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あけましておめでと
うございます。
半導体シニア協会

（SSIS）をはじめ半導
体関連産業界の皆様方
の、日頃からのご厚誼
に感謝申し上げます。

SSISにおかれまして
は、昨年6月、大阪で
開催されたシンポジウ

ムにて、「夢を持ち続ける」というテーマで
座談会を開かれたと伺っております。私は、
昨年4月、熊本県知事に就任しましたが、年
初にあたり、「熊本の夢」を語らせていただ
きます。それは、自然豊かな風土と多彩な歴
史・文化に恵まれ、優れた人材と様々な産業
が集積する、熊本県に秘められた無限の可能
性を最大化することです。
本県には、昨年6月に国宝指定された「青

井阿蘇神社」や130年ぶりに本丸御殿が復元
された「熊本城」などの地域色豊かな歴史建
造物をはじめ、天草、阿蘇という二つの国立
公園があります。また、豊かで良質の水によ
り、おいしい農産物や酒・焼酎がつくられて
います。
一方では、40年前に、九州で初となる半導
体工場が熊本に進出して以来、半導体及び製
造装置メーカー、外資系のリーディングメー
カーや、シリコンバレーのベンチャーなど、
また最近ではソーラーメーカーも加わり、約

170社の関連企業が集積しています。シリコ
ンアイランド九州の中核として、今後さらな
る集積を目指しております。
この他にも、毎年5,500人の理工系新卒者を

輩出する教育風土があります。アジアに近く、
交通の利便性も高く、各地へのアクセスも良
好です。こうした自然、人材、そしてインフ
ラに加えて、自動車やソーラー等の産業戦略
と「セミコンダクタ・フォレスト構想」によ
り、関連産業が自然と調和しバランスよく集
積する森のイメージが熊本の近い未来の夢の
姿です。産業の集積と共に、子供たちが夢を
持ち、若者が地元で働くことができ、高齢者
が安心して暮らせるような熊本づくりを進め
ております。
私は、小さい頃に、小説家、政治家、牧場
経営者になるという3つの夢を描いていまし
た。農協職員を経てアメリカに渡り、農作業
の重労働に挫折しそうになりながらも、ネブ
ラスカ大学、そしてハーバード大学に進み、
東京大学教授として政治学を研究することと
なり、知事となって少年時代の夢がかないま
した。
現在、100年に一度の金融危機と言われる

中、生き残りを賭けた取組みが行われていま
すが、自分自身の経験から、「逆境の中にこ
そ夢がある」と私は確信しております。皆様
方には、ぜひ熊本へお越しいただき、事業展
開の舞台として共に夢の実現を図っていただ
くことを願っております。

熊本県知事　蒲島 郁夫

巻 頭 言

熊本県知事　蒲島郁夫

「熊本の夢」
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SSIS半導体シニア協会は 1998

年に設立された。その設立趣意書
によると「半導体産業に長年携わ
り多くの経験と知識を培われた
方々に末永く活躍していただいて
半導体の永続的な発展に寄与して
頂く」とあるが、更に11年の歳月
の中で、現役の方々も加え、海外
を含め広いHuman-Networkと密度の濃いKnowledge-

Chainを構築してきた。現在数々のセミナー、国内外の
研修旅行、求人求職活動、機関紙の発行等々SSISなら
ではの豊富な活動が展開されている。
私が会長として最も意を用いたのは、SSIS会員の融
和と会のFUNDであった。何しろ会員の方々は現役の頃
様々な地位と職場でバリバリ仕事をされた方々で皆一
家言をお持ちで、夫々の意見の集約は中々大変な仕事
であった。亦FUNDは活発な会の運営には欠かせないも
のであるが、個人会費には限界があり、亦賛助会員に
はいかにしてSSISがサービスできるかが鍵であった。
幸い会員全員の熱意とボランテイア精神に支えられ、
かなりの預金を持って次世代に引き継ぐ事が出来た。

11年の長きに亘り会長の私を支えてくださった会員、
特にシニアーの方々に次の言葉をもってお礼に代えさせ
て頂きたい。
「シニアーライフは人生の第3楽章であって終楽章で
はない。未だ残っている能力に感謝し今何が出来るか
自問しよう。優勝劣敗の時代に人間性豊かなネットワ
ーク造りをしよう。カーテンの陰から現役の人達に声援
を送り時に手助けをしよう。シニアーライフは奉仕の時
である。」

このたび皆様のご推挙をいただ
き半導体シニア協会の会長に就任
することになりました。微力では
ありますが、本協会のために最大
の努力をしてまいる所存でありま
すので、皆様の絶大なるご支援を
お願い申し上げます。
川西前会長は 1998年の本協会
設立以来10年余にわたって、卓越した指導力と献身的
なご努力によって本協会の磐石の体制を築かれました。
私の役割は川西前会長の路線を踏襲しながら、新しい
時代の要請にあわせて本協会をさらに発展させてゆくこ
とであると考えております。
本協会は半導体のデバイス、製造装置、材料など全
分野を横断的にカバーする特徴的な組織団体であり、
豊富な経験と人脈をお持ちのかたがたで構成されており
ます。まさに「ネットワーク・オブ・ネットワークス」
であるといえるのではないでしょうか？
あたかも昨年後半より世界的な不況が広がり、わが
国半導体産業もきわめてきびしい状況に直面していま
す。天然資源の乏しいわが国にとって半導体はまさにか
けがえのない産業分野であり、この不況を突破して新し
い未来を拓かなければなりません。このようなときにこ
そ百戦錬磨の皆様の知恵と経験が生かせるときであり、
本協会の存在感を高めるチャンスにもなるのではないか
と考えています。
最後に会員の皆様のますますのご健勝を祈念して就
任のご挨拶といたします。

半導体シニア協会会長交代の挨拶

会長退任に当たり　川西　剛（TFKコンサルティング代表） 会長就任に当たり　牧本次生（テクノビジョン代表）
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ここ数ヶ月で世界の経済状況が信じられないくら
い悪化してきましたが、三菱電機のパワー半導体を
中心に技術動向とビジネスの状況について、省エネ、
新エネルギーといった分野でパワーデバイスが伸び
ていくという元気が出るお話をしたいと思います。

1．三菱電機半導体及び
パワーデバイスについて

当社の半導体の歴史は、1959年ダイオード、トラ
ンジスタ製品から始まりました。66年から ICのモノ
リシック時代を経て、その後メモリ、マイコン、シ
ステムLSIというジャンルに分かれて製品化してきま
した。ダイオード、トランジスタからは発展的に大
電力デバイスや高周波光素子という流れになりまし
た。当社パワー半導体の歩みはバイポーラトランジ
スタから始まり、主に自動車用に使われました。そ
の後サイリスタ、MOSFET（81年）、IGBT（84年）
と市場に出してきました。2003年に当時7,000億円く
らいの当社半導体ビジネスの大半がルネサスへ移り、
現在当社の半導体・デバイス事業としてはパワー半
導体と高周波光素子を中心に、これに産業向けに特
化した液晶事業を加えて展開しています。
・パワー半導体（BIP、MOSFET、IGBT）の特徴

バイポーラトランジスタは電流駆動型の為更に省

エネ対応として電圧駆動型のMOSFETへ移行しまし
た。さらに高駆動力の要求に応えようと、バイポー
ラの良さとMOSFETの微細化を合わせて開発したの
が IGBTです。

MOSFETはパソコンや携帯電話など電池を持った
装置に使われて低電圧指向の電力を流すデバイスで、
世の中でパワーデバイスというと9割がMOSFETで
す。IGBTは最初は工場の電力制御を行なう、100V

系のコンセントからモーターを回すために三相制御
用デバイスとして使われ始めました。自動車も12V

か24Vのバッテリーなので、アクチュエーターやモー
ター類を駆動していたのはMOSFETです。ところが
97年に登場したハイブリッド自動車では200V、300V

のバッテリーを積んでいるのでより高圧系に適した、
IGBTの新しいビジネスのスタートになりました。
世の中ではパワー半導体というとMOSFETが中心
ですが、当社のパワー半導体ビジネスは大部分が
100V、200V、400V電源系の高い電圧を扱う IGBTを
使用したモジュールで展開しています。
・IGBTチップ構造の変遷

当初はバイポーラトランジスタの延長線でプレー
ナー型のIGBTを開発、現在主流はトレンチ構造とな
っています。初期は5インチウェーハにエピ成長を用
いたウェーハが主流でしたがエピを使わないFZシリ

SSIS 2008年12月度研修会

『パワー系半導体デバイスの技術動向と
今後の展望』
＝省エネと環境で伸びるパワーデバイス＝
片岡正行（三菱電機㈱ 半導体・デバイス事業本部

副事業本部長） 講演要旨

図1 図2
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コンのキャリアをコントロールする手法や、ライト
パンチスルーという構造のものも多く使われていま
す。パワーでもMOSFETではメモリやロジックと同
様に12インチウェーハの時代ですが、IGBTの主流は
6インチとなっており、8インチウェーハも使われて
います。
・パワー半導体のパワーロスの改善

85年に登場した IGBTデバイスの第1世代時代か
ら、メモリやマイコンと同様に微細化含めた三次元
構造への改良により、パワーロスという尺度では当
初に比べ現在主流の第5世代では約5分の1になって
います。ロスが少ないということは一つにはサイズ
を小さく出来る、モーターを小さく出来る、冷却系
を小さく出来る点、一方で大きなものが出来る、同
じ容量で大きなものが回せるという利点があります。

2．市場ニーズへの対応
（パワーモジュール展開）

・大容量化（モジュール）

小容量の IGBTは白物家電向けが中心で、1997年
に本格的なインバータエアコンが投入されました。
中規模な応用としては、産業向けを軸として10KW

から30KWクラスのモーターを回すもの、大規模な
ものは新幹線です。このように100Vから2KVくらい
まで広い範囲に対応し、デバイスとしての耐圧では
600Vから6.5KVまでが実用化されています。
・高機能化

単純にACからDCへ変換する或いはDCからACに
変換するだけではありません。三相制御の場合には
IGBT、及びフライホイールダイオードが各々6個必
要でそれらの特性や性能のバランスを取ってシステ
ム製品を製造するのはディスクリート構成ではなか
なか難しく、お客様からのモジュール化の要求によ
りビジネスが始まりました。その後制御回路や保護
回路を付加して使いやすくするという機能追加があ
りその機能を入れたものがインテリジェントパワー
モジュール（IPM）と呼ばれて製品化されています。
今後はマイコンや各種センサーを入れた機能付加、
システム化の要求もあると考えています。
・家電（白物）のインバータ化

1995～6年頃、電化製品の消費電力を如何に下げ
るかが話題になりました。最初はバイポーラでイン
バータを構成していましたが、余り省エネにはなり
ませんでした。その後開発したのが、インテリジェ
ントパワーモジュールです。IGBTとダイオードと受

動能動素子を集積し制御機能を持たせてモジュール
化する開発に着手しましたが市場の更なる低価格、
大量生産向け高信頼性などに多くの課題がありまし
た。90年代の後半、これらの問題を解決したDIPIPM

というモジュールを1997年に市場投入しました。白
物家電に関しましては、このDIPIPMインバータ搭載
のエアコンが出て一気に市場が拡大しました。
・DIPIPMのコンセプト

インバータの三相制御に対応できるようにIGBTと
ダイオードで6個ずつ12個、それと各相のLVICと
HVICの計4個の ICを搭載しました。全部で16チッ
プを実装、以前の複雑な構造だったモジュールから
非常にスマートな製品になりました。これで世の中
にインバータエアコンが一気に日本に根付いたこと
になります。このデバイスの特徴はオールシリコン
でありますが、パワーデバイスのキーは熱と絶縁で
す。例としてトランスファーモールドをやるとして
も熱と絶縁をきちっと作りこむ必要がありました。
非常に高電圧、高電流を扱うのでノイズの問題もあ
ります。電磁界の問題、熱の問題、絶縁の問題など
多くの技術課題を乗り越えてDIPIPMを市場に投入で
きたことになります。
・DIPIPMの更なる進化

最初のパッケージ構造はアルミの冷却フィンを載
せていて、半導体素子とはモールド樹脂で絶縁する
という複雑な三次元構造でした。このモジュールを
最初に使ったのが30Aクラスのエアコンです。当初
は54gだったモジュールが現在では10g、大きさも6

分の1くらいの外形に小型化されています。大きさは
マッチ箱、およそ3cm3の大きさになってきていて、
これでルームエアコンのコンプレッサ、ファンが回
っていることになります。

図3
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・電鉄（中高速鉄道）のインバータ化

VVVFという電圧と周波数の両方を変えるインバ
ータ制御技術が電車を変えました。90年代後半、誘
導発電機、ブラシレスでインバータ制御ができる誘
導発動機に変わっていった流れがあり、サイリスタ
やGTOのディスクリートからIGBTのモジュールに変
わってきたという歴史があります。この流れの中で、
90年代後半HVIGBT（ハイボルテージIGBT）が世の
中を席捲するようになりました。3.3KV、4.5KV、
6.5KVという耐圧をもった IGBT、フライホイールダ
イオードを一つのモジュールに20個程度入れた構成
になっています。電車関連もアジア、ロシア含めて
中高速鉄道化していく流れがあり、インバータ化、
ハイブリッド化の話もあるので電車の市場は今後と
も拡大が期待されています。エアコンのように何百
万台規模ではないですが電車のビジネスは拡大する
と考えています。ちなみにIGBTの世界がモジュール
という形で進化し始めたのが90年代の中程でインバ
ータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機が出始めたのが97

年ごろからです。電車の方もIGBTを使おうという考
えが出てきたのは90年代の中頃です。また自動車分
野に関しては1997年に国内初のハイブリッド自動車
が IGBTを載せて登場しました。1995年から IGBTの
ビジネスが色々な市場で広がったと考えています。
エアコンに関しては最近の新聞で今年は好調だと
書かれていて、08年度は当初の国内市場予測が750

万台から760万台の規模だったのが780万台になりそ
うです。エアコンは平均13年で取り替えられると言
われていますので、インバータエアコンは96～7年
から市場に投入されていますので現在では間違いな
くインバータ化されており、既に買い替え需要にな
っています。値段は厳しくなっていますが家庭での
設置台数が増加したり、各社機能を追加して需要を
喚起するなど安定した市場だと考えています。電車
にも同様に期待しています。インバータ化された新
幹線が世界中に張り巡らされると、これが大きな市
場になってきます。

3．省エネとパワーデバイス
・DIPIPMによる省エネ効果

DIPIPMによる省エネ効果の試算によると、DIPIPM

搭載のインバータエアコンの省エネ効果は約40％と
言われています。昨年度までに出荷したDIPIPMの内
エアコン向けが4～5千万台だろうと推定してこの率
を元に、一世帯の1年間の消費電力を3,500KW時と

想定すると、東京都の全世帯（600万世帯）分以上
の省エネに貢献したことになります。

4．今後の課題
・ルームエアコンのインバータ化率（WW地域別）

2006年の集計では、エアコンの市場はワールドワ
イドで5,000万台と言われています。内訳は50％がア
ジア、ほとんどが中国、日本が15％、欧州が10％、
その他となります。この中のインバータ化の率はこ
の3年間であまり変わっていないと思われますが、日
本が100％、欧州50％、アジア5％、中国は3～4％
です。世界では2割しかインバータ化されていませ
ん。裏を返すと今後、まだ4倍の市場があると考え
ます。インバータ化には技術開発が必要なので途上
国ではまだまだ進んでいませんが今後環境問題等も
あり中国やインドでの需要は更に伸びてくると考え
ています。
・市場予測（自動車、新エネルギー）

新エネルギーに関して、風力発電や太陽光発電が
今後も伸びるという予測があり、どちらも電力変換
が必要なのでパワーデバイスの市場が伸びると考え
ます。自動車に関しても、推定値ですが、2015年に
はハイブリッド自動車が150万台くらいに増加すると
予想されており、パワーデバイスとしての市場が伸
びるのは間違いありません。
・SiCパワーデバイス

シリコンの次にくるものとしてSiCが世の中で話題
になっています。バンドギャップが広くて耐圧がと
れて、電流が沢山流せて、さらに高周波、高温でも
安定した性能で動作する特徴をもっています。当社
も10年以上前から研究を進めていますが、越えなけ
ればならない課題が多々あります。大口径SiCウェー
ハの製造技術、低価格化、SiCウェーハプロセス技術
の確立、SiCモジュール技術の確立等実用化にはまだ
まだ時間が必要なのではないかと思います。
シリコンの代替となることではなくてシリコンで
はできないことを求めるニーズが主流だと思われま
す。そのために市場や顧客が何をそこに要求するの
かを一緒に解決していくことが重要です。シリコン
はこれからも安くなり、まだまだ改善していくべき
こともあり、全てがSiCに置き換わっていくとは思い
ませんが、将来のパワーデバイスとして省エネ、環
境、新エネルギー分野での貢献が一層進展すると信
じ頑張っていきたいと思います。

（記　事務局　高木隆一）



はじめに

前半は中国、ベトナム、インドを紹介した延長と
して韓国テクノロジーセクターを専門に調査されて
きたゴールドマンサックスの松橋郁夫氏に最近の韓
国半導体事情とこれからをお話しいただきました。
おりしも急激な世界不況の波が半導体業界を直撃し、
韓国のみならず、日本の半導体もどうなるのだとい
う方向に関心が向いたのも仕方が無いことかと思い
ます。後半は最近の環境問題への関心の高まりから
注目の太陽光発電について元三洋電機社長で太陽光
発電技術研究組合理事長の桑野幸徳氏に太陽電池普
及に対する氏の情熱を語っていただきました。この
かけがいの無い地球を守るために我々が今何をしな
ければならないか改めて思いを深くしました。

開会挨拶
SSIS会長　川西剛氏

米国発の深刻な世界不況に
見舞われ、半導体業界もオリ
ンピックイヤーにもかかわら
ずまさかの低成長となり、装
置、材料も深刻な影響を受け
ています。還暦を迎えた半導
体は今大きな変換点に立って
います。先進国の人口が横ば
いで市場に飽和感があるのに対し、発展途上国の人
口は急速な伸びを続けており、そのためPCも携帯機
器も単純で安価なものへ市場が移っています。古典
的な微細化や、ウェーハの大口径化によるイノベー
ションも足踏みの傾向が見えてきて、SiPや貫通電極
などの立体化技術と太陽電池やLED照明などの用途
が注目を浴びています。今のこの苦境は2，3年続く
と思われます。古語に「艱難は忍耐を生み、忍耐は
智恵を生み、智恵は希望を齎す」とあります。この
苦しい時期こそ天下100年の大計を立てる時だと思
います。

第1部　韓国テクノロジー企業の現在と将来
ゴールドマンサックス証券ヴァイスプレジデント

松橋郁夫氏

1．マクロ環境は激変

韓国の話しをする前に先ず
は現在世界がおかれている状
況に触れたいと思います。米
国サブプライムローンの問題
から端を発した金融危機は株
価を大幅に下落させ、自動車
を始めとする需要の信じられ
ない後退、原油、素材価格の大幅な値下がり、投資
意欲の低下を招き、景気後退は元気の良かった
BRICs諸国にも及び、世界同時不況の様相を鮮明に
しています。自動車やセット製品の需要後退にとも
なって、半導体や液晶などのハイテク産業も大きな
影響を受けています。PCも低価格のものが主体にな
り、部品の需要に結びつきません。DRAMは1Gbが
1ドル割れをするようになってメーカー各社の営業赤
字は膨大なものになっています。NANDは16Gbが2

ドルを切って使い捨ての時代に入り、これも厳しい
状況にあります。
2．韓国ハイテク企業の状況

韓国経済も世界不況の波をもろに被っていて例外
ではありません。ウォン安はアジア危機といわれた
時期のレベルに近くなっており、これは円高の日本
に比べると輸出に大きなプラスになるのではないか
といわれますが、主たる原材料や製造装置を輸入し
ていることや、外貨建てで負債を持っている企業も
多く、必ずしもウォン安が有利に働かないのが実情
です。例えばハイニックスでは負債の半額が外貨で
あってその返済は容易ではありません。また別の視
点では、一般的に韓国企業は台湾や中国の台頭によ
りローコストプロバイダーではなくなり、日本と同
じ悩みを持つようになってきたといえます。
3．サムスン電子の行く道

サムスン電子は1990年代から2000年代初頭にかけ
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て韓国経済を牽引してきており、周辺産業の需要先
となり、人材供給源でもありました。一時サムソン
は韓国全体の時価総額の20％を占めたことがあり、
今も突出した存在であることは間違いありません。
しかし2004／5年ころから営業利益の面からも、キ
ャッシュフロー創出力の面からも明らかにサムスン
の成長が鈍化しており、その影響が韓国ハイテク産
業全体の鈍化を招いています。その理由は大企業特
有の効率悪化の問題と、その社会的責任や株主への
責任の増加、新規の柱が見出せないことに加えてト
ップの世代交代時期にきていることにあります。
一般的にサムスンの強みは経営能力が優れている、
強固な財務基盤、垂直統合、優れた人材にあるとい
われていますが、我々の理解としては、①常に世界
No.1になるために何をなすべきかという判断基準で
意思決定をしていること、②国内市場が小さいゆえ
に海外に市場を求めていること、③マーケティング
能力に優れていることにあると考えています。サン
ディスク買収の問題でも明らかなようにサムスンは
摩擦を起こすようなことは極力避けようという姿勢
をとっています。
今後もサムスンは今まで築いてきたリーディング
ポジションは維持しつつ、新たに太陽電池などの新
規事業化を模索しようとしています。ただ現下の市
場悪化を受け、設備投資の縮小は避けられないとこ
ろです。サムスン以外のハイテク企業に関しては今
回十分な資料を用意できませんでしたが、財務基盤
が弱い分、非常に厳しい局面にあることは間違いあ
りません。
4．質疑応答

田中 NANDで東芝、DRAMでエルピーダ、液晶で
シャープといった日本の企業が得意の分野に集中
して巨額投資を行い始めるとそれぞれにトップシ
ェアをもっているサムスンは全方位に対抗するの
は厳しいという見方がありますが、どうでしょう
か？　また今回の不況に直面して日本勢は早々に
設備投資の延期を発表していますが、サムスンは
どう対応しようとしていますか？
松橋 サムスンは巨大な上場企業としての責任を果
たすべく、配当や自社株買いなどに資金を使い、
全方向に対抗できるだけの設備投資が行われず、
結果として2006／7年には主たる製品でシェアを
落としました。その反省もあり、今回の不況に対
してサムスンも設備投資を減額していますが、競
合相手に負けないだけの投資は続行するというス

タンスを維持しています。
川西 サムスンは今明確なビジョンが無くて悩んで
いるようにみえますがどうでしょうか？　日本の
半導体、液晶はどうしたらよいのですか？
松橋 サムスンは世界No.1の商品を更に増やすこと
を唱っていますが、現在の4本の柱以外に新しい
柱を見出せないという悩みは確かにあります。追
いつけ、追い越せできたものがトップの立場にな
ってさあどうしたものかという局面だと思いま
す。日本の業界に関しては今回のこのような苦し
い局面を機会に再編、スワップを行い、本当に強
いところをさらに強くする必要があると思いま
す。次にハイエンド製品に逃げず、途上国向けの
ローエンド製品にも力を入れるべきです。次の局
面で何が必要なのかはっきりしたビジョンを示す
ことが経営者に要求されます。
崎谷 サムスンは今まで不況の時に安い買い物をし
てきたのに今回はその兆しが見られません。ウォ
ン安が影響しているようにも思えるのですがウォ
ンはどうなるのでしょうか？
松橋 確かにサムスンも5割～7割程度の設備投資の
縮小はしていると思いますが、世界の競合メーカ
ーが9割も抑えているのに比べればまだ投資をし
ているともいえます。今のウォンの安は異常で2

年くらいの時間軸では1円10ウォンくらいには回
復するのではないかと予測しています。
川端 500ドルPCの話ですが、台湾に始まって日本
メーカーも売り出しましたが本当にこれで採算が
合うベースなのでしょうか？　またアトムチップ
ですがこれだけチップサイズが小さくなればイン
テルも設備投資を抑えることになりませんか？
松橋 台湾も最初は売れ残った安い部材をかき集め
て低利で売るつもりだったと思いますが、環境が
変わって部品の価格が下がったため、現在の価格
でも利益が出せると考えます。低価格PCはジャン
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ルとして定着すると考えたほうがよいでしょう。
廉価PCに関しては例えば通信会社がただで売って
データ通信使用料で回収するようなビジネスもで
ており、300ドル、500ドルが当たり前の世界にな
りつつあります。インテルは本来アトムをPC以外
の目的で売り出したつもりだったもののこれを使
った廉価PCが定着したという経緯があります。イ
ンテルとしては単純に単価が下がり、数量が従来
と同じであれば、投資する必要が無くなります。
しかし収益極大化のために単価の安いアトムは沢
山売っていく方向に舵をきりつつあり、最近では
PC市場を今の3億台から10億台に拡大させたいと
いっております。成功すれば最終的に投資は従来
どおりやっていくことになります。
山道 韓国の産業構造でデバイスが突出して装置な
ど裾野が育っていないことを韓国政府は何とかし
たいと考えていること、また太陽電池に補助金を
出して育成を図っていることを聞いていますが、
どのような具体的な取り組みが行われているか教
えてください。
松橋 韓国政府が部品や装置産業を育てることに熱
心なのは確かでサムスンやハイニックスの国内調
達は増えていますが、製品が海外に売れるまでに
育っていないのが実情です。太陽光発電に韓国政
府が熱心に助成しているのは事実です。太陽電池
で気になるのはAMATなどがターンキーの設備を
売りだしていて多少効率が悪くてもこうしたもの
が主流になって広まるのではないかということ
です。
加藤 エルピーダからDRAMのビットコストはサム
スンのほうが高いと聞いて驚いたのですが、何故
それであのような利益を稼げるのでしょうか？
松橋 半導体の利益の根源は技術力ではなく、高く
売れる商品を多く扱っていることと、トップサプ
ライヤーとしてより高く売っていることによりま
す。日本のサプライヤーは既存のユーザーを大切
にするあまり、どの顧客に何を高く売れるかとい
う本質を見ていないのではないでしょうか。

第2部　新たな飛躍の時代を迎えた太陽光発電
（CO2削減時代を迎えて）

太陽光発電技術研究組合　理事長　桑野幸徳氏

1．気候変動の深刻さ

産業革命以降CO2が増大し続け、地球温暖化の諸
症状が顕著に現れるようになっています。このまま

放置できないことは自明で化
石燃料の使用を減らす環境対
策が急務になっております。
対策としては太陽電池や風力
発電といった創エネルギーと
ハイブリッド車に代表される
省エネルギーがありますが、
日本の技術はいずれも世界を
リードする水準にあります。これは資源をもたない
ハンディを智恵で乗り越えてきた賜物だと思います。
世界のエネルギー資源は現状の使用量のままとみ
ても石油の可採年数が41年、天然ガスが63年、石炭
が147年で、これに人口の伸びによるエネルギー消費
の増加を換算すると化石燃料は2020年から2030年に
ピークを迎えます。

原子力は多くは期待できず、以降はエネルギーの
需要と供給のギャップが増大します。このギャップ
を埋めるものが太陽光エネルギーです。太陽光エネ
ルギーは地表に到達する1時間のエネルギーで全人類
1年分のエネルギーを賄えるほど無尽蔵でかつクリー
ンで地域偏在性がありません。この太陽エネルギー
を半導体のpn接合で直接電気エネルギーに変換でき
るのが太陽電池です。太陽電池を製造するのに要す
るエネルギーを1年間にその太陽電池が発電するエネ
ルギーで割ったものをエネルギー回収年数といいま
すがアモルファス系で1年、結晶系で1.5～2年とな
り、太陽電池の寿命はそれを上回りますので自己増
殖が可能なわけです。
2．太陽光発電の歴史を振り返る

太陽電池は1954年にピアソンがpn接合で光電効果
があることを発見したことを原点としています。そ
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の後LSI産業と違って長く不遇な時代を経て、今花
開こうとしています。当初は変換効率が悪かったた
め、米国の人工衛星など軍事目的に限られていまし
た。1980年代には米国などでは効率の悪さから実用
化が進まず、撤退するところも多くありました。そ
れに対し、当時太陽電池を開発していた日本の関西
家電系では化学電池の代わりに電卓用電源として太
陽電池を使い始め、開発実用化をリードしてきまし
た。1990年代に入って太陽電池の効率が10％を越
し、電力用に使うことが可能になりました。このこ
ろフロン問題に端を発した地球環境問題が注目され
るようになり太陽電池の実力が再認識されだしまし
た。業界の働きかけで1992年に電力会社に太陽光で
発電した電力を買い取る仕組みができました。これ
を契機に私の交野市の自宅で個人住宅用太陽光発電
を始めました。17年経過していますが発電性能は安
定的に発電しています。ただ当時は価格が高かった
ので、国に働きかけ普及のための助成制度ができ、
その後、日本の太陽電池産業は急速に成長しました。
この日本の制度を見ていたドイツは、通常電力の3

～4倍の価格で買い取る仕組み（フィードインタリフ
という制度）を作って急速に太陽光発電が普及させ
ています。この制度はその後EU諸国に広がり、韓国
も最近導入しました。このような制度によって、太
陽電池の世界の生産量は飛躍的に伸びており、今や
原料シリコン生産量の半分は太陽電池向けになって
います。シャープ、京セラ、三洋等も設備投資を積
極的に行い、生産量を拡大しています。
3．太陽光発電の実力は！

家庭用3kWの太陽光発電システムを1台設置する
と年間約630リットルの石油を節約でき、これをCO2

に換算すると1.7tの削減になります。日本の住宅や
事業所の80％に太陽電池を設置すると日本の総発電
量の30％に相当する2400億kWh/年の電力を賄える
ことになり、これは原子力発電分に相当します。こ
れを石油に換算すると5000万kl、CO2削減量で1.3億
トンになります。これは日本の総排出量のほぼ10％
になり、京都議定書にさだめられた削減量をほぼ賄
える数字になります。太陽電池の発電コストは効率
の上昇と量産効果によりこの50年間に100分の1にな
っています。あと1/2から1/4にすると市販電力に対
して競争力が出来ます。NEDOでは2030年に発電所
コスト7円/kWhにするロードマップを作っています。
このコストはシステム寿命を20年と仮定して計算
したものですが、現実にパネルはもっと長持ちする
わけで寿命を60年に延長できればもっと格安になる
計算です。これからの太陽電池のコストを下げ、普
及を図るには似たプロセスを持つ半導体に携わった
方々の経験を是非活用していただきたいと考えてい
ます。太陽電池産業は世界で現在1兆円、近く10兆
円の規模になります。化石エネルギーが400兆円のレ
ベルですので200兆円のレベルの巨大産業になりうる
と思います。
4．そして未来に向けて！

未来への夢として世界の砂漠地帯に太陽光発電シ
ステムを設置し、これらを送電ケーブルのネットで
結ぶGENESIS計画を約20年前に提唱しました。2010

年の全世界エネルギーの消費予測を石油に換算する
と140億kl/年になります。これを変換効率10％の太
陽光発電で全部賄うとすると仮定すると、802km2で
十分です。これは地球の全砂漠面積の4％に過ぎま
せん。気宇壮大な話ですが各家庭やビルでの太陽光
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発電を展開し、そのような太陽光発電のローカルな
ネットワークを徐々に拡大し、最後は砂漠に大規模
な太陽光発電所を設置しそれを繋いでいくという計
画です。送電線の問題では住友電工さんが長年研究
開発していました高温超伝導ケーブルでブレイクス
ルーが起こり、実用的な高温超伝導ケーブルが開発
され、そのケーブルを用いて、米国で実用に向けて
実験されている段階に入っています。このジェネシ
ス計画を 50年かけて実現すると仮定すると年間に
200兆円、世界のGDPの4％をかける必要がありま
す。大変な金額ですが、世界の環境を守るためには
必要な出費だと思います。
5．質疑応答

川西 LSIとシリコンの取り合いになることはあり
ませんか？　またアモルファスが占める割合はど
うなりますか？　太陽電池を家庭に設置する場合
に屋根に上ってメインテナンスをする必要があり
ますか？　インバータの寿命はどうですか？
桑野 いまのところLSIのほうが付加価値が高いた
め、シリコンの取り合いは生じていません。太陽
電池の間では取り合いが起きていますが、今、原
料Siは大増産中で供給は確保されると思います。
もともと地球上のシリコンは無尽蔵ですのでシリ
コン供給が増えればLSIのほうにも好結果がある
と思います。アモルファスSi太陽電池は、変換効
率が6～8％程度と現在まだ低いので伸びるのはも
う少し先かと思います。
メインテナンスの件ですが、私の家では16年間
屋根に上がってのメインテナンスをしたことはあ
りません。インバータは確かに問題で品質を上げ
て寿命を延ばす必要があります。また効率を上げ
て熱ロスを減らさなければなりません。この面で
LSI関連の技術者の協力が必要です。
河崎 私も太陽電池を屋根につけていて夏場はこれ
でほぼ売りと買いの電気料金がトントンくらいに
なるのですが、日経新聞に太陽光発電のコストは
通常料金の7倍くらいになるのでその分電気料金
に上乗せするようなことが書かれていました。公
共料金が上がるのであまり使って欲しくないよう
な印象を受けましたがどうでしょうか。
桑野 かつて日本は細川内閣の時、太陽電池システ
ム設置に半額の援助を出したことにより日本がト
ップの地位を得ました。ドイツは再生エネルギー
法という法律を作って通常価格の3倍で買い取る
ことにしたため、急速に太陽電池の生産が伸びて

世界のトップになりました。ドイツの電気料金は
日本より高くなっており、日本も電気料金を5％
あげてその分を太陽光発電普及に回せば負けるこ
とはありません。環境を守るために国民の負担が
大きくなるのは当たり前でこれは政治の問題だと
思います。半導体関連の人達がおられるので言い
ますが90年代の日本半導体の凋落の最大原因は税
制のせいだと私は思っています。
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岡部さんとの最初の出会いは、1995年半ばに、半
導体産業研究所（半産研、SIRIJ）の理事会に代理出
席した時である。岡部さんは、前年の半産研の設立
当初から、所長代行として富士通から就任され、半
産研の実質的責任者として活動しておられた。
半産研は、1988年前後をピークに低下しつつあっ
た日本半導体産業の失地回復のために、業界として
の施策を立案することを目的に設立された組織で、
参加10社の委員によって構成される幾つかの委員会
によって、検討・立案作業を実施した。岡部さんは、
それらの作業の事務方の責任者として、最初の立ち
上げから最終とりまとめまで尽力され、1995年末か
ら1996年初頭にかけて、STARC、Selete、ASETを発
足に導くとともに、その後の半産研における各種検
討立案活動の基礎を築かれた。
半導体業界の国家施策ともからんだこのような共
同活動は、超エルエスアイ・プロジェクト以来15年
ぶりであり、かつ、売上高にして10倍の差がある10

社が参加するものであった。また、各社から委員と
して企画立案に参加しているのは、どちらかと言え
ば口達者で自己主張や自社意識の強いメンバーが多
かった。そういった状況の中で、岡部さんの、もの
ごとをあまり決めつけない飄々とした性格と言動は、
半産研が成果を生み出すことができた大きな要因の
一つであった、と信じている。
また、岡部さんは2000年から半導体シニア協会の
諮問委員として協会発展にご尽力いただき、その論
客ぶりは卓抜でした。岡部さんの早過ぎる死を悼む
とともに、心からご冥福をお祈り致します。

平成20年12月

岡部太郎氏追悼の記
諮問委員　小宮啓義



11
半導体シニア協会ニューズレターNo.60（’09年1月）

1．はじめに
カイジョーが半導体製造装置であるワイヤボンダ
ビジネスへ進出した背景は以下の通りである。
当社は昭和23年（1948年）の創立以来、超音波の
応用機器である魚群探知機や音響測深機を初めとす
る計測機器の草分け的存在であった。
昭和36年（1961年）に音測・魚探の次の柱となる
べき新技術を模索しはじめ、着目したのは、洗浄・
溶接・加工・乳化などの強力超音波の応用であるが、
その中で開発されたのがワイヤボンダの前進となる
超音波溶接機であった。その頃まったく新しい構造
で出現したメサ型トランジスターに超音波溶接を適
用してみたいとの話が日本電気㈱からあった。これ
は10～20μmの金線を20～30μmのアルミ蒸着電極
に接続しようというもので当時では極めて微細な接
合の要求でした。当時は金属や溶接技術に関する知
識や文献に乏しく、試行錯誤の日々でしたが、当時
の文献に「接合の原理は、超音波振動で金属の接合
面がお互いに擦れ合って発熱し、分子が動きやすく
なっているところへ、接合面に垂直な力を加えると
両金属間の分子が近づき、分子間引力で接合される」
とありましたが、この原理は現在でもほぼ同じこと
が言われております。
昭和42年（1967年）に日本電気㈱とボンディング
研究会が発足し、その成果として最初のマニアルボ
ンダ（WA-140N）が開発され、これがワイヤボンダ
の始まりとなりました。

2．製品開発の歴史と成果
～マニアルからオートへ～

最初のマニアルボンダは ICを手で受け台に乗せ、
顕微鏡を覗きながら右手でマニュピレータを操作し
て ICの回転と位置決めを同時に行い、足でペダルを
踏んでキャピラリの上下機構を降ろしボンディング
するという非常に取り扱いの難しいボンダでした。
その後、上下機構の降りる動作にサーチレベルを変
えられる機構をもったものを開発し、本格的な実用
機として数百台納入することができました。
その当時、手先の器用な若い日本女性がずらっと
並んで当社のボンダでボンディングしている光景は
ドルショックで景気の悪い時に非常に力強い印象を
与えたとのことでした。
昭和45年（1970年）頃、アメリカの半導体メーカ
ーは労働力の安い東南アジアに生産の拠点を移して
競争力を付けつつあり、これに対向するため半導体
組立の自動化により生産性と信頼性を向上させよう
とする動きが強まりました。これがマニアルからセ
ミオートへの自動化であり、メカトロニクスへの挑
戦の始まりでした。
昭和48年（1973年）、対象を市場性の大きい金線

ボンディングの領域としてNTC（Nail-head Thermo

Compression）方式とすることで開発に着手しまし
た。高精度XYテーブルの開発、ボンディングヘッ
ド、パルスモーターの制御、位置ズレを検出するマ
イクロセンサー、リードフレームを送るキャリア、
CPU制御など、どれも未経験のものばかりで大変苦
労しました。
この年の秋にセミオートの1号機が完成しました
が、ボンディングスピードは1秒／1ワイヤ程度でし
たが、当時としては非常に早く感じられ、基本性能
が実現出来たと自負したものでした。
マイコン制御で ICチップの位置ズレを補正して自
動ボンディングを行ったのは、この機械が世界で始
めてだったのでアメリカのエレクトロニクス雑誌に
も取り上げられ、その後大量受注を受け、海外にも

笹原 秀憲（㈱カイジョー 執行役員
ボンダー事業部 事業部長）

ことはじめ 
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ワイヤボンダ装置の開発

図1 最初のボンダ　WA-140N
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進出出来たものでした。
セミオート機はボンディングのスタートポイント
に人間が必ず目合わせを行うもので、その後、組立
工程の完全自動化の要請で認識装置を搭載した“フ
ルオート”の方向へと進化していきました。
当初、認識装置は米国の V E 社製（ V I E W

ENGINEERING）で、昭和53年（1978年）これを搭
載した始めてのフルオートボンダFB-12が完成しまし
た。機構部にも改良が施され、ボンディングスピー
ドも0.38秒／1ワイヤとセミオートに比べ格段に早
く、また、課題であった自動化も実現したというこ
とで大変画期的なものでした。
～ボンディングスピードの競争～

昭和56～60年（1981～85年）の期間は全自動化
が進み、競合他社と激しいボンディングスピードの
競争を繰り広げていました。当時は ICのパッドピッ
チもまだ大きく、ワイヤ長さもさほど長くなかった
ので、ボンディングヘッドの上下動作もカム式のも
ので十分対応出来ていました。そのため設計上の目
標は、より早いボンダを作るということに置かれて
いました。
昭和56年（1981年）には日本電気㈱よりサーボ制
御技術の協力を得て、当時世界最速である0.2秒／ワ
イヤのFB-15が開発されました。この時の開発され
たサーボ制御技術が、その後の当社の技術の基礎と
なるものでした。
その後昭和58年（1983年）には従来に比べて省ス
ペースで品種交換も容易であり、さらにメンテナン
スを容易にしたコンパクトタイプのFB-103Rが開発
されました。これはカム式ボンダとしては最後の機
種で、0.18秒／ワイヤを達成できました。
このころは半導体製品の品種も増え、品種交換の
容易さが要求されるようになってきた頃で、ボンダ
におけるフレキシビリティという考えが芽生え始め
た時期でした。

～デジタルヘッド式の開発～

ICの多様化にともない、ボンディングに関してユ
ーザーから次第に高度な品質が要求されるようにな
り、中でもワイヤ長の長さに関わらず安定したルー
プ形状を形成する技術が必要になってきました。
これにこたえて開発されたのが、昭和59年（1984

年）に発売されたFB-106で、金線用として始めてデ
ジタルヘッド式でした。これはサーボモータにより
キャピラリーの上下、降下スピードを制御できるも
ので、XY動作と合わせてキャピラリーの動きを自在
に操る優れものでした。
同時にリードフレームの品種に対応した自動搬送
仕様のフレキシブルキャリアを搭載し、今日のデジ
タル式ボンダの基本形となった装置でした。
その後デジタル式の改良を進めましたが、1991年
には、「オペレータにやさしい」をキャッチフレーズに、
圧着ボールのサイズや厚み、さらにはルーピングの
高さを入力するとその通りに組立できる装置FB-118

を市場に投入しました。これが本当にユーザーには
大変使いやすく、誰でも操作でき、また、安定した
品質、高い生産性を確保できるということで瞬く間
に業界を席巻し、ベストセラー機となりました。
その後、差別化を図るためボンディング形状の検
査機能を付加したFB-118Eyeもリリースして大きな
反響を得ました。
～ファインピッチ化の流れ～

その後、ICデバイスも軽薄短小化の流れで、ボン
ディングパッドもファイン化のスピードが早まりはじ
めました。当然、圧着されるボールサイズも小さくな
ると共に脆弱なパッド構造に対応するため低衝撃の
ヘッド制御が必要となりました。1994年に駆動部に
VCM（Voice coil motor）を搭載したFB-128が完成し、
パッドピッチ70μmの達成へ邁進しました。

1996年頃にはDIP系の製品が大幅に減り、変わっ
てBGA、そしてCSPの台頭で、接合技術の転換期が
到来した感がありました。特にパッド側の接合性向
上を目的に高周波超音波の開発が熾烈で、各社
100KHz以上の周波数で新製品をラインアップし始め
たのがこの時期でした。

2000年に入ってから50μmピッチ対応機を投入し
ましたが、さらにロードマップにそってファインピ
ッチ化の流れは大きく加速してきました。
現在の最新装置はTOPデーターで30μmという驚
異的な能力をもつようになりましたが、部材を含め
た信頼性から量産は40μmピッチというのが現実の図2 FB-15型ワイヤボンダ
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ようであります。

3．最新装置概要
最新のFB-880は「オペレータに優しい安定したワ
イヤボンダ」をコンセプトに多様化する半導体パッ
ケージに対応する装置として開発されました。
ボンディングスピードは0.056秒／ワイヤ、ファイ
ンピッチは35μm、繰り返し位置精度は2.5μm（3σ）
というパフォーマンスですが、最大の特長は、多様
化しているデバイスに対応するために2周波超音波振
動子を標準搭載したことである。ボンディングに使
用されている超音波は、振動回数が多く（摩擦加熱
が速く）ボンディング時間が短縮でき、またデバイ
スに対するダメージも抑えられるため、高周波化の
傾向にある。しかし、デバイスの特性、リード側の
共振や押さえ性の問題で低周波を使用していること
も少なくはない。従来は、単周波振動子であったた
めどちらかの周波数を選択するしかなかったが、今
回、2周波振動子を標準搭載したことで、例えば、
チップ側では高周波を選択し、リード側では低周波
を選択することも可能になった。
当社の強みは多彩なループ形成技術であるが、バ
ラツキの少ない安定したループを形成するためにツ
ール軌跡を最適化しパラメータ設定も容易化した。
特に要求の強い低ループに関しては、高さ50μm以
下の超低ループを実現している。
近年、ワイヤボンダにおいて不可欠な機能に不着
検出がある。FB-880では、標準として低容量を検出
可能なキャパシタ検出方式の不着検出機能を搭載し
ている。また、多様化したデバイスに対応するため
に、DC方式やダイオード専用の検出方式など4種類
の検出方式が選択可能となっている。
さらなる特徴として、レンズの焦点を7点まで設定
可能なプログラマブルフォーカスレンズが用意され
ている。これにより、3次元実装品やチップの高さが
異なったSiPなどで、各チップに焦点を合わせること
でティーチングや位置検出精度の向上が計れる。

4．今後の展開
今後の半導体パッケージを考えると、フリップチ
ップとワイヤボンダの棲み分けや3次元実装における
貫通ビア方式の実用化の進捗に注目する必要がある。
しかし、中長期的に見れば、小型、薄型、高密度化

の方向性の変わりはないと考えられる。
ワイヤボンダは生産装置であり、生産性の大幅向
上が命題であることから、コストパフォーマンス向
上要求のある銅線化対応、さらにキャピラリーへの
自動金線通し等さらなる進化を期待され、そして遂
げていかなければならない。

参考文献

カイジョー50年史（2001年発刊）他

図3 2周波振動子の外観

写真1 超低ループ（50μm以下）

図4 FB-880外観



1．始めに
ソニーが世界最初のトランジスタテレビ（白黒8イ
ンチ）TV8-301を商品発表したのは 1959年 12月
25日、日本橋三越に於いてであった。それは会社の
総力を挙げて寝る間も惜しんで開発してきたものだ
ったので、全社員の喜びの日となった。ソニーはき
っとやるだろう、何時やるのかという世間からの期
待の声にも突き動かされていた。このテレビは翌年5

月発売になって世界の注目を集めたが、故障が多く、
長く販売は続かなかった。けれどもこのテレビは後
継機のマイクロテレビ（白黒 5インチ）TV5-303

（1962年4月発売）に引き継がれ、その後のソニーテ
レビ大発展の口火を切った歴史的なテレビであった。
ソニーの前身、東京通信工業㈱がテレビ用トラン
ジスタの開発をどのように推進してきたのか、その
歴史を辿り、会社トップとエンジニア達の努力の跡
を振り返って、読者の参考に供したい。
2．井深（当時社長）の夢と岩間（当時常務、

半導体部長）の半導体開発への布石
井深はトランジスタラジオの発売が始まり（1955年）、

まだラジオの中間周波用トランジスタが低歩留まりで
苦戦していて、ラジオの本格的な成功を収める前か
ら、次の商品はトランジスタテレビだと決めていた。
彼の夢を描く人柄のなせるところであり、すぐれた
戦略であった。
一方半導体の分野ではベル研究所がゲルマニューム
からシリコンの開発に重点を移しつつあった。東京
通信工業のトランジスタラジオ発売の半年後1956年
1月、ベル研究所はトランジスタ特許ライセンシーに
対する第 2回目のセミナーを開いた。名付けて
Diffusion Symposiumと言った。岩間はこれを見のが
さなかった。自分と岩田（当時半導体研究課長）の二
人でこれに参加した。この月、Bell System Technical

Journalには2つの重要論文が載った。すなわち、
1．拡散ベース型ゲルマニュームトランジスタ
2．拡散ベース及び拡散エミッタ型シリコントランジスタ
である。前者はトランジスタテレビの高周波トランジ

スタとして名高い
ゲルマニューム
メサ トランジス
タで、後者はその
後のシリコン ト
ランジスタの発展
の基礎となる2重
拡散型トランジス
タであった。
先のDiffusion

Symposiumではその論文に載ったトランジスタの製
法と拡散技術の詳細、さらに拡散型シリコン整流器
の話が中心であった。ベル研究所はシリコンのゲル
マニュームに対する優位性を信じていたので（J.

Mollらを中心として）、岩間はそれを学んだと思われ
る。シリコンは熱に強い、漏洩電流もゲルマニュー
ムに比べて極めて小さい、高い電圧にも耐えられる。
したがって将来はシリコンである、との信念を岩間
はそこで受け継いだと思われる。
帰国後岩間は着々と手を打った。ゲルマニュームの
高周波メサトランジスタとシリコン トランジスタの
開発を推進できるように一部装置を購入し、シリコ
ンの結晶引き上げ装置の設計製作を命じた。また井
深はその年の中頃、新日本チッソ肥料㈱社長白石氏
にシリコンの国産化を促した。それが現在の三菱住
友シリコン㈱の一母体になっている。その年の後半
にはゲルマニュームメサトランジスタの開発を始め
た（竹花担当）。その年に加わった江崎玲於奈も後に
このトランジスタの開発を推進した。
翌年始め、会社は松下電器中央研究所から三沢敏
雄をスカウトし、4月入社の著者と二人でシリコン
トランジスタの開発を始めた。
一方トランジスタテレビの開発については1956年

11月に井深は同テレビ開発の実行指令書を発行し、
翌1957年1月からその開発を始めた。その間、シリコ
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ンをこれに使うという明確な意思がトップの間で確
認されていた。当時井深48歳、岩間37歳であった。
3．トランジスタテレビ用トランジスタの

開発概要
1956年、ベル研究所でのDiffusion Symposiumは今
後の開発の方向を明示していた。テレビチューナ用
トランジスタはゲルマニュームメサトランジスタであ
り、シリコンは2重拡散型がそれである。1957年に
はその方針に従って会社は開発を始めていた。しか
し、まだ他にも難しいトランジスタがあった。取り扱
う周波数の幅が広く、比較的高い電圧が要求されるビ
デオ出力用トランジスタである。会社は当時グローン
型トランジスタが得意であった。電圧が高いためにシ
リコンを使い、特殊な表面メルト型シリコングローン
型トランジスタをこの目的のために開発する事にし
た。音声中間周波用は電圧が低いのでゲルマニューム
の特殊なサーフェスメルト型トランジスタを開発する
事にした。水平偏向及び電源はシリコン拡散型で、垂
直偏向用はゲルマニュームパワートランジスタで開発
を進めることとした。整理してみると、
チューナ用：　　　ゲルマニュームメサ型
水平偏向用：　　　シリコン拡散型
ビデオ出力用：　　シリコングローン型
音声中間周波用：　ゲルマニュームグローン型
ビデオ中間周波用：ゲルマニュームメサ型
垂直出力用：　　　ゲルマニューム パワートランジ

スタ
1957年春の状況ではこれらの開発はほとんど半導
体部研究課が担当していた。岩間の方針であったと
思われる。課長は先に述べた岩田、他に江崎（ゲルマ
ニューム全般）、福井（評価担当）、三沢（シリコン）、
竹花（ゲルマニュームメサ）、藤平（結晶担当）、川島
（ゲルマニューム サーフェスメルト）、山本（ゲルマ
ニューム パワー）、川名（シリコン）などがいた。次
第に開発が進むにつれて体制が変化し、製造準備の
ための製造技術課（吉田課長）に仕事が移管される
ようになってきた。それに伴い、研究課から製造技
術課にメンバーも移っていった。1959年の段階では
山本、川名が移動し、製造に備えた。表面メルト法
はゲルマニューム、シリコンとも岩田の指導による。
余談だが後に江崎は IBMへ福井、三沢はベル研究
所へ移動した。

4．水平偏向用シリコン2重拡散型
トランジスタの開発

ベル研究所のDiffusion Symposiumの内容に従って

2重拡散型トランジスタの開発を目指すことにした
が、先ずは拡散技術を習得しなければならなかった。
三沢は半導体について経験のあるすぐれた技術者で
あったので、川名を指導しながら自ら新しい測定や
プロセス、組み立て装置の設計を行っただけでなく、
拡散profileの測定と表面濃度算定の方式を編み出し
た。4月から始めて秋までにはP型、N型の拡散深さ
や表面濃度制御技術は一応マスターした。
その年9月、ベル研究所はシリコンの酸化膜が拡
散のマスクになるという技術をライセンシーに報告
した。実は1955年の春FroschとDerickは偶然シリコ
ンにきれいな酸化膜が出来ることを発見し、これに
よって選択拡散が出来ることを見出していた。ベル
研究所はことの重要性を考え1957年9月までこれを
隠していたのだった。Planar技術はこの延長である
が、実際の発明はFairchildのHoerniによる（1959）。
ともあれ、著者らは1956年のベル研のトランジスタ
の試作の傍ら、この選択拡散技術の確認も続けた。
この図1のトランジスタは中々出来なかった。写真
工程がない上に、選択拡散がまだ使えていなかった。
上のように構造は作ったつもりだが、電流増幅率が
出なかった。こんな事でトランジスタは出来るのだ
ろうかという迷いもでる始末だった。1957年暮れ、
ようやく0.1程度のα（電流増幅率）が出て大いに喜
んだものだった。ベル研究所でも1954年のクリスマ
スの日にこの構造で0.1～0.2のαが出て大喜びをし
たという記録がある。苦労の理由はすぐに明らかに
なった。ベース電極がエミッタを突き抜けてベース
に中々到達しなかったのである。その後はいくらで
も出来るようになった。
余談だが、当時ベル研のN. Holonyakは同じ問題か
らサイリスタを発明している。
あけて1958年、いよいよパワートランジスタの開発
を始めた。先のトランジスタの開発の経験と技術援
助契約を結んだGeneral Electric社のパワートランジ
スタの真似をしようとした経験を参考にした。先ず、
GEの物はやはり2重拡散型で電極を取り出す方式だ
ったがコレクタ抵抗、ベース抵抗共に大きすぎ、工
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図1 ベル研究所1956年の2重拡散型トランジスタ



程も複雑でだめだと判断した。またこれからは選択
拡散型が最も有望であると判断し、直ちに設計に掛
かった。始めは13mm×6mm程度の巨大なトランジ
スタを設計試作した。ウェーハ径は20mmだったの
で1ウェーハから2枚のチップが取れるようにしたの
である。フォトリソグラフィーがないのでスコッチ
テープを貼り、治具をつかってメスで切り込みをい
れて、エッチ部をはがし、これをマスクに酸化膜エ
ッチ、メサエッチなどを行った。電極は金、銀の2層
蒸着、金はシリコンと合金化して使った。裏面も直
接ヘッダーに半田付けする新方式を編み出した。
問題は話にならないくらい大きなリーク電流だっ
た。とてもトランジスタになりそうもなかった。何
故だろうと調べてみると、大きなリーク電流の起こ
る領域が点々と存在することが分かった。また結晶
の引き上げ部位によって、すなわち、インゴットの
下部からのウェーハが悪いことも分かった。さらに
拡散中のspike現象といってエミッタ拡散の異常、す
なわちエミッタ拡散が局部的にベースを突き抜ける
現象も分かってきた。当時は洗浄も今ほどよくなく、
クリーンルームもよくなかった。さまざまなプロセ
ス改善とともに最も大切な事はチップを小さくして
出来るだけ大きな電流を取る事だと目標を定めた。
何回も設計試作を繰り返し。最終的には6mm×4mm

程度のチップにエミッタ2本、ベース3本の電極をい
れ、空中配線を行うユニークな設計とした。

1959年春から製造技術課へ移ってからの改善であ
った。そして遂にトランジスタテレビの発表の日を迎
えた。その間デバイス評価担当の遠藤が特性改善を
著者に様々指示した。またテレビ設計者とも常に緊
密な連携を取った。問題はチップが小さいだけコレ
クタ抵抗が大きくなる事だった。私が頑固にチップ
サイズを小さくすることにこだわったためだった。遠
藤は私に大きいチップを作れと何回も迫った。
製造に移管した後、あるとき岩間が突然私を呼ん
だ。「お前、シリコンのトランジスタの製造がどうな
っているのか知っているのか」というのであった。
歩留まりが低く、出荷に差し支えるだけでなく、大
きな損害が起きているのであった。岩間も窮地に立
っていたのであろう。早速現場を調べ、洗浄の問題
を指導改善して何とか成果を上げる事が出来た。
発売されたテレビは故障も多かったが画質も今ひ
とつであった。テストパターンが丸くならないので
ある。水平変更用のトランジスタのコレクタ抵抗が
大きいために右側が延びてしまうのだった。またリ

ーク電流のスペックも大き
く、秋の運動会ではテレビ
部門はそれを冷やかして大
きなプラカードに Ico＝1A

と書いて行進した。
テレビが発売になっても
私は毎日悩んでいた。チッ
プを大きくすれば歩留まり
は低下し、ものが作れなく
なるという恐怖である。一
方コレクタ抵抗を下げるの
は緊急の課題である。矛盾する課題にどう応えるか
が課題であった。ある日会社からの帰り道にこれはチ
ップを薄くするしかない、しかしそうすれば生産中に
ウェーハが割れ、またチップも割れて生産にならない
のは分かっていた。エミッタ拡散はチップに切断して
から行っていたのである。そこでチップに額縁をつけ
る。その内部をエッチして薄くすればよい、ただし、
どうやってやるのか、手作業で額縁をマスク剤で塗る
しかない、その後も電極形成もそのままやると考え
た。大変な手間である。でもやらねばならない、帰り
道の間にそう考えて翌日自分で試作を行い、特性確認
を行った。大きな改善だった。現場には迷惑をかける
がそれしかないと踏み切った。おかげでこのトランジ
スタは8、5、7、9、11、17インチまでテレビがカラー
になるまで使われた。使用中に壊れる物も多かったが
ゲルマニュームでは出来ない分野を開いた。他社は
シリコンが出来るまで本格的な商売を待たなければ
ならなかったし、ソニーからこのシリコン トランジ
スタを買って商品を作る会社もあった。こうして世
界初のコンシューマ用シリコンパワートランジスタ
の幕を開いたのだった。後に拡散法として自らPOCl3

による気相拡散法を発明した（矢木と協同）のもこの
時のエミッタ突き抜け問題に対する問題意識による
ものであった。また後にTIを訪れた時、そこのマネ
ージャーはシリコンをコンシューマに使うと決めた
ソニーのマネージャーが偉いと言ってほめてくれた。
1956年以来の井深、岩間の事である。

5．ゲルマニューム メサ チューナ用
トランジスタの開発生産

このトランジスタほど世界の半導体技術者の胸を
共通に熱くしたトランジスタはないのではないかと
思われる。当時1956年当時はそれほど難しいトラン
ジスタであった。
図2のようにベース砒素拡散、エミッタはAl再結
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晶層によるPNPトランジスタである。
開発担当者竹花良人の残したメモを参考に開発生
産の経過を辿ってみたい。先にも述べたようにテレ
ビ用トランジスタの開発としては最も早く、1956年
後半から始まった。ベル研究所が発表したその年で
ある。拡散は真空中で行い、ソースはAs doped Geを
用いた。
問題は電極の形成であった。2本の電極stripeをど
う作るのか、現在のようなフォトリソグラフィーは
なかった。そこで、薄い短冊状のステンレス板を縦
横に並べて溶接し、1列5個のメカニカルマスクを作
った。これをマニピュレータでウェーハに密着させ
てマニュピレータごと真空蒸着機に入れ、先ずAlを
真空蒸着する。その後真空を破り、ウェーハを取り
出してマニュピレータで僅かにAu-Sb蒸着領域まで
動かし、固定してまた真空蒸着機にいれて蒸着を行
った。これでは蒸着中の加熱が出来ずAlの合金化の
条件だしが難しかった。
その後様々な改良を加え、1958年には打ち抜き法
による蒸着マスクが開発されて蒸着技術は大きな進
展を見せた。次にはフォトレジストによるマスク加
工に続くことになる。
メサエッチのマスクは手作業で一つ一つ松脂など
を針先からたらして行っていた。

hFEの確保のためにSbソースによるout-diffusionや
電極形成後の洗浄処理など様々な検討が続いた。
また、当時蒸着電極からのリード線の取り出しは
燐青銅やタングステンのワイヤをニッケルスリーブ
に通してこれを圧着し、スプリングをもたせるよう
に加工してワイヤの先端を鋭くし、その先端でスプ
リングコンタクトしていた。大変な努力であった。
当時ベル研究所で開発されたばかりの Thermo-

Compression Bondingを実用化しようとして機械課の
メンバーが設計開発を始めた。
トランジスタテレビ発売の前年1959年、岩間はこ
れは半導体部の総力を上げてやらねばならない仕事
と位置付け、1959年4月、このトランジスタの技術
委員会を設けることにし、自ら第一回の会議を主催

した。彼は冒頭次のように述べている。
1．現在当社はテレビの製造に踏み切る決意をしてお
り、ブラウン管は自家製造する見込みが付いたの
で、トランジスタの方も強力に推進して行きたい
と考える。

2．TX102（ゲルマニューム メサ トランジスタ）は
テレビに使用すると共に、高周波の最終的なタイ
プと考えられるが、従来のトランジスタ製造技術
の粋を結集してこれに当たる必要がある。

3．過去3年間試作検討が進められてきたが、今後は
ある程度の組み立てを系統的にまとめて検討して
行く時期であると考える。この秋から月産 2～
3000のラインを作りたい。

4．主任担当者は江崎研究員である。
などと述べている。彼の危機意識が聞こえるようで
ある。
参加者は研究課、機械課、製造技術課からそれぞ
れ数名であった。
それでも歩留まりは中々上がらず、TCB作業も難

航した。蒸着した金属電極ストライプが一様な合金
にならないことも困難の一つだった。パイロットラ
インは大変な苦戦であった。

1960年トランジスタ発売の年である。それでも生
産数量の確保が厳しい状態が続いた。その苦戦は生
産が厚木工場（1960年発足）に移ってからも続いた。
機械課のエンジニアはTCBの装置に工夫を凝らし続
けた。作業者はどうしたらTCBがうまく付くのか経
験を重ねながら次第にコツを覚えていった。

1962年のある日、岩間は厚木工場を訪れた。この
トランジスタの生産の問題を自らの目で見て指導し
たい、この危機を自ら乗り切らねばとの想いがあっ
たと著者は推定している。工場長の小林は緊張して
迎えたと「源流（ソニーの歴史）」には書いてある。
岩間は従業員全員を集めてこう話した。「厚木のみな
さん、ご安心下さい。世界一のトランジスタのエン
ジニアである私が皆さんのお手伝いにきたからには
もう心配は要りません。」（源流）と言ったのだった。
彼はそれから毎週水曜日には厚木を訪れ、現場を指
導激励した。現場も熱が入ったであろう。そんな事
もあり、次第に生産は順調になっていった。長い長
い戦いであった。
トランジスタテレビ用トランジスタは先にも上げ
たようにまだたくさんある。それぞれに物語がある。
しかし、ひとまずこれで筆をおきたい。井深、岩間
の卓越した見識と指導に敬意を表しながら。
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図2 ゲルマニューム拡散ベース トランジスタ



はじめに

本年の秋季見学会は熊本空港から20分と至便な中
核工業団地に立地されている、半導体後工程のルネ
サス九州セミコンダクタを訪問しました。九州半導
体イノベーション協議会と初めての連携行事で、関係
者に約半数ご参加頂き、総勢37名で開催しました。

ルネサス九州セミコンダクタ㈱（11月14日訪問）

http://www.reks.renesas.com/

歴史はかなり古く1967年三菱電機㈱が熊本市竜田
町に進出し、九州で初めて ICの後工程生産を開始し
たのがはじまりです。1992年には中核工業団地に新
工場の操業を開始されております。2003年4月、半
導体事業再編に伴い、㈱ルネサス九州セミコンダク
タが設立され、2006年12月、新棟を竣工されており
ます。
【企業理念：ルネサステクノロジは、世界中の人々
の生活のいたるところで存在することで、安心・快
適・夢を支え続けます。】
中川 治 社長のもと、従業員530名はルネサステク
ノロジグループの後工程中核拠点として、事業のさ
らなる発展・成長を目指しておられます。

生産品目・特長

一般的なプラスチックパッケージのみならずチッ
プと同等サイズのパッケージであるFBGA（Fine-pitch

Ball Grid Array）や超多ビンのFC-BGA（Flip-chip Ball

Grid Array）など小ビンから超多ビン、超小形、超薄
形まで豊富なパッケージのラインアップで多様化す

るニーズに応えておられます。また パッケージの機
能や生産効率を高めた、より付加価値の高い製品を
創る技術開発にも取り組み、例えば複数のチップを1

パッケージ化するSiP（System in Package）の量産化技
術、1種類の金型を用いて複数外形のパッケージを生
産でき、かつ1枚のフレームからの取れ数をアップさ
せることができる一括モールド樹脂封止技術など こ
れら最新技術も導入しておられます。

IC組立・試験の受託生産

半導体後工程にて永年に渡る実績から蓄えられた
プロセス技術、生産管理・品質管理からパッケージ
設計～アセンブリ・テスト～信頼試験までのお客様
のご要求に応じた後工程のトータルソリューション
を提供されています。成熟パッケージ～先端パッケ
ージまでラインナップ、テスターもアナログ用／ロ
ジック用をラインナップされております。後工程一
貫（外装めっき含む）による物流・管理コストの低
減を図っている。さらには真空ポンプのメンテナン
ス、半導体周辺機器のパーツリメイク・治具、工具
の設計・製作、加工の業務も手がけておられます。
製品群 BGA（FC-BGA、PBGA、FBGA、一括FBGA、
一括FLGA）、QFN、LQFP、TQFP、HQFP／HTQFP、
QFP、SOP・SSOP、HSSOP、QFJ、DIP・SDIP、SiP、
HSIP、ZIP
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荒巻 和之 会員（SSIS九州担当委員）見学記 

―秋季工場見学会の報告―

本社（約36,000m2）

QFP・超多ピンFCBGA例

プレッシャクッカ 電子顕微鏡



国内拠点の役割について

円高の進展など経営環境が厳しいなか、国内生産
の役割の質問に対して、『コスト削減努力に際限はな
い。自動化による無人化、ノウハウのセル方式化な
ど工程により最適化して、最先端パッケージの生産
技術を確立する。これらの技術を必要に応じて海外
に移転していきたい。』…と 力強く中川社長は語っ
ておられた。世界市場で熾烈な競争を繰り広げる半
導体業界にあって、今後のご活躍を願うばかりだ。
本見学会に際して万全な準備、本当にありがとう
ございました。感謝とお礼を申し上げたい。

九州半導体イノベーション協議会との交流

今秋両者が相互に会員になり、その交流を始めた。
九州地域に立地している IDMなどのOBがSSIS会員
にも多い。今後協議会が必要としている人材をSSIS

がサポートできればと思われる。また、講演会のネ
ット配信なども企画したい。
1．見学会の連携

今秋の工場見学会を連携しておこなった。SSISの
秋季見学会にも17名ほど、協議会会員の参加があっ
た。5名の方は懇親会まで参加して頂いた。今後もこ
のような機会を作り、交流を深めていきたいと思う。
2．遠隔会員へのネット配信

遠隔地会員のサービス強化の一環として、インタ
ーネットによる講演会の配信を行うため、そのトラ
イアルを行っている。今回熊本で開催された九州半
導体イノベーション協議会のフォーラム会場のホテ
ルロビーをお借りして、3回目となるトライアルを行
った。今までの課題を改善して、ほぼ顧客へサービ
スできるレベルに到達した。今後実際に会員へのト
ライアルを行いたい。

3．ミーティングの開催

見学会終了後にホテルの研修室でミーティングを
行った。協議会の旗振り役の九州経済産業局から2

名、協議会事務局から1名参加された。SSISからは、
事務局長と教育委員長、九州担当が参加した。懇親
会への参加者13名もオブザーバーとして参加して貰
った。また、新宿のSSIS協会事務局とTV電話で接
続してデモを行った。

懇親会

初めての試みとして、自社・所属団体のPRをHP

で行いました。インターネットを使い、スクリーン
に投影しながら、自己紹介などで盛り上がり、晩秋
の阿蘇で語らい懇親を深めました。
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記念撮影

フォーラムロビー（熊本）

懇親会の様子



実施御報告
日　時：平成20年10月6日（月）13：30～19：30

場　所：虎ノ門パストラル　鳳凰（新館1階）

1967年に三菱電機様が御進出されたのを機に、熊
本に半導体産業が誕生して 40年が経ち、今では約
170社の半導体関連企業が集積しています。アジアへ
のゲートウェイ九州の中央に位置する地理的優位性
や、良質で豊富な水資源、大規模地震の少なさとい
った自然環境、優秀で豊富な人材など、ビジネス展
開に好適地としての評価を受け、正にシリコンアイ
ランド九州の核として、熊本の半導体産業は発展し
てきました。近年では、太陽電池メーカーにも進出
いただき、太陽電池市場の急成長とともに、太陽電
池産業の集積も進みつつあります。
このような中、環境への取り組みが産業界で本格
化し、環境・エネルギービジネスが主流となりつつ
あることを受け、SSIS様をはじめ半導体業界団体の
御後援を賜り、本県は、環境技術をテーマとしたセ
ミナーを都内ホテルにて開催いたしました。
当日は、秋雨に濡れたお足下の悪い中にもかかわら
ず、これまでの6回の開催では最高の450名を超える
参加者をお迎えすることができ、テーマへの関心の
高さとともに、本県がたくさんのファンの方々に支え
られていることを、改めて有り難く思った次第です。
今回は二部構成で開催し、第一部では「躍動する

“半導体”くまもと」として、まず、
㈱産業タイムズ社の泉谷様から、原油の高騰、米
国発の金融不安の影響による景気減速の中、太陽電
池・リチウムイオン電池・パワーデバイス等のエネ
ルギー対策関連産業には、スポットライトが当たっ
てきており、それらの環境技術の世界的な最新動向
についての分析や、最先端の環境技術の多くは、“く
まもと半導体”の歴史とともに進化していることな
どをお話いただきました。
続いて、九州の半導体産業の集積に先鞭をつけら
れた三菱電機㈱の片岡様に、三菱半導体の歴史や熊
本工場の現況及び変遷等について御説明いただいた

後、省エネルギー半導体と呼ばれるパワーデバイス
について、洞爺湖サミット開催中に新聞各紙に掲載
された「三菱電機のパワー半導体が2007年の1年間
生み出した省エネ効果は、東京都全世帯の消費電力
の約1年分」という広告を御紹介され、パワーデバ
イスの展開等についてお話いただきました。
第一部の最後は、熊本県産業技術顧問の坂井から、
日産自動車㈱で研究・開発されている燃料電池車の
事例等の紹介に加え、これまでの自動車業界での豊
富な経験と、現在、熊本で実施している研究に基づ
く独自の提案を行いました。
第二部では、「環境先進県“太陽電池くまもと”」
として、2007年11月から稼働されている㈱ホンダソ
ルテックの数佐様に、「Hondaの挑戦」として、数々
の世界初技術や、Hondaの環境への想い、取組みに
ついての御紹介後、太陽電池全体の市場、Hondaの
CIGS太陽電池について御説明いただきました。加え
て、熊本で事業を行うメリットとして、「人材・技術
者が多いこと」、「土地等の立地条件が新規事業展開
に合致していたこと」「地域に根ざした事業活動を行
うための基盤が醸成されていた。」こと等を御紹介い
ただきました。
更に、富士電機システムズ㈱の白倉様から、太陽
電池の市場動向の分析や、太陽電池が基幹エネルギ
ーの一員となるための課題について提言等をいただ
くとともに、フィルム型アモルファス太陽電池の特

20
半導体シニア協会ニューズレターNo.60（’09年1月）

<<寄 稿 文<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

熊本県主催セミナー

環境技術をリードする“地球共生”くまもと！
～半導体・太陽電池が世界を救う～

飯塚 暁子（熊本県企業立地課）

講演中の蒲島知事



長をはじめ、同社で取り組まれている「地熱発電」、
「燃料電池」、「風力・マイクロ水力発電」等の新エネ
ルギーの実施例を御紹介いただきました。また、同
社の本県「ソーラーエネルギー等事業推進協議会」
を通じた活動や、熊本工場が熊本県和水町で実施さ
れている「里山再生活動」等を御紹介いただき、本
県の産学官連携活動への取組みや、地域貢献活動に
ついて、セミナーに出席者された方々に具体的なイ
メージを持っていただくことができました。
セミナー最後に、4月に熊本県知事に就任しました
蒲島郁夫より本県の最新の立地環境について情報提
供を行ったほか、昨今の半導体業界の厳しい業況を
ふまえ、「逆境の中でこそ夢がある。熊本で夢の実現
を！」というメッセージを発信いたしました。
セミナー終了後は「講師を囲む懇親会」を開催し、
郷土料理や焼酎などをはじめ、熊本カラーを出した
おもてなしに、多くの皆様が御堪能いただけたよう
で、蒲島知事をはじめ私ども職員も大変うれしく感
じた次第です。
セミナーで実施したアンケートでは、「半導体、

太陽電池の最近の動向を聞くことができ良かった」

「新たなビジネスのヒントが見つかった」「熊本は自
然と産業がマッチしている」などの御意見をいただ
き、私たちにとって非常に励みとなり、また今後の
誘致活動に活かしていきたいと思っております。
セミナーの開催を通して、一人でも多くの方に熊
本ファンになっていただき、また事業展開の場とし
て本県が選ばれるよう「選ばれる熊本」を目指して、
御参加いただいた方々との絆を今後も深めて参りた
いと存じます。
最後に、御案内がございます。阿蘇くまもと空港
近くの7くまもとテクノ産業財団に、この度半導体
40年を記念し、「くまもと半導体展示ホール」をオー
プンしました。半導体関連の常設展示は全国でも珍
しく、半導体産業の歴史を振り返る大型年表や県内
製造拠点の概要、関連企業の製品などを展示してお
ります。本県にお出での際は、是非お立ち寄りくだ
さい。

SSIS会員の皆様におかれましても、今後とも熊本
県をどうぞよろしくお願いいたします。
熊本県企業立地課HP

URL：http://www.kumamoto-investment.jp/
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超満員の会場

熱気に溢れた懇親会



創業30年目。1979年（昭和54年）福岡市において、
IC及び電子部品の専門商社としてスタート。最初は、
取扱製品の80％を輸入ICが占めていた。スタートに
あたり、基本的な戦略を立てた。

ICや電子部品業界は幅が広い。
その広い各分野で、各業界1位、悪くとも業界3位
までのメーカーと直接取引する。
且つ、その取扱製品の80％が競合しない。
この様に、敵味方をはっきりさせることにより、
品質、価格、納期はもちろんのこと、新製品情報、
サンプル対応、技術サポート等すべてにおいて、深
く、一流のサービスの提供が可能となる。
直接取引をしているメーカーは、TDK、ローム、
ニチコン、CMK、三社電機、浜松ホトニクス･･･。
更に現在でも仕入先を広げており、オムロンとも
2006年4月から直接取引が始まった。
その他、正式特約店でなくても直接取引をしてい
る取引先は、300～400社に上り、専門商社として、
良い仕入先を沢山持っている。
本来であれば専門商社として進めた方が、簡単に
売上や利益につながる。
しかし、当時は未だFAXも無い時代。
九州には秋葉原や日本橋のように、何でも揃うよ
うな所がなかった為に、便利屋としてあれもこれも
と様々なことを依頼された。
こうして沢山の仕入先と幅広いネットワークを構
築。細かく素早い対応をしてきた。
この様に、「専門商社としての顔」又一方で「便利
屋としての顔」の二面性を持った非常にユニークな
会社。
なぜ、そういったことが可能であったか。
それは、あの時代の九州で創業したから可能だった。
当時の九州は、市場が小さい。東京や大阪などの
大きな市場からも遠い。技術も遅れており、人々も
のんびりしている。といった要因から、メーカーと
しては実態がよくわからず、出先を出す魅力のない
場所だった。
とはいえ、九州にも顧客はいるので、その依頼を
受け、メーカーに直接話を持って行けば、月5000円
や10000円の小額でも直接取引に応じてもらえた。

海外メーカーも同様で、創業当時の九州には輸入
ICについて知識を持った人が非常に少なかった。だ
からTI、アナデバ等もほとんど直接取引をさせても
らっていた。
現在、海外系は代理店が非常に集約された為、ほ
とんどが二次店に降格されたが、例えばアナデバで
あれば全ての一次店と取引をしている。
ギリギリの値段勝負になれば負けても、納期で他
社に負けることはない。
アメリカにも広いネットワークをはり、夜FAXを
流しておけば、翌朝には回答が来る仕組があり、毎
週水曜日には定期便を持っているため、お客様には
送料等の心配なく注文をしてもらうことができる。
このような会社は今後作ることはできない。
理由：電子業界が大きくなり、特約店の条件が非常

に厳しくなったため。
①ノルマが非常に大きくなった。
②特約店としての保証金が膨大。
③専門性の要求が高い。
打合せや勉強が必要。特約店を増やせば増やす程、
営業する時間がなくなる。
④何でもわかるオールマイティな人間の育て方を知
らない。
しかし、明光電子は九州の市場をしっかり押えて
いる為、メーカーに対しての主導権を握っている。
更にこの仕組を支える、棚卸し不要の完璧な多品
種・少ロットのリアルタイム在庫管理システムを持
っている。
このように、明光電子は「早く」「広く」「深く」
が揃うユニークな会社。
部品一式→実装→組立→検査まで対応可能な電子
の統合サービス業。
しかし、基本は開発促進業。開発からお客様と一
体となって部品一つ一つを選定し、サポートする技
術の味方。
もう一方で、困ったことがあれば、あらゆる手を
尽くしてサービスを提供する心強い資材の味方。
そして、九州から関東へ･･･
2005年2月に関東の会社として実態を横浜に移動。
［明光電子㈱HP：http://www.meicodenshi.com/］
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代表取締役　十川 正明

明光電子㈱
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会社紹介

1948年に福島電気工業所としての個人事業からス
タートし、1954年12月に福島電気工業株式会社とし
て創業いたしました。創業当時はさまざまなメーカ
ーの真空管を扱っていましたが、創業翌年に日立製
作所管球営業部（後の電子部品事業部）と特約店契
約を締結し、同社の電子管（電子部品）特約店の第
一号となっております。時代は真空管からトランジ
スタへの流れの中、真空管では後発の日立製作所も、
早々とトランジスタの研究に着手し量産にめどをつ
けております。この日立製作所の特約店となったこ
とで草創期から半導体への係わり、電子部品への取
組みがスタートしております。創業者は単なる電気
部品の流通だけではなく、様々な付加価値を提供で
きる会社にならなければならないと考えて、貿易事
業や製造事業等を手がけて参りました。加えて、お
客様や仕入先様に対して常に誠実に、信用第一をモ
ットーに電子産業の発展に貢献できるようになりた
いという理想を持っておりました。
爾来50年以上が経過し、途中の1984年には社名を
イーストンエレクトロニクスへ変更し、また、1994

年に現 株式会社ジャスダック証券取引所へ上場いた
しております。
お客様の発展と共にあゆみ、開発技術力やアジア
に5拠点を有する電子部品商社として実績を積むこ
とが出来ました。
こうしたなか、半導体などの電子デバイスに求め
られる機能は多種多様になり、ニーズも高度化して
います。デバイスメーカーと需要先の間でインター
フェースの役割を担うことも重要性を増しています。
当社は、技術商社としてシステムLSI開発やマイコ
ン関連ソフトウエア開発などの開発エンジニアを有
し、お客様サポート、ソリューション提供に力を入
れております。これからもお客様との繋がりを大切
にしながら技術力の向上に努め、お客様の発展と共
に成長する技術商社を目指してまいります。
昨年は、世界的な金融システムの崩壊等により嘗
てない厳しい市場環境となりましたが、弊社の社是

である、「創造と革新」のもと、あらゆる事に積極的
にチャレンジして行きます。その一つの現れが昨年
10月に発表致しました、平成21年4月1日付でのル
ネサスデバイス販売殿との合併統合であります。戦
略分野である自動車や産業に強く今までのノウハウ
を蓄積し、より充実したソリューションが提供でき、
お客様、お取引様から評価いただけるべく、社名も
『ルネサスイーストン』へ変更し、新たな体制でこの
難局を乗り切り市況回復時には他社を上回る業績を
上げるよう全社一丸となって頑張っていきます。是
非今後共、皆様のご支援をよろしくお願い致します。
基本理念

当社グループは、常に「創造と革新」の実践を通
じ、わが国産業に発展に寄与することを心がけると
共に全ての法律を遵守し、社会との調和をはかりつ
つ、顧客のニーズに合致する商品とサービスの提供
に努め、顧客の心を打つ満足を追求し、顧客から最
も支持され、信頼される企業として、また、健全な
成果と透明な企業経営により、株主の理解と共感を
得られる企業となることを経営の基本方針とする。
［㈱イーストンエレクトロニクスHP：

http://www.easton.co.jp/］

取締役社長　大谷 浩美

㈱イーストン
エレクトロニクス
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ご寄付芳名

ご協力有難うございます。前回ご報告（No.56：
2008.4.25）以降2009年1月29日までにご寄付をお寄
せいただきましたのは下記の方々です（49名）。厚く
御礼申し上げます。（お名前は50音順、敬称略）
相澤満芳、荒巻和之、生駒英明、市山壽雄、伊東
秀昭、内田 雅人、内海 忠、漆原 健彦、藤江 明雄、
大西 新二、大山 昌伸、岡見 宏道、岡本 有司、片野
弘之、片山正健、金子和夫、川端章夫、川渕勝弘、
木内 一秀、喜田 祐三、栗林 茂樹、近藤 明彦、坂本
典之、鈴木司郎、高橋昌宏、高畑幸一郎、田中俊行、
田中 宣雄、棚橋 祐治、田辺 功、谷口 勝吉、中田
靖夫、中村信雄、成田敬道、野澤滋為、野中敏夫、
林 一夫、平林 庄司、福田 弘、藤井 昭弘、星野 清、
堀内 重治、堀内 豊太郎、牧本 次生、溝上 裕夫、八
幡惠介、吉田庄一郎、蓮靖夫、和田俊男

＜年次総会行事速報＞

1月30日学士会館に於いて2009年度SSIS年次総会
の行事が執り行われました。概況をご報告します。
・諮問委員会：出席23名（諮問委員7、会長・副会
長2、監事・運営委員13、事務局1）
・年次総会：出席57名（2008年度活動報告の件、会
長交代・役員人事の件、2009年度活動計画/予算の
件を審議・承認）。今回の総会を以って、設立以来
11年の永きに亘りSSISを発展させていただいた川
西剛会長が退任され、後任として牧本次生会長の

就任が承認されました。
・特別講演：「トンネルデバイスから超格子へとナノ
量子構造研究に懸けた半世紀」
講師：横浜薬科大学学長

茨城県科学技術振興財団理事長
江崎玲於奈氏

参加：東京会場（学士会館）96名、
北九州会場（安川電機会場）30名

【3月度研修会のお知らせ】

期日：3月12日（木）17：00～18：30

会場：全林野会館プラザフォレスト
（東京・文京区茗荷谷）

講演：『NANDフラッシュメモリのSSD応用』
講師：藤井秀壮氏　㈱東芝セミコンダクター社

半導体研究開発センター副センター長
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会員現況（1月15日現在）
個人261名、賛助54団体

写真は反時計回りに、大塚、鈴木編集室長、周藤、相原、遠藤
（新委員長）、秋山（前委員長）、木内、岡田、片野事務局長、高畑
（委員長代行） ［委員は敬称略］

1本年も宜しくお願い致します。1
編集委員会　一同

個人会員 
佐藤 寛 
重村 慎二 応用電機㈱ 
岡本 有司 イノベイティブ・シリコン・ 
 ジャパン㈱ 
大野 健一 （独）科学技術振興機構 
野中 敏夫 磯野国際特許商標事務所 
中島 利道 ㈱ガウディ 
川地 明幸 新電元工業㈱ 
松田 修 ㈱エルテック 
賛助会員 
九州半導体イノベーション協議会 
 （入会順、敬称略） 

新入会員（2008.10.1～2009.1.15） 
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