発振し中間周波域でも相応の利得が取れるトラ
ンジスタが欲しい。
当時、TI（社）は周波数特性を向上させるべく、

主キャリヤーのモビリティーの高いN-P-N型で、結
晶成長型（グロン型）の製法の研究開発にいち早く
着手していた。（図3）

これはN型のSb（アンチモン）ドープの単結晶引
き上げ中にP型形成不純物のGa（ガリウム）をドー
プしベース領域を形成し、さらにSbをハイドープし
てN型のエミッタ領域を造る製法である。
高周波特性に強く関与するベース域の幅を数ミク
ロン程度に狭くでき、且つ、一度結晶の引上げに成
功すると数百本のエレメントが採れる一見量産向き
の手法でもある。
然し実際にはベース域からエミッタ域を引上げる

Sbのハイドープ時の条件が難しくなかなか半行で均
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図1 送り続けられた岩間レポート

図2 試作TRモックアップ・ラジオ

図3 Geトランジスタ構造模型図



一にはできない。初期には歩留まり確保に苦慮する
が、要は、如何に結晶引上げ機の温度管理と機械精
度を上げ歩留りを上げられるかに大きい課題があり、
これをクリヤしても、更にアロイ型に比べて巾の狭
いベース部への電極のボンディングが難しく組立員
の熟練が必要である。正に苦闘の連続だった

’55年初頭には歩留向上とバラツキに問題はあった
が製品化に成功し製品は2T-5型と命名された。

トランジスタとゲルマニウム・ダイオードを
発売

高周波用トランジスタに凡その目処をつけ、’54年
10月東京會舘でトランジスタ完成披露会を開き、’54

年11月、東通工は半導体の応用技術を広げる為に、
世界に先駆けて他業界向けに、より完成度の高いGe

点接触ダイオード1T2シリースと、低周波増幅用Ge

接合型型トランジスタ2T-2シリースの発売を始め、
続いて点接触型トランジスタとフォトトランジスタ
を発売する。発売価格は2T1シリースのP-N-P接合型
で2000円～3500円であった。（当時の大卒初任給は
約10,000円）

Regency（社）
TR-1型ポケッタブルラジオの発表・発売さる

’54年12月、リージェンシー（社）から突然4石ト
ランジスタ・ラジオ発売が発表される。
米国のTI（社）と IDEA（Industrial Development

Engineering Association ）の開発設計協力によって、
同年7月頃より極秘裡に進められたプロジェクトで、
“Regency”ブランドでTR-1がクリスマスを狙って発
表され、NYのLiberty MusicではWorld's Smallest

Radioとして＄49.95で売り出された。
N-P-N型のグロン型トランジスタを使用し4石構成
で米軍で使われていた015N型の積層22.5V乾電池を
電源とし、使用寿命は凡そ1時間ほど、感度も低く
実用にはほど遠い。（結果的に総生産台数は10万台
位で中止となった。）

然しラジオの開発チームは夢に画いた“世界最初
のトランジスタ・ラジオ”発売の先を越された事に
地団駄を踏んで口惜しがった。

以降、トランジスタラジオの開発は後編（1月掲載予
定）に記述する。
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図4 自社開発の単結晶引上げ装置

図5 ① 世界最初のトランジスタ発売カタログ　②裏面価格表

図6 リージェンシーTR-1型ラジオ

リージェンシーTR-1回路図
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はじめに
筆者は今年6月に小柳光正・東北大学教授、伊藤
清男・日立製作所フェローとともに、米国電気電子
学会（IEEE）が2002年に創設した半導体材料・デバ
イス分野で優れた業績を上げた研究者を表彰する
『西沢潤一メダル』を授与された。高集積DRAMに
不可欠な2種類のセル構造の一方、トレンチ（溝堀
り）キャパシタ（容量）を開発した功績が評価され
たもので、日本人として初の受賞であった。小柳教
授は他方のスタックキャパシタ、伊藤フェローはメ
モリアレー構成、3人とも日立中央研究所時代の業
績で授与された。
筆者は過去にもこの発明で、IEEEポール・ラパポ

ート賞、IEEEクレド・ブルネッティ賞、IEEEフェロ
ー、日本電子情報通信学会フェロー、東京都発明研
究功労者表彰等を受賞している。

SSIS機関誌への寄稿要請を受け、本号その1）で
は筆者の特許出願までの経緯を、次号その2）では共
同受賞者とともに進めた製品開発経緯を記したい。

鉱石ラジオからはじまる
私のルーツは小学校の工作で格闘した鉱石ラジオ
である。エナメル線をボビンに巻き、コイルの一部
を紙やすりでこすって銅線をむき出しにして接点を
つくる。工作と絵は得意であった。でも音が聞こえ
てこない。ものの本を読むと鉱石が悪いことが多い
とあったので、いろいろと調べた。鉱石がロッシェ
ル塩でできていること、周波数とは、同調とは、検
波とは、訳もわからず鵜呑みの知識が増えていった。
中学、高校とこれがエスカレートし、趣味となっ
た。真空管を4本使った並四受信機に始まって、ダ
ブルスーパーヘテロダイン短波受信機まで及んだ。
しょっちゅう秋葉原に通い、米軍払い下げの送受信
機の見事な造りに感動したりした。当時はアマチュ
ア無線全盛のころで、短波送信管807を使って送信
機も作った。大学受験で気持ちのゆとりもなく、あ
のシャーシャーという雑音だらけの中からかすかな

音声を拾うアマチュア無線通信に違和感があったの
も確かで、結局免許はとらずにコールサインは貰わ
ずじまい。もらっていたらJA1何がしかでビンテージ
ものとして尊敬されているだろう。
大学以降は無線からオーディオに移った。通常使
わない電力真空管などを選び、これとインピーダン
スマッチングするトランスを苦労して探し、世界で
唯一のメインアンプなどと悦にいっていた。真空管
は最大定格で使うものと思っていたのが間違いで、
まもなくこの真空管は過負荷でおしゃかになった。
その後トランジスタアンプに移り、造り上げた台数
は10を超えたが、今残っているのは1台のみ。

西澤先生に投げかけられたトラウマ
東北大学での卒業研究・修士研究では半導体を選
んだ。不遜なことに、造り続けた送受信機やアンプ
の回路はどうも“底が浅く”て研究対象として考え
られず、対極にあるプロセスへと方向を定めた。趣
味と仕事は別にしたいという思いもあった。回路に
向かっていたら違った研究人生になっていただろう。
このとき師事した西澤先生の背中で語る教えは強
烈で今でもトラウマになっている。「論文は読むな。
他人と同じことはするな。独創を最優先せよ」と。
半年に1度しか面と向かって指導を受けられなかった
が、この呪縛はきつかった。この教えの深さは、
後々10年、20年たって理解することになる。
修士論文の研究対象はシリコンエピタキシャル成
長の表面観察である。指示された対象では期待した
結果がなかなか得られず、一度ならず寄り道した。
大いに叱られたけれど、寄り道の成果は10数頁にわ
たって『半導体研究』（西澤先生が所長を務めておら
れた半導体研究所（仙台市）発行の研究論文誌）に
載せていただいた。努力は認めてくださっていたの
だと、涙が出るほどうれしかったのを覚えている。
ここ8年間は広島大学で教えているが、指導学生に
このような感動を体験させられてはいない。いわず
もがな、不徳のいたすところである。

ことはじめ�

半 導 体�

DRAM用トレンチキャパシタの発明と実用化経緯、
IEEE西澤潤一メダル受賞に当たって―その1：

発案と特許出願まで
角南 英夫（広島大学

ナノデバイス・システム研究センター 教授）
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半導体プロセス開発を仕事に選ぶ
そして1969年、日立中央研究所に入所した。1970

年にマイクロプロセッサとDRAMが発表されたのだ
から、この時制の一致は私にとって幸せなことであ
った。中央研究所では当時盛んだった多層配線、そ
してCCD（電荷結合素子：主にデジタルカメラの撮
像素子）の研究に携わった。動作解析のためには界
面準位を追究するべきと、ちょうど社費留学させて
いただいたのをきっかけに1973年から1年間スタン
フォード大学のウィリアム・スパイサー教授のもと
で光電子分光法の研究に従事した。ただ、数ヶ月に
1週間しか装置が空かず、実験したくてもできない状
態はつらいものである。様々な米国事情をつぶさに
観察するには好都合であったけれど、実験したい私
にはつらい研究ペースであった。

太陽電池から着想したアイディア
そうこうしているうちにスタンフォード滞在中に
参加した学会で印象的な発表を聴講した。その後い
くら探しても発表論文が見つからず、情けないが学
会名さえあやふやになってしまった。もしかしたら、
ハードコピーが残らないゴードン・リサーチ・コン
ファレンスではないかと疑っている。
その発表はテキサスインスツルメンツ社のK.E.ビ
ーン氏らが提案した太陽電池であり、図1に示すご
とくSi（110）面にKOH水溶液で垂直な溝を多数造り
つけた構造である。溝に入射した光は吸い込まれて
消滅するために無効な反射光が極めて少なく、光電
変換効率が上がるというものである。
今でこそ、垂直の細い溝が形成できるドライエッ
チングがあるが、当時は等方性の溶液エッチングし
かなく、ようやく開発が始まった円筒形プラズマエ
ッチングもほぼ等方性であった。等方性エッチング
では半球状の穴しか得られない。したがって、アス
ペクト比が5のこの垂直なエッチング溝を見たときに
は鳥肌が立ったぐらいである。
同時期に図2に示すようにDRAMセルの構成が3

トランジスタ型から1トランジスタ＋1キャパシタ型
に移行したという噂を聞いていた。光電子分光でSi

の表面・界面を解析しようという研究者がなぜ畑違
いのDRAMに興味を持ったか。ここで、無線機やオ
ーディオアンプを造っていた“デバイス嗜好”がそ
うさせたのではないかと思う。無線機には共振周波
数を精密に調整するためにトリマーコンデンサーと
いう部品がある。これは図3に示すように円筒形の

コンデンサーであり、内部の電極を入れ出しするこ
とによって対向電極面積を変え、容量値を変化させ
る。この円筒形コンデンサーとSi垂直溝が頭の中で
合体した。
集積回路は小さいほどコストが安い。キャパシタ
の値が大きければ信号も増大し安定な動作ができる
に違いない。だったらSi基板に垂直な溝を形成して
この側壁をキャパシタの電極にすれば、一石二鳥で
はないかと考え、当時の上司に「特許出願の明細書
申請用紙を送ってくれ」と米国から手紙で頼んだ

n-S
i

p-
S

i

4 µm

20
µ m

(1
10

)

(1
11

)

図1 垂直溝つきSi太陽電池

3-T                               1-T

図2 DRAMセルの改良、3トランジスタセルから
1トランジスタ＋1キャパシタヘ

図3 同軸円筒のトリマーコンデンサー
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（まだインターネットはありません）。折り返しは
「今の研究に無関係な横道にそれず、留学先での研究
をきちんと仕上げなさい」というものだった。この
好奇心優先の横道嗜好は今も変わっていない。

トレンチキャパシタ特許出願
1974年9月、帰朝後自分でも惚れていたこのアイ

ディアをどうしても捨てられず、特許出願を依頼し
た。1975年5月7日出願の特願昭50-53883「半導体記
憶装置」である。アイディア特許にしては多くの実
施例を盛り込み、後の審査・権利化上これが大きな
力となる。
図4に明細書の冒頭の図面を載せた。この発明の
コンセプトは理解されず社内評価は低かったので、
外国出願はされていない。今思えばしつこく売り込
むべきであったが淡泊な性格が災いしたようである。
この出願からたった1ヶ月後、日本のF社から、翌
年には日本のT社、翌々年には日本のM社、N社、
米国のT社、I社から同じ概念の特許が出願されてい
る。ほんのタッチの差である。私がもう少し逡巡し
て出願が遅れていたら、今の私とは違った道を歩い
ていたに違いない。
本稿の主旨とはずれるので記載しないがこの発明
とともにトレンチの応用と派生技術で様々なアイデ
ィアを出願した。二層ポリSi構造のDRAMや、今で
こそ注目を浴びているSiの梁の側壁をチャネルとし
たトランジスタ、さらには基板を貫通した垂直な溝

を電極とするものなどである。一部のアイディアは
製品化にもこぎつけ会社に貢献した。このトレンチ
キャパシタから派生した構造や技術は今の今でも研
究対象にしている。早い話、私の“独創性”はほぼ
30年前で飽和していたのである。

本稿ではトレンチキャパシタの発案から特許出願
までの経緯を述べた。次号は、製品開発経緯を述べ、
何故、自社で製品化できなかったかを分析してみた
い。ここには日本企業の開発の課題が縮図となって
現れている。

図4 最初のトレンチキャパシタDRAMセルの出願
特許（特願昭50-53883「半導体記憶装置」）の冒頭図面

協会行事のお知らせ

1．11/28・SSIS秋季特別セミナー

日時：11月28日（火）15：00～20：50

会場：大阪倶楽部4階ホール
（大阪市中央区今橋4-4-11）

［セミナー要旨］

第Ⅰ部　ベトナム特集－半導体産業の海外立地拠点と
してのベトナムの評価－

講師：ローツェ㈱代表取締役社長 崎谷文雄氏
Rorze Robotech Inc. President 中村秀春氏
㈱フジキン代表取締役社長 小川洋史氏
上席取締役常務執行役員 野島新也氏

第Ⅱ部　日本電気産業再編ヘノシナリオ－エマージ
ングバブルの終焉へ－

講師：ドイツ証券株式調査部長　佐藤文昭氏

2．12月度SSIS研修会のお知らせ

日時：12月14日（木） 17：00～18：30

会場：全林野会館プラザフォレスト
（東京都文京区大塚3-28-7）

演題：『半導体ベンチャー企業の今日的課題』
講師：㈱工業調査会代表取締役会長　志村幸雄氏

《事務局からのお願い》

人材交流プロジェクトではSSIS人材情報活動の活性
化を図るため会員の皆様方から『人材情報センター』
に関するご意見を伺うことにいたしました。近々に
メールによるアンケートをお送りいたしますので、ご
協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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古希を迎えた飲み仲間4人（但し私は69才ですが）
が一杯やりながら、記念に「思い出に残る旅をしよう」
と言う事になり、4人のうち2人は奥さんを亡くして
おり男 4人で北欧に行く事となった。5月28日から
11日間の私なりに感じた道中記をレポートしたい。

・訪問地（コペンハーゲン → オスロ → フィヨルド・山岳
地帯 → ベルゲン → ストックホルム → ヘルシンキ4ヶ
国：地図参照）

コペンハーゲン
人魚の像、アンデルセンの家、宮殿等、定番の観
光地は回ったが、印象に残ったのは市内から北へ20

キロばかりに位置するクロンボー城であった。
この城はシェークスピアの「ハムレット」の舞台に
なった城だそうだが、それより海に面した城壁から
対岸にスウェーデンが望める幅約4キロの海峡に注
目した。
日露戦争に関心がある私としては、1904年10月、
ロシアのバルチック艦隊の40数隻がクロンシュタッ
ト港を出港し、日本艦隊との決戦をめざしこの海峡
を通った事と9ヶ月も費やしやっと日本海に到達し
日本艦隊との決戦で一瞬にして壊滅してしまった事
を思い出しながら暫く海峡をみつめていた。

オスロ
フログネル公園

公園に入り、裸の人間が重なり合って塔をつくっ

ているのを見て、以前
美術本で見たことがあ
るなと思い出した。
ビーランゲルと言う
彫刻家の作品で公園全
体も設計した。
オスロからバス旅行
に入り、途中長野の前
に開催された冬季オリ
ンピックの会場リレハ
ンメルを通り更に北へ
向った。リレハンメル
あたりは広々した牧草
地が多いが北に100キロも入ると回りはアルプスの
山並みのような景色となり（しかし海抜は300米程
度）オスロから約450キロ、9時間の山岳街道をバス
に揺られゲイランゲルフィヨルドの出発点につい
た。疲れた。

ゲイランゲルフィヨルド
北海から200キロ以上入った場所でフィヨルドの

深さは200米以上あり我々の泊ったホテルのすぐ近
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内山雅博（SMC㈱顧問）

熟年の北欧4ヶ国の旅

北欧4ヶ国地図

クロンボー城

海峡（デンマーク－スウェーデン）

フログネル公園



くの船止場から大型観
光船が発着している。
日本の世界一周クル
ーズの「ぱしふぃっく
びいなす号」（27,000t）
もここに入ってくると
の事。ビックリだ。
山岳鉄道の旅
ゲイランゲルを発し
いくつかのフィヨルド
を船で乗り継ぎアウラ
ンドフィヨルドの湾奥
のフロムと言う小さな
村に着いた。ここはベルゲン鉄道と言う本線とを結
ぶ山岳鉄道の出発点でここから860米の標高にある
ミュンダルに向う。（フロムは標高2米）途中、大小
の滝や渓谷を眺めながら20k、約1時間の旅を楽しん
だ。
通常の軌道を走る鉄道ではこの鉄道より勾配のき
ついものは世界にも他にない由。
ベルゲン（オスロに次いでノルウェー第2の都市）
世界遺産に登録されているブリッゲン地区（ベル

ゲン港の隣）は数100年前ドイツ商人、ハンザ同盟
に占領され経済を牛耳られていた。ドイツ人が建
てた木造の建物が並んでいる。北欧はバイキングの
昔より、ドイツ、ロシアも含め相互に侵略の歴史で
あり、この後訪問する各地で侵略のなごりに遭遇
する。
当地での自由時間の時入ったビアホールで地元の
熟年のグループと隣り合せになり、度々「スコール」
を重ねているうちに機内でみたノルウェーの案内書
に「となかい＝Rein Deer」のステーキが美味しいと
紹介されていたのを思い出し、良いレストランを紹
介して欲しいと言ったところ、上記のハンザの建物
に100年以上の歴史を持つレストランが一番だと教
えて呉れた。
あのサンタクロースの「となかい」と思いながら食
べてみたが意外や、くせもなくさっぱりとした味で
抵抗なく美味しく食べられた。

ストックホルム～バルト海クルーズ
ノーベル賞授与式、晩餐会が行われる宮殿や市庁
舎を見学の後、バルト海クルーズの豪華客船シリア
ライン（50,000t）に乗
りヘルシンキへ向け出
発した。（午後5時に出
港し翌朝9時ヘルシン
キ着の予定）この客船
は各種のレストラン、
バー、ショッピングア
ーケイド、ダンスホー
ル、カジノ等を備え、
さながら船のラスベガ
スと言ったところだ。
私はこの日6月4日が誕
生日であり、グループ
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フィヨルドを大型船がゆく

世界遺産・ハンザの建物眼下にゲイランゲルフィヨルド

途中通るショスフォッセンの滝

ストックホルム市庁舎



の人達から祝福を受け何回も乾杯を重ね、調子に乗
ってカジノでルーレットに挑戦し2万円を投じたが
30分もしないうちにパーになってしまった。

ヘルシンキ
最後の訪問地となった。シリアラインで午前9時
到着。フィンランドを代表する作曲家を冠したシベ
リウス公園や各地と同様に宮殿、寺院を見学の後、
フェリーボートでスオメンリンナ島に渡った。この
島はスウェーデン、ロシアからの侵略を防御する最
前線の基地だった。各所に大砲を備えた陣地があり、
その中に明治時代に日本から寄贈された大砲が一基
設置されていた。
フィンランドはロシアから度々侵略、占領され街
や寺院等にロシア建築が今も多く残っている。日露
戦争で日本がロシアに勝った事で、自分達の最大の

敵をやっつけた日本を大変友好的に思い今でも特別
な親しみをもっていると聞いた。
当時、日本の戦勝にあやかって東郷元師の名前で

「トーゴービール」が売り出され、最近まで売られ
ていたようだが、オランダのハイネッケンビールに
会社が買収され無くなったとの事。残念。

旅を終えて思った事
（1）食事。各地のホテル、街のレストラン、屋台、

市場等いろいろな場所で食した魚介類（特にサ
ーモン、ニシン、ホタテ貝等）は文句無しに美
味しかった。種々の料理メニューは毎食が楽し
みだった。勿論「となかいのステーキ」も。

（2）言葉。都会の普通の商店（免税店ではない）、
屋台等は勿論のこと田舎町のスーパーや商店で
も殆どの店員が英語で応対してくれる。日本も
海外からの観光客の増加対策を考えるのであれ
ばもっと英語が抵抗なく話せる環境づくりが必
要ではなかろうか。
「国家の品格」の著者　藤原正彦氏が主張さ
れる「低学年の英語教育は必要ない。国語をし
っかり勉強すべき。」の説も尤もであるが、し
かし、国際化を標榜するのであればもっと英語
に慣れ親しむ環境づくりが必要なのではなかろ
うか。

（3）日本人。ベルゲンの漁港の屋外市場で働いてい
る若い日本の娘さんに会った。バイオリンの勉
強中との事で、日本の音楽学校で教わった先生
がベルゲンに帰ったのでついて来て市場で働き
ながら勉強を続けているそうで元気な娘さんだ
った。彼女に勧められたキャビア、たらこ、貝
類を美味しく食した。こんな田舎街で働きなが
ら勉強している若い日本女性に会えるとは思い
もよらず、頼もしく感じた。

（4）空気。とにかく空気がおいしい。各地の晴れた
日の青空が印象的だった。公園や通りの木々の
緑も素晴らしく、癒された。

6月7日朝、満足感と一緒に無事成田に帰着した。
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日本が寄贈した大砲

豪華客船シリアライン（5万t）
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第1線で活躍するロボット技術者
九州は“頭脳なきシリコンアイランド”と言われ
てきましたが、今日半導体産業の一大拠点に加え、
自動車産業の集積も進みつつあります。独立後、自
動化機械の設計技術者として活躍されている福崎氏
をご紹介します。最近は業界誌へのシリーズ執筆、
講演と活動されています。

◇独立以後にIC関連で設計した装置

・シリコンウエハー（200/300 mm）搬送ロボット／
搬送装置
・直交座標系ロボット（半導体製造装置）／FPD搬
送ロボット
・シリコンウエハーのオリフラ合せ装置／ノッチ合
せ装置／FOUPオープナー

◇執筆活動

（1）機械設計（2月号／2ページ）日刊工業新聞社刊

《役に立つデザインレビュー》体験から語るデザイ
ンレビューのツボ
要旨「…デザインレビュー（DR）
は、適正な品質の製品をいかに
タイミングよく、適正な価格で
市場に提供するかを決めるため
の大変重要なかつ有益な機会で
ある。製品は競合他社に比べて
技術的に優れていれば売れると
いうものではなく、顧客満足度（CS）が高くなけ
れば買ってもらえない。したがって…マーケッテ
ィング力を上位に位置づけるべきである…」

（2）機械設計（5月号／8ページ）

特集《メンテナンスを考慮した設計の勘どころ》
要旨「…メンテ性を重要視してい
る設計者であっても、FAや生産
設備の設計において、それを優
先順位の一番に考えている者
は、特別なケースを除けば、ほ
とんどいないのが実情ではない
だろうか。多くの機械設計者は
基本的な機能設計、Q・C・D（品質・価格・納期）、
およびS・E（安全・環境）をどう満足するかに注

力し、メンテ性は重要とわかっていても考える余
裕がないというのが本音であろう…」

（3）機械設計（9月号／4ページ）

特集《よくわかる公差の指示と設定の実務》
要旨「…機器概要―直動型位置決
めテーブル（組立ロボット用）の
設計製図事例として、解説する。
…レールの精度等級はP6（上
級）、予圧は微予圧。ボールね
じの精度等級はC5、軸方向すき
間は0.05 mm以下とする…」

◇講演活動

《実効性を追求したデザインレビューとその実際》
㈱日本テクノセンターセミナー事業部

8月10日開催：約2時間

要旨「…形骸化しつつあるデザインレビューを、実
効性のあるものから戦略的なものづくりへと展開
するための方法を提案する…」

◇現役エンジニアとして活動中！

会員・メンバー登録

・6日本技術士会　準B会員
・Net-P.E.Jp会員【Net-P.E.Jpとは、Net Professional

Engineer Japanの略でインターネット上の技術士・
技術士補と、技術士を目指す受験者のネットワーク
http://members.at.infoseek.co.jp/netpejp/Net_PE_Jp.html】

・技術士協同組合　ネット会員

（SSIS九州担当　荒巻取材記）

シグマテック代表
福崎稔浩

「読者のひろば」への投稿を！
会誌「アンコール」では、会員の皆様からの自由な投稿
の場として、「読者のひろば」の欄を設けています。
本誌1ページ分（標準：1500文字、図面はページの半分
の幅で約250文字相当）で肖像写真と共に、皆様の自由な
ご意見・感想・ご提案等を掲載する場です。今回のよう
に会員の紹介（自己紹介も含む）でも結構です。色々なご
意見をお寄せ下さい。
原稿は、電子ファイルでも紙に書いたものでも結構です。
本誌最終ページ右下のSSIS事務局まで、郵送または電子
メールにてお送り下さい。



2006年度賛助会員連絡会終了

9月8日（金）14：30より学士会館において2006年
度SSIS賛助会員連絡会が開催されました。本年は15

社（団体）から21名の御出席をいただきました。
会長挨拶、運営委員長による概況説明、各分科会
担当委員長による活動状況報告、会計報告と一連の
議事のあと質疑・ご意見承りを行い、予定通り15：
45に終了。
引続き同所にて講師に半導体産業研究所所長 前口
賢二氏をお招きして、特別講演『日本の半導体デバ
イス産業の課題と国際競争力強化』を実施しました。

9月末現在、賛助会員数は50社（団体）となって
おります。年一度の連絡会議だけでなく、
・担当運営委員を決めた、「賛助会企業訪問」の励行
・Encoreへの「賛助会企業紹介コーナー」の設置
等をとおし賛助会員各位へのサービス向上に努力し
てゆきます。

賛助会員一覧（五十音順・敬称略） 2006.9.30現在

ご寄付芳名（No.46所載報告以降）

ご協力ありがとうございます。前回ご報告以降、
ご寄付をお寄せいただきましたには以下の方々です。
厚く御礼申し上げます（お名前は50音順、敬称略）。
木内一秀、山根正煕

新会員の一言

南里豪一会員（㈲エイペックス　コーポレイション）

新会員の南里でございます。会員の皆様との交流
を楽しみにしております。まさに日本の経済は皆様
の半導体業界にかかっていると存じます。
深津英雄会員（NECマイクロシステム㈱）

NECの半導体設計会社に勤務する深津です。企
業、大学との協業や半導体シニアの皆さんと共に半
導体産業の復活に努力します。
小路孝会員

今までの半導体技術を自己のみに保持するのでは
なく、会員の共有として、今後の後世の人に伝承し、
持続的に発展させることに努力します。
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アスリートFA㈱／アプライド・マテリアルズ・ジャ
パン㈱／㈱アルバック／㈱イーストンエレクトロニ
クス／㈲ iST／ウィンボンド・エレクトロニクス㈱／
㈱エイ・エス・エイ・ピイ／SMC㈱／エルティーエ
クスアジアインターナショナルインク／沖電気工業
㈱／オムロン㈱／鹿児島県／熊本県／㈱クリーンイ
ー／㈱KSK／㈱小松製作所／コマツ電子金属㈱／サ
クセス インタイナショナル㈱／三洋半導体㈱／㈱シ
ステムLSIセンター／㈱シバソク／㈱人財ソリュー
ション／SEMIジャパン／ソニー㈱／㈱つくばセミ
テクノロジー／ティーシーエスジャパン㈱／TCI㈱／
㈱ディスコ／㈱テクノジー・アライアンス・インベ
ストメント／東芝グループ／ナレッジ・エッジ㈱／
ニッタ・ハース㈱／日本ガイシ㈱／日本電子材料
㈱／日本エレクトロプレイティング・エンジニヤー
ス㈱／㈱日本マイクロニクス／ノベラスシステムズ
ジャパン㈱／伯東㈱／㈱ハロラン・エレクトロニク
ス／阪和電子工業㈱／㈱ヒューマン／㈱フジキン／
㈱プロアシスト／㈱堀場製作所／マイクロン ジャパ
ン㈱／三菱電機㈱／明光電子㈱／㈱安川電機／リア
ライズ㈱／㈱ルネサステクノロジ

個人会員�
植田至宏 株式会社KSK�
南里豪一 ㈲エイペックス コーポレイション�
深津英雄 NECマイクロシステム㈱�
小路　孝�
 （入会順）�

新入会員（2006.7～2006.9）�

会員現況（10月1日現在）
個人285名、賛助50団体

2

SSISでは会員を募集中です。協会は求人・求職
サポートや研修会等、活動内容の充実を図ってい
ます。
各会員の方は沢山のお仲間に協会をご紹介下さ
い。連絡先等を事務局までご一報いただければ資
料をお送りします。
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