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環境エネルギーをキー
ワードとするグリーンニ
ューディール革命が世界
的規模で進んでいる。と
ころが、話題となる多く
は、地球温暖化ガス削減
が圧倒的であり、もうひ
とつの主役である「水処
理」のことは、余り語ら
れない。
ところがどっこい、あらたな水処理ビジネス市場
は、近い将来に200兆円はあるといわれており、ま
さに巨大な新マーケットがこれから立ち上がろうと
しているのだ。このうち、水資源市場ビジネスが
約100兆円、一般下水処理や工場廃水処理などの排
水処理ビジネスは、100兆円と予想されるのだ。
水資源ビジネスにおいては海水淡水化が注目さ
れている。世界人口は増大が続いており、2015年
には80億人を突破するといわれており約15億人の
人が水不足に悩む。地球上に存在する水は97.5％
が海水であり、淡水はわずか2.5％しかない。こう
なれば海水を淡水化する逆浸透膜というウルトラ
技術が必要になる。この技術のベースを作ったの
はほかならぬ半導体技術である。つまりは、半導
体工場における超純水製造が逆浸透膜技術の基礎
であり、これが今や世界の水資源技術の環境産業
に結びついているのだ。
伊藤忠商事はオーストラリアにおいてどでかい
水資源事業をスタートする。総事業費2800億円を
投じ、ビクトリア州に大規模な海水淡水化プラン
トを建設し、2011年末から日量40万 tの水を供給
する。逆浸透膜の分野で圧倒的な世界シェアを持
つ東レ、旭化成、日東電工などの技術をフル活用
する考えだ。
三井物産は、メキシコ市近郊で単一の下水処理場
としては、世界最大となる施設を建設することを決
めた。総事業費は800億円であり、日量360万tの処

理能力を持つ。2013年操業を目指し、メキシコの首
都圏からの家庭排水の約60％を処理できるという。
米国IBMなどのIT大手はここにきて上水・下水を
含む水処理技術に大きな関心を持ち始めた。これ
まで最先端のIT技術が導入されていない水処理に
スマートグリッドや各種の駆動システム、情報処理
システムを導入し、ぼろ儲けしてやろう、とたく
らんでいるのだ。トーマス・エジソンが作った会
社として知られるGEは、創業100年を越える老舗
企業であるが、今や彼らは、世界最大の環境企業
となっている。活性汚泥など多くの水処理プラン
トを手がけており、白色LEDなどの照明にも強い。
水処理という分野は、日本の民間企業が行政と
一体となって作り上げてきたお家芸であり、間違
いなく世界最先端を行っている。最近では川崎市
や大阪市、北九州市などが中国をはじめとする新
興国に対し、水処理ビジネスを売り込むといった
機運も生じている。外国勢の環境分野進出に手を
こまねいているときではない。日本の環境技術も
また世界ステージに打って出るときがきたのだ。
半導体や液晶技術で培った先端技術は、多くは環
境ビジネスで活用できることが分かってきてい
る。鳩山由紀夫首相は、環境ビジネスで50兆円の
市場を創出するといっているが、温暖化対策ばか
りでなく日本の得意技「水処理」にも、もっと目
を向けてもらいたいものだ。
とりわけ中国における環境産業の市場規模は、

2012年には08年比3倍の37兆円に飛躍するといわ
れており、いかに中国市場をつかみ取るかが今後
の課題だろう。それにしても中国で予想される37

兆円の環境産業の規模は、現状の中国GDPの10分
の1に当たる規模であり、中国政府は並々ならぬ決
意を固めていると思われる。きれいな水に恵まれ
た日本においては、水処理の重要性が余り深く認
識できない、というきらいがある。しかし、今こ
そ環境革命のもうひとつの主役である水処理にIT

関連企業が続々と参入してもらいたいものだ。

泉谷　渉
半導体産業新聞特別編集員環境革命は水処理にビッグチャンス



半導体シニア協会 会報 No.65('10 年 1 月)  2 

 
半導体産業との出会い 

半導体産業ほど 1970年代から 2000年までの 20

世紀後半の日本の経済を代表する産業はないと思わ

れる。半導体産業は、70年代後半に急速な発展をと

げ、日本のコンピュータ産業を IBM と並ぶ存在に

し、そして日本の製造業全体の国際競争力押し上げ

の原動力となった。と同時に、その特異なコスト構

造や日米間の産業組織の違いなどから日米の貿易摩

擦の象徴的存在となった。そして、半導体産業の国

際的地位の低下とあわせるように日本経済も停滞を

することとなった。その間、私自身さまざまな立場

からその多くの局面にかかわる機会を得たが、私な

りに見た全体像をご紹介させていただくこととした

い。 

私にとっての最初の出会いは、1978年の日米首脳

会談であった。個別の産業問題は話題とならないと

の当初の打ち合わせにもかかわらず、時のカーター

大統領が、福田総理に、カリフォルニアからSIAと

いう米国半導体産業団体の代表が、ワシントンに来

ているので会ってやってほしいともちだした。そこ

で随行していた矢野通商政策局長がインテルのノイ

ス以下のメンバーと会談を持ったことの報告を受け

たのが最初の出会いであった。 

これは、SIA側からすると、従来ワシントンもう

では衰退産業のすることとしていたハイテク産業の

ベンチャー系企業が連邦政府に仲立ちを依頼したと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
言う意味で画期的なことでもあったようである。も 

っとも、その後は、半導体問題は、10年にわたって、

日米の貿易摩擦、産業政策問題の中心となっていっ

た。 

 
超LSIプロジェクト 

日本の半導体産業を一挙に有名にしたのは、言う

までもなく集積回路の加工技術を確立させた｢超

LSIプロジェクト｣であり、集積回路のその後の世界

市場での圧倒的な競争力である。本来は、シャープ

など家電産業の半導体事業が中心であったが、この

プロジェクトはコンピュータ産業育成の中核プロジ

ェクトとして組成された。当時、コンピュータ産業

の将来性・戦略性から米国が技術輸出の制限したこ

と、ビジネス面でも IBM が技術力・販売力でも圧

倒的な優位を持っていたことから、それに対してフ

ランスなどヨーロッパ諸国や日本は自国の情報産業

育成のためのさまざまな施策をとることになってい

った。その目玉プロジェクトが1975年から77年に

かけて進められた「超LSIプロジェクト」であった。

これと同時に、ソフトウェア産業においても、「モジ

ュール組合」など生産性向上のための大型プロジェ

クトがスタートしたが、一方は成功し、他方は実を

結ばなかった。この理由については、また別項に譲

るが政策的にはきわめて示唆に富む教訓を与えてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「半導体産業との３０年」 

林 良造（東京大学 公共政策大学院 教授） 
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3年間で金額は当時の290億円であり、大きな金

額にみえないが、当時の各社のコンピュータ事業部

の規模やR&D予算から見ると、また、IBMの巨大

さを前提とすると極めて大きな意味を持っていたこ

とは想像に難くない。いずれにしても、当時半導体

の集積度がコンピュータの情報処理量と速度の決め

手になると言う面で、コンピュータ産業の競争力の

中核であったことから、この成果は日本が世界中で

唯一国産のコンピュータ産業を成立させることに直

結した。 

 
産業政策の成功研究 

したがって、このプロジェクトは、新たな産業政

策、成長産業育成の成功事例としても、きわめて有

名になっていった。私が、1991年にハーバード大学

のケネディスクールで｢産業政策｣の講義を持ったと

きにももっぱらこの点に興味は集中していた。特に、

このような競争関係にある各社が、最小の貢献で最

大の利益を得ようとするのではなく、積極的に参加

をした理由、そのための制度設計、その後のカルテ

ル的な行動に結びつかなかった理由などさまざまな

角度からの分析が米国の学会を中心に行われた。ま

た、このプロジェクトの持つ半導体産業にとっての

共通インフラに当たる単純結晶の引き上げ技術や微

細加工技術という半導体支援産業にとっての需要を

明らかにして産業化を進めた点、圧倒的に少なかっ

た技術者を集め各社の境界を越え同じ言語で話せる

ようにしたことで開発効率が大きく向上した点など

も研究の対象となった。その後の各社における開発

も含めて日本の半導体産業は、急速に国際競争力を

つけていった。この際に大きな役割を果たした手法

が、クリーンルームなどによる製造工程における微

細粒子の制御であった。この点が次の段階のダンピ

ング問題につながっていく。 

 
ダンピング問題 

1978年から1984年にかけて、私が米州大洋州課、

電子機器電機課、電子政策課の総括班長に在籍して

いたころに、DRAM を中心とする日本製品の輸出

拡大により日米の半導体貿易の収支が逆転し、世界

市場のシェアでも日本が順調に拡大するなかで、幾

度か米国業界からダンピング訴訟が提起されている。

その最初が 78 年であったが、その際にはヒューレ

ットパッカード社が、日本品を購入する理由は価格

ではなく品質の安定性にあることをあげ議論は一旦

収束する。さらに、その品質の安定が巨額の検査に

よってもたらされたはずだとする米国産業の主張に

も、それが検査ではなく製造工程の改良によるもの

だとの実体によって論破されていく。しかしながら、

半導体サイクルとよばれる需給の大波の中で新たな

設備投資の資金の手当てができない米国ベンチャー

企業と日本の大手電子産業との資金調達の方式や力

の違いの結果、製品の集積度の段階が変わるたびに

日本の企業がシェアを拡大していくサイクルは続い

た。その一方で、日本への輸入は伸びず、その点に

ついても米国業界は不満を募らせていった。このた

め、ダンピング問題（米国における日本製品の価格

問題）が一段落するとアクセス問題が取り上げられ

る連続であったが、当時は、関税問題に焦点が当た

り、東京ラウンド関税交渉の合意の前倒し(4.2%)や

関税撤廃により議論は収束しそれ以上大きな問題と

はならなかった。 

 
通商法301条提訴へ 

様子が一変したのは、レーガン政権の第二期であ

った。1984年から1988年であるが、丁度私自身ニ

ューヨークジェトロにおいてもっぱらワシントンの

日米経済交渉の黒子役を務めるポジションについて

いた。金利の大幅引き上げなどの荒療治によるレー

ガン政権の供給サイドの改革は当然のことながら多

くの産業に悲鳴を上げさせた。また、マクロ経済面

でも、強いドルと並存した米国の経常収支の大幅な

赤字と日本の大幅黒字が日本産業の攻勢と日本市場

の閉鎖性のシンボルとして取り扱われていった。そ

して、レーガン政権の自由競争哲学は、輸入制限に

ついても、不公正貿易のみ救済の対象とするとの立

場を堅持することになり、議会・産業はそれに対し

て、不公正貿易を強力に取り締まる法律（通商法301

条の拡大・強化）の制定とその活用としての提訴に

向かっていった。 

それにあわせて急速に浮上してきたのは、産業政

策批判であった。政府がビジョンを作り、大きな付

加価値と雇用をもたらす成長産業を特定し、そこに

研究開発の補助金、設備投資のための低金利の資金、

各種の競争制限、輸入制限・外資制限、優先的政府

調達などの施策を集中し、一挙に世界市場を席巻す

るという政策は、GATT上許されないとの主張であ

る。それらについて、個々の論点ごとに自由化され
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た制度の下でどのようなことが行われているのか、

他の国と比べるとどうかなど政府間で「産業政策ダ

イアローグ」の形で協議がおこなわれ、また、GATT

上の制度が整備されていく中で、議論は一旦収束を

していく。 

他方、通商法301条は制定当時から、GATTの手

続きによらずして輸入制限という制裁を取りうる点

で GATT 違反で保護主義そのものとの論調が米国

内でも強く、また、「不公正」を建前とする立論は国

家間の感情的対立に導くものとの懸念も強かったが、

当時の米国産業の焦燥感と議会のフラストレーショ

ンにおされ動きは止まることはなかった。そして、

1985 年 6 月に、半導体について、ダンピングと、

輸入制限などの残滓を取り除く努力をしなかった結 

果としての日本への輸出の停滞という日本市場の閉

鎖性を主張して301条提訴が行われた。 

 
日米半導体協定の締結へ 

ダンピングについては、通常のように日本の国内

価格と輸出価格とを比べるのではなく、日本価格が

すでにコスト割れであるので比較の対象とはしえず

コストと比べると言うものであり、かつ、極端な設

備投資型産業である結果生産数量の拡大に応じてコ

ストが急速に低下するため、あらかじめ増加を見込

んで価格をつけると言う「フォワードプライシング」

と呼ばれる価格方式を米国産業リーダーであったテ

キサスインスツルメントが考案しそれが産業標準に

なっていたにもかかわらずそれを認めないという恣

意的な判断であった。しかしながら、その決定に対

する GATT 上の審判手続きもない状況で日本企業

は商務省と協定を結んでいくことになる。なお、そ

の後、このようなLearning Curveを持つ製品のダ

ンピングの処理やダンピング決定に対する GATT

上の強力な紛争処理制度の設置はこの分野での大き

な論点として残っていくことになる。 

他方の、市場アクセスについても、厳しい買い手

である日本のユーザーと製品について強気な米国製

造業という根本的に相容れない組合せであることに

加えて、日本の多くの買い手が日本の半導体メーカ

ーであったことも事態を複雑にしていた。特に、日

本政府に数値目標を立てさせれば後は行政指導でそ

れは実現できるはずだとの「日本特殊論」にも後押

しされて、長らく10%にとどまっていた日本への輸

入を 20%とすることを日本にコミットさせようと

する駆け引きが続く。その間、日本側の首席交渉者

の交代や米国閣僚間の経済政策哲学の溝などもあっ

たが、この点については「日本政府は、米国産業界

が20%という期待を持っていることを認識する」と

の了解に達し、1986 年 7 月に日米半導体協定が結

ばれることとなる。なお、これが、その後、日本政

府によるコミットだとか密約だとかの議論を呼ぶこ

とになるが、政権が変わって最終的には米国政府も

政府の約束とは理解できないとの認識を公にして収

束する。 

 
協定違反制裁、企業の国籍問題が浮上 

しかしながら、半年後には、日本からの輸出価格

は再暴落し、米国のおとり捜査による証拠なども含

めて、ダンピング問題は再燃する。これは、米国で

の販売価格がコストに連動する制度になっておりそ

のコストが生産量に応じて急速に下がる結果、各社

とも日本での増産インセンティブが働き日本国内で

製品があふれたことによる。Global化された市場の

下で、日本での供給の異常な拡大は日本の価格低下

を招き、低価格での輸出が禁止されている米国以外

の国に低価格の製品は流れ、そこから米国に持ち込

まれることとなる。また、日本政府の貿易管理令の

法的権限は水際価格であり、米国ダンピング法で要

求する価格管理は米国における第三者への提供価格

であることから法的な隙間は避けられない構造にな

っている。このような構造の中で協議の結果実体の

改善が進まないこと、さらに、日本市場における米

国製品のシェア向上が見られないことをもって、協

定違反とし、1987 年 4 月に米国政府は、日本の家

電製品などに制裁として 100%関税をかけることを

決定した。これは、その後行われたベニスサミット

を半導体一色に塗りつぶすことになる。その後、日

本における生産の調整などを経て、DRAM の供給

異常は収斂し、制裁の一部解除に至るが、生産調整

などはEUからGATT違反との追求を受けることと

なる。また、強力な米国製品の輸入拡大に向けての

行政指導もGATTの無差別原則の違反をEUから追

及されることとなる。さらに、同時に急速に進み始

めた Globalization のなかで、米国製品・外国製品

とは何かと言う定義の問題も貿易問題の処理に当た

って複雑な要素となる。GATT上は主な付加価値が

どの国で作られたかと言うことであり本来企業の国

籍は問題とはならない。しかしながら、出発点が外
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資系企業に対して日本企業による国産技術の開発と

その支援策の残存効果の払拭を求めると言う問題設

定ゆえに、実質的解決のためには企業の国籍問題の

影が付きまとうことになった。日本企業が海外で生

産した製品をどちらとして処理をするのか、外国人

株主が過半数になったような日本企業は日本企業な

のかという具合である。90年代にはあらゆる局面で

顔を出すことになる企業の国籍問題を最初に強烈に

提起したのも半導体協定であった。 

 
GATTからWTOへ 

さらに、301条自身、GATTの規定に基づくこと

なく輸入制限を講じることとなる意味で、GATT違

反を内包していた。本件についてはまさにGATT違

反の疑いが極めて強いものであったが、当時農産品

の輸入制限という GATT 違反を GATT 提訴しない

よう働きかけていた日本政府にとって本件を提訴す

ることは農産品での交渉を不可能にするとの認識の

下に GATT での提訴を行うことはなかった。また、

当時の GATT の紛争処理の決定方式のルール準拠

性とその拘束力が極めて弱いものであったこともそ

のような決断につながったところである。この点に

ついては、実効を伴うような紛争処理制度を持つ

WTO の発足へとつながっていく。また、それにあ

わせて、米国通商法301条もWTOの実態規定に整

合的なものへと変化しひとつの時代を終えることと

なる。 

 
半導体産業の終結 

また、半導体産業は半導体産業を超えた経済問題

にも大きな影響を与えた。半導体産業は、80年代に

はNC工作機械などにチップとして組み込まれるこ

とによって、多くの製造業において製品の再現性を

著しく高め、日本の製造業の競争力を圧倒的なもの

とした。この段階では、いわゆるハイテク製品の競

争力など日本は紛れもなく情報化の最先端に位置し

ていた。特に、製造現場における改善運動などと融

合することによって、日本の強みが総合力として最

も大きく現れた時期でもあった。しかしながら、生

産地の移転を可能にし、その精巧なハイテク製品の

希少価値性を失わせ付加価値を根本から変えること

でもあった。その後、90年代に入り、付加価値の源

泉が製品開発や付加的なサービスに移るにつれて、

その効率を上げるものはソフトウェアやネットワー

ク利用などのコンピュータの知的作業への利用へと

変わり、日本の情報化における優位性、ひいては、

日本産業の国際競争力は急激に低下していく。 

コンピュータ産業との関連においても、半導体の

集積能力によって世界で唯一主要国産メーカーが

IBM と並ぶシェアをとりきわめて競争的なハード

ウェア市場を作ることに成功したが、それは同時に、

ソフトウェアから見ると、日本と言う小さな市場で

多くのプラットフォームが並存しそのおのおのに対

応しなければならないという、開発効率のきわめて

悪い状態を作り出すこととなった。その後幾度とな

く、ソフトウェア開発の効率化のための共通プラッ

トフォームの設定を試みるがついに成功することは

なかった。この結果、情報化というコンピュータの

能力の利用の視点からソフトウェアが最も重要な要

素となったときには、日本の情報産業として日本産

業の競争力を支えきれなかった点は否定しがたい。 

このように、経済発展の中心となり、多くの貿易問

題を提起した日本の半導体産業であるが、90年代に

入って、世界市場の中で急速に存在感を失うことと

なる。これには、半導体産業自身の競争力の源泉が、

DRAM から MPU へと動き微細加工技術からソフ

トウェア技術へと移行していったこと、微細加工技

術の競争がますます設備投資の資金力に依存するよ

うになる一方、日本の半導体産業を支えた企業の投

資の資金構造が激変したこと、各企業の半導体産業

への執着と差別戦略が規模の利益につながる企業統

合を遅らせたことなどさまざまな要因が作用してい

るがその分析は他の関係者にゆだねることとする。

いずれにしても、私が官房総務課長をしていた 96

年に日米半導体協定は終了し、日本は失われた 10

年に突入することをもって一時代は終わりを告げた。 

 

 
     写真 特別講演の講演状況 
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１．はじめに 

もう 40 年以上も昔のことである。昭和 43 年 3 月、

ソニーから新しい高感度磁気センサーが発表された。

ソニーマグネトダイオード（Sony Magnetodiode）、
略して SMD と名付けられたこの素子は、エサキダイ

オードに続くソニーの快挙としてさまざまなマスメデ

ィアに大きく取り上げられ、この種の半導体素子とし

ては空前の（そして今までのところ絶後のといっても

良いだろう）大きな反響を巻き起こした。過ぎ去って

みればまさに ”Much Ado About Nothing” だったの

だが、しばらくの間筆者自身もその開発者として「時

の人」となり、多くの週刊誌をはじめマスコミに翻弄

され続けた。 
そうした華々しい扱いは、後述するようにソニーの

広報部門の努力にも因るのだが、昭和43年といえば、

外ではベトナム戦争が泥沼化し、内では学生闘争が過

激化するなどといった世相の中で、社会が明るい話題

を求めていたという背景もあったのだろう。29 歳の若

い研究者が、役に立たないと言われていた基礎研究か

ら、実用的な素子を生み出したというその話題性が、

社会に夢を与え、実際の価値以上の幻影をそこに見出

したものといえよう。 
 

２．SMDとは何か？ 

ソニーマグネトダイオード、今では知る人もない半

導体デバイスであるが、名前の示すごとくダイオード

であり、その I-V 特性が磁界によって大きく変化する

性質を持つ。その変化量から磁界の向きや強さを知る

ことができるもので、ホール素子や磁気抵抗素子など

と同じく磁気センサーの一種である。 

 
図１ SMDの構造 

 図１に示すように、通常の pn 接合の中央に長い

i(intrinsic)領域を設けた、long p-i-n diode と呼ばれる

ものであり、i 領域側面の表面再結合速度を一つの面

（Ｆ面）では可能な限り高くし、その反対側の面及び

その他の 2面では可能な限り低くした構造を持ってい

る。 
材料はゲルマニウムであり、0.6×0.4×4mm 程度の

バー状の素子両端に In (p 型) と Sn-Sb (n 型) 電極を

アロイし、細い縒り線リードをつけたものである。 
この素子に順方向バイアスをかけると、もともと i

領域に存在する電子や正孔に比べて遥かに多量の電子

がｎ側から、正孔がｐ側から注入され、いわゆる伝導

度変調を生じる。 
 
 
 
 

F 
 

 
 

 
図２ SMDの動作原理 

 
この状態でＦ面に平行な方向に磁界を加えると、図

２に示すように、磁界の向きによって(a)のように電子

‐正孔対がＦ面側に押し付けられるか、あるいは(b)
のようにＦ面から遠ざかる方向に曲がる。前者の場合

はF面における表面再結合によって電子－正孔対が速

やかに再結合するので、伝導度変調率が下がり、その

逆の場合はＦ面の影響が相対的に下がるので、磁界の

ない場合より伝導度変調率が上がる。こうした理由に

よってＩ－Ｖ曲線は磁界の向きと強さに応じて変化す

る。この特性を利用すると、従来のホール素子や磁気

抵抗素子に比べて 100 倍から 1000 倍くらいの磁気感

度が得られ、幾つかの家電製品や業務用機器に採用さ

れることになった。 
 

基礎研究から生まれた実用デバイス 
―ソニーマグネトダイオード（SMD）― 

山田 敏之（元ソニー中央研究所長） 

 

 F F
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３．開発の背景 

わかってみれば、その動作原理は既知の半導体理論

の寄せ集めで説明できるものであり、エサキダイオー

ドがトンネル効果という新しい物理現象を導くきっか

けとなり、後年江崎玲於奈氏がノーベル賞に輝く理由

の一つとなったのに比べて、とてもその再来というに

値するものではない。わざわざ本誌の記事として取り

上げるべきほどのこともないだろう。しかしこの素子

は、さして役に立たないものと見做されていた基礎研

究から、ふとしたはずみで実用デバイスとして世に出

たという意味で、いわば技術開発史の一つの挿話とし

ての観点から記録にとどめておきたいと思う。 
昭和 30 年代中頃から、我が国でも中央研究所ブー

ムというものが起こった。半導体の表面現象の研究か

らトランジスタが生まれ、そして集積回路へと発展し

ていく大きな時代の流れの中で、それに続く新発明を

期待して、各メーカーが競って基礎研究所、中央研究

所を設けた。ソニーもご他聞にもれず、そうした時流

に乗って、昭和 36 年横浜に図３のような研究所を新

設した。初代所長に当時電気試験所（今の産業技術総

合研究所の前身）物理部長であった、日本の半導体研

究の草分けの一人鳩山道夫博士（鳩山由紀夫・邦夫兄

弟の伯父にあたる）を迎え、「目先の金儲けに囚われず、

真理を探究する研究の中から次世代の新技術を生も

う」という精神のもとにスタートした。 

 
図3 ソニー研究所（昭和36年設立当時） 

 
ちょうどその年にソニーに入社した筆者は、新設さ

れたばかりの研究所に配属され、オシリスタという固

体プラズマ現象の研究に携わることになった。新しい

物理現象を発見し、集積回路では作り得ないような機

能素子を開発するのが長期的な目的であった。今にし

て思えば集積回路の将来を正しく予見し得なかった不

明を恥じるしかないが、物理学上の新発見を工学応用

に結び付けることが、当時の企業研究者の大きな夢で

あったことが懐かしく想い起こされる。 
ところが何年も経たたないうちにそのブームも冷

め、いつ利益に貢献するとも知れぬ基礎研究への投資

が見直されるようになってきた。ソニー研究所でも新

しい所長のもとに研究方針が変わった。当時筆者が行

っていたような液体ヘリウム温度における半金属（ビ

スマス）中の固体プラズマ現象の研究などは、明らか

に方向転換を迫られるものであった。今風にいえばま

さに「仕分け」の対象だったわけである。 
そうした矢先、本社の開発部門よりブラシレスモー

タに使うために感度の高い磁気センサーを開発して欲

しいという要請があった。当然ホール素子など既存素

子の改善という方法も検討されたが、要求されたスペ

ックに合うものは出来ない。そんなとき、入社後しば

らくの間オシリスタの研究をしていた頃、試料によっ

て磁気の影響の受け易さがずいぶん異なったことを思

い出した。大事にとってあった当時の試料をいろいろ

比較検討し、またその原因をあれこれ考えているうち

に、ふとしたきっかけで表面再結合速度の非対称性に

関係があることに思い至った。世にいうセレンディピ

ティである。仮説‐検証を数度繰り返すうちに、現象

の本質が見えてきた。それが図２に示した動作原理で

ある。そこから先は一瀉千里というか、とんとん拍子

に開発が進み、発注元の開発部門からも実用の可能性

ありとのお墨付きを貰うことが出来た。 
 

４．広報戦略の成功 

ソニーはエサキダイオードの発明の際、関連特許を

出願する前に公表してしまったために、取れるはずの

特許も押さえ切れなかったという苦い反省があった。

その轍を踏まぬため、この開発は極秘扱いにされ、現

象の発見からほぼ 2 年かけて、原理的なことはもとよ

り、製造方法や応用技術はもとより、関連商品の特許

も十分固め、ソニー製品の一部に採用することまで決

めて、ようやく発表に漕ぎつけた。 
その発表に際して一つ裏話がある。当時のソニーは

出遅れたカラーテレビ競争に、トリニトロンカラーテ

レビで一挙に起死回生を図ろうとしていた。その広報

戦略として、まず SMD を大々的に発表して前景気を

つけ、それに追い討ちをかけるようにしてトリニトロ

ンを発表することで、広報効果を高めようとしていた

ため、腕利きの広報マンが秘策を凝らしたのである。 
その狙いは見事にあたり、冒頭に記したように大き

な広報効果をあげることができた。ところが皮肉なも

ので、SMD の発明があまり大きく扱われ過ぎた結果、

本命のトリニトロンカラーテレビのデビューがすっか

り霞んでしまった感があった。もちろん現実のビジネ
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スでは、トリニトロンが以後何年にもわたってソニー

の屋台骨を支え、またその優秀性のためにかえって薄

型テレビの開発競争に出遅れてしまったというほどの

大きな意味を有したのに対して、SMD は比べるべく

もない小さな存在だったことはいうまでもない。 
 

５．実用素子の特性と応用 

鳴り物入りの登場を果たした SMD は、全く手工業

的な手法ではあったが生産ラインもでき、レコードプ

レーヤやカーステレオなどソニー製品への応用や、社

外での実用化が進み、いちおう順調なスタートをきっ

たといえる。図４は昭和 43 年に商品化されたゲルマ

ニウム素子の、同じく図５は SMD を搭載したソニー

製品の例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ SMDの外形写真 

       図５ SMDを使用した製品例 

 

図６には昭和 43 年のカタログに記載された素子特

性を示す。磁界の強さの単位を kOe（キロエールステ

ッド）で記してあるところに時代が感じられる。当時

はまだSI単位系が一般化していず、磁界の強さはkOe、
磁束密度は G（ガウス）で表すのが普通であった。 
１[Oe] = (1/4π)×103 [A/m]、１G = 10－４T である。 
しかしこの素子には本質的な欠陥があった。原材料

にゲルマニウムを用いているため温度特性が悪いこと

がまず挙げられる。その問題を回避するため、図７に

示すように、2つの特性の似た素子を F 面の向きが逆 

      図６ SMDの I-V特性   
 
になるように接続し、温度などによる変化は両素子に

均等に加わり、磁界による影響のみが両素子逆に働く

方法を考案した。これで温度特性の問題はある程度改

善されたが、大きさやコストの点ではハンディキャッ

プとなった。 

 

図７ SMDのペア、ブリッジ接続 

 
また、表面再結合速度が重要な役割を果たしている

にも関らず、ゲルマニウムの表面を安定に保つことは

容易ではない。結果として感度は高いが磁界以外の要

因による変動も大きく、SN 比や対環境性という意味

では問題を残していた。 
そうした理由から磁界（特に直流磁界）を精密に計

測する用途には向かず、高精度を要しない交流磁界の

測定あるいは近接スイッチのような用途にしか使えな

いということが漸次明らかになってきた。その欠陥を

克服できるシリコン素子の開発も行い、相応の成果を

得たものの、実用化にはまだ遠いものであった。 
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     図８ シリコンSMD試作品 

 
図８にシリコン試作品の例を示す。 

ゲルマニウム製であれ、シリコン製であれ、この素子

は近代的なシリコン IC 技術の本流とは異なるもので

あったため、製造コストが高く本格的な実用化の壁と

なった。そしてもっと本質的な時代の変化は、IC 技術

が急速な進歩を遂げ、ホール素子など既存デバイスと

IC の組み合わせにより見かけ上感度が高く使いやす

い素子が得られるようになってきたことである。 
その当時はどの研究所でも、IC にはできない機能素

子を作ることを目指して基礎研究を行っていたことは

前述したとおりだが、ほとんど見るべき成果を残すこ

とができないまま、半導体技術の進歩はもっぱら IC
の微細加工、高集積度化に向かっていった。 
 SMD は一時期ドイツの某メーカーから全くデッド

コピーといえる素子が発売されたこともあったが、そ

れもいつしか消えていき、民生用としても一部のソニ

ー機器に用いられたのみで、開発目的であったブラシ

レスモータにも、コストや耐環境性などの面から結局

は試作品止まりで、実用化されることはなかった。 
社外でも実にさまざまな応用が試みられ、実用化さ

れたものもあったが、最も長期間にわたって実用に供

されたのは、鋼板や鋼管などの磁気探傷機用センサー

としてであった。40 年を経た後もその補修部品として

細々と需要があり、ソニーから技術移転した企業にお

いて、40 年前と変わらぬ手法で少量ながら生産されて

いると聞く。これだけ技術革新の激しい半導体の世界

にあって 40 年以上も同じ方法で生産を継続してきた

ことは、まことに稀有のことと言わねばなるまい。 
 

６．おわりに 

 前にも書いたとおり、この素子は、基礎研究で培っ

た知識、基礎研究が否定されたという危機感、新しい

素子の開発ニーズなどが期せずして一点に会したとこ

ろに誕生したものである。動作原理の着想はセレンデ

ィピティともいえるものであった。そのチャンスを生

かすことができたのは全くの僥倖といわねばならない

が、その僥倖はまたそれ以前の蓄積なしには訪れなか

ったことも確かである。40 年前と今とでは、技術の深

さも広がりも比べ物にならぬほど進化していることは

疑いないが、それでも発明発見に至る本質は変わらな

いといってよいだろう。 
もう一つ筆者にとって幸せであったのは、自らが着

想した素子に関して、原理解明から、実用化開発、生

産技術、応用開発、顧客支援などあらゆる局面に携わ

ることができたことである。これは小さな取るに足り

ない素子であったからこそ可能であったともいえるが、

そうした幅広い体験が、その後の人生において多彩な

業務に取り組むのに役立ったことは明らかである。 
半導体素子の中でも一つの小さなあだ花に過ぎな

い SMD が、大きな話題を社会に与え、ほんの一瞬で

はあるが、世の中に技術の新しい息吹を感じさせるこ

とができたのは、いつにかかって当時ソニーという若

い企業に世間が大きな夢を抱いていたからといえよう。

あれから 40 年を経てソニーも変わった。人間と同じ

で企業もいつまでも若さを保つのは難しい。ソニーだ

けではない。日本という国も明治維新後の西欧化、富

国強兵といった時代、第二次大戦後の焦土復興、高度

成長といった時代などに見られた国全体の若さを今や

失ってしまったといってもよいだろう。 
筆者自身はその後ソニー社内でさまざまな仕事に

従事した後、18 年ぶりに古巣の中央研究所に所長とし

て戻った。そして還暦とともに、学校法人ソニー学園

に移り、11 年もの間短期大学経営に携わり、また社会

福祉法人を作り保育園を新設するなど、全く技術の世

界から遠ざかっていた。そして 2009 年からは社団法

人日本工学アカデミーという非政府組織の専務理事職

に就いている。この組織は工学分野で顕著な成果をあ

げた有識者の個人会員およそ 650 人と、技術関連企業

の賛助会員、海外客員会員などよりなり、政策提言、

海外諸国工学アカデミーとの共同事業、シンポジウム

や講演会開催など多彩な活動を行っている。 
本稿を執筆している 2009 年末の時点では、総理、

副総理、官房長官、文部科学大臣などの政府首脳が理

工系出身という我が国最初の政府に対し、新しい科学

技術政策はいかにあるべきかという提言を行っている

が、そこでの主張の一つが、科学研究の成果を効率よ

く迅速に経済価値・社会価値に結びつける過程こそ真

の「イノベーション」であり、それを効果的に行える

よう国家政策をより充実させるべきであるという点に

ある。40 数年前にほんのささやかなイノベーションに

携わった身として、そうした活動に多少なりとも貢献

できれば、かつてその場を与えてくれた会社と社会へ

の恩返しになるともいえるだろうか。 
 
（社団法人日本工学アカデミー 専務理事） 
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１． はじめに 

NTT(当時は日本電信電話公社)電気通信研究所

(通研)では米国でトランジスタが発明された直後の

1949 年からトランジスタの基礎研究に着手し、その

後通信用高性能トランジスタや IC の研究開発を進

めてきましたが、1975 年から体制を大幅に強化し、

64Kb DRAMの実現を主な目的とした超LSI研究開

発プロジェクトを発足させました。 
 その後、このプロジェクトは第 2 期、第 3 期と発

展的に継続され、1983 年には公社における４番目の

研究所として超LSIをはじめとする固体エレクトロ

ニクス部品研究を担当する厚木電気通信研究所が設

立されるに至りました。 
以下で、この 64Kb メモリ開発の端緒から厚木研

究所設立までの約 10 年間における NTT の超 LSI
研究開発の経緯を振り返ってみます。 

 
２．きっかけ 

1949 年、米国 IBM において当時ＦＳ計画と呼ば

れていたコンピュータ開発プロジェクトで、シリコ

ンウエハを丸のまま用いる途方もないLSIが開発さ

れつつあるという情報がもたらされました。 その

頃、日本国内で製造販売されていた４Kb DRAM は

ビットあたり 2 円くらいでしたが、このフルウエハ

メモリが実用化されるとビット単価はその100分の

1 以下になると予想されていました。 
当時の日本の技術レベルからすると夢のような

話で、こんなものが実現し導入されたらコンピュー

タのみならず、日本の通信エレクトロニクス産業は

大幅に立ち遅れることになると、関係者は一様に危

惧感を抱きました。 
このような状況を踏まえて通研におけるLSI研究

の在り方が議論され、以下のような整理のもとで、

研究所の 重点項目の一つとしてとり上げることが 
決定されました。 
1)LSI は公社が進める電気通信サービスの多様化、

高度化、経済化、高信頼化のいずれの面において

も欠くことのできない基幹技術の一つである。 
2)LSI は本来量産をベースとする汎用部品であるが、

公社はそれをもっとも多用する企業のうちの一

つである。 
3)LSI は部品というよりシステムに近く、その効率

的な開発には材料、加工、設計技術から応用技術

に至る専門家の緊密な協力が必要であり、通研は

それに適した研究体制を持っている。 
4)通研はすでに個別半導体部品や集積回路について

いくつかの顕著な実用化実績を持っている。 
 電気通信の分野では、高性能な部品が開発された

ために、それまで不可能だったシステムの革新が実

現できた事例が数多くあり、研究所内に鍵となる部

品の先行開発が重要との共通認識が存在したことが、

この決定の背景にあったといってよいと思います。 
 超ＬＳＩは光ファイバー通信、デジタル技術とと

もに、将来の電気通信を支える基盤技術の３本柱と

しての位置づけが明確化されたのです。 
 

３．研究目標 

関係する研究部門の総力を挙げて技術的な達成

可能性を予測したうえで、将来、電気通信システム

に必要とされる各種のＬＳＩの実現目標を設定しま

した。その主なものは 
ＮMOS DRAM   ；64Kb、 
フルウエハメモリ  ；0.5～1Mｂ、 
バイポーラロジック ；1K ゲート、 
CMOS ロジック   ；4K ゲート、 
CCD メモリ     ；64Kｂ 

などでした。 
この中でＮMOS 64Kb DRAM の実現を 重点項

目としました。当時使われていたＮMOS DRAM の

先端製品は４Ｋｂで、次世代デバイスとして

16Kb の開発が行われていた段階でしたから、64K
ｂ／チップは、世界水準にいち早く追いつき追い越

すために、1 世代飛躍して設定した戦略的な目標で

した。 
現在では想像もできないでしょうが、64Kb 

DRAM が、当時の LSI 製作技術の延長上で実現可

能か否かは必ずしも明確ではありませんでした。当

時の 先端ＬＳＩで用いられていたパタンルールは

5 ミクロン前後であり、64Kｂの実現に必要と見積

もられた２ミクロンパタンが、当時まだ 1：1 が主

流であった紫外線露光法で形成可能かどうかも十分

64Kb DRAM の研 究 開 発  
― N T T の超 L S I 研 究 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト  

鈴木敏正 （元 NTT 研究開発本部副本部長） 
デバイス編 
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見通せませんでした。 
このため無欠陥 Si 結晶の育成技術、高解像度レジ

ストなどの材料技術、イオン注入・ドライエッチン

グなどの製作技術から光露光法の代替技術としての

電子ビーム露光装置やX線露光装置の開発に至るま

での研究開発を総合的に展開することにしました。 
設計技術面でもセンス回路の高感度化・低電力化

など、高集積化に不可欠な技術の研究に取り組むこ

とにしました。 
製造装置や結晶材料研究の多くは 64Kb DRAM

の開発目的には必ずしも結びつきませんでしたが、

その後の先導的研究の大きな推進力になりました。 
 

４．予算と体制 

 研究費は 3 年間で 200 億円が計上されました。通

研では、それまで武蔵野研究所集積回路研究部の下

に 5つの研究室という体制で半導体研究が進められ

てきましたが、これを契機に研究要員の大幅な増強

を図るとともに、新たに記憶用 LSI の研究開発を推

進する集積記憶研究部を創設し、この部の下に記憶

回路研究室、記憶集積研究室、集積マスク研究室、

結晶材料研究室、高信頼度部品研究室を置きました。 
さらにフルウエハLSIは同じ武蔵野研究所内の電

子装置研究部、電子ビーム露光装置など製造装置類

は工務部、レジスト材料類は茨木研究所部品材料研

究部の担当としました。研究要員は当初 250 名で、

その後さらに増員されました。 
 64Kb DRAM の実現のためには製作技術の革新

が不可欠なことは明らかで、製造販売を行わない公

社の研究所といえどもLSIの先導的技術開発には製

作技術の研究強化を図ることは必然でした。通研は

それまで大規模なLSIの所内試作経験をほとんど持

っていませんでしたが、この目的のためにクリンル

ームの大幅な拡張を含めた所内製造設備の充実を図

り、当時の主流であった 3 インチ口径ウエハによる

製造ラインを整えました。 
 

５．共同研究と成果 

この研究とほぼ位相を合わせて、製造メーカーさ

んと共同研究を開始しました。通信機器への影響が

大きく、成果の汎用性があり、技術的にも高度性が

要求される主記憶用ＬＳＩメモリ（64Kb DRAM）

およびそれに必要とされる共通基本技術を対象とす

ることにしました。電電公社は当時、データ通信用

コンピュータ DIPS の開発を進めていたので、その

担当メーカー3 社をこの LSI 共同研究の対象メーカ

ーとしました。 
開発競争の激しいデバイスが対象であり、しかも 

製造技術を含むという、研究所としてもまたメーカ

ーさん側にとっても初めての経験であったため、調

整に苦労しましたが、共同研究の進め方について 
① 代替技術の分担、 
② 共同設計などの合同作業、 
③ 並行作業 

という３種類の作業形態を研究対象によって使い分

けることにして発足しました。 
結果的には、各社がそれぞれ固有のノウハウの固

まりである製造ラインを背景にしているために、②

の合同作業は難しいことが分かり、主に①と③のパ

タンで進められました。特にデバイスの試作研究段

階では、各社が同一の目標を持ってそれぞれ独立に

進める手法が、互いの競争心を鼓舞する観点からも

効果的だったと思います。 
通研は予定より 1 年早い 1977 年の春に、目標で

あった 64Kb メモリの所内試作に成功しました。 
実現に当たってはまず、発熱による温度上昇の関

係から回路全体の消費電力の低減が重要であり、こ

れを解決するために従来の 4 Kb DRAM に比べて 5

倍の感度で、しかも消費電力が 8分の 1の新しい低

電力センス回路、動作マージンの大きなレベル検出

回路などを開発しました。 

製造プロセス面では光露光技術を駆使して 小 2

ミクロン幅の微細パタン形成を実現するとともに 3

インチウエハの精密処理プロセス技術を確立し、モ

リブデンによる微細配線、極薄酸化膜形成などの安

定した微細加工を可能にしました。 

完成した DRAM の諸元は以下の通りです。 
素子構造  ；n チャネル Si ゲート 
       MOS トランジスタ 
ワード構成 ；16Kw×4b 
セル面積  ；14 ミクロン×15 ミクロン 

チップ面積 ；6.1ｍｍ×5.8ｍｍ 

アクセス時間；200 ナノ秒 

電源電圧  ；＋7 ボルト、－2 ボルト 

消費電力  ；150mW 

この成果を国内外で新聞発表するとともに、その

詳細を同年 7 月の欧州固体回路会議（ESSIRC）で

発表し、世界の注目を浴びました。 
前述したように、この共同研究では製造プロセス

の詳細にまで立ち入った情報交換は行いませんでし
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たが、1 社で試作に成功した事実自体が大きな先導

的効果となり、1 年後には共同研究各社さんもつぎ

つぎに試作の完成にこぎつけました。 
 

６．第２期研究 

64Kb DRAM開発を主目的とした 3年間を成功裏

に終えた頃には、各種通信システムに対する LSI の
導入実績も増し、当時、公社の重点目標であったデ

ジタル電話網の実現にLSI技術の進展が不可欠との

認識もさらに高まって、LSI 研究の重要性はますま

す明確になりつつありました。 
このような情勢の下で、1978 年からの次の 3 年

間を第 2 期として 
① 電気通信用 LSI の研究実用化、 
② カスタム化 LSI 技術の研究、 
③ 高密度集積化技術の研究 

の 3 本柱で研究を進めることにしました。 
第 1 期に確立した基本技術を応用して具体的 LSI

を実現し、電気通信機器への導入を図るのが第 1 の

柱で、64Kb DRAM 用に開発した 2 ミクロンルール

のＮMOS製作技術を論理LSI用のE／D MOS技術

さらに CMOS 技術に発展させ、必要とする各種 LSI
の実現に資することにしました。  

2 番目の柱はこのような通信用各種 LSI の経済的

実現を可能にするための手法ないしはツールの研究

です。通信用 LSI は多品種少量の傾向をもつものが

多く、これらの経済化のための研究がますます重要 
になります。第 2 期研究の特徴の一つは、これを重

点項目に取り上げたことで、論理仕様の決定から、

加工、測定評価にいたるターンアラウンド時間を平

均的に当時の 2 分の 1 にすることを目標に、設計自

動化技術の研究、マスタスライスなどのセミカスタ

ム LSI の研究が強化されました。 
第 3の柱は第 1期の研究成果をうけて高密度化基

本技術の一層の進展を図るもので、64Kb の次の世

代である 256Kb メモリをキャリングビークルにし

て、高密度化をさらに進めるための技術開発を総合

的に推進しました。 
この期間に実用化段階に達したLSIは前期の9品

種に対して 24 品種となり、試作まで完了した LSI
は 42 品種に達しました。また 100 万ステップにお

よぶ DA 用プログラムを整備し、新たに開発した階

層仕様記述言語 HSL とデータベースを採りいれた

LSI 自動設計システムを構築して、20K ゲート級論

 
  図１ 64Kb DRAM のチップ写真 

 
理 LSI のパタン設計工数を従来の 30 分の 1 に短縮

しました。 
この自動設計システムを駆使して、新たに開発を

進めた 2 ミクロン CMOS 技術による DIPS および

電子交換用プロセッサ VLSI の設計を行い、試作に

よる技術確認を完了しました。 
高密度化基本技術の分野では、電子ビーム直接描

画法による 小寸法 1 ミクロンのＮMOSLSI 用の

総合製造プロセス技術を開発し、256Kb DRAM の

試作に成功しました。 
これに関連した微細加工技術分野では、1 ミクロ

ン描画用電子ビーム露光装置、ステップアンドリピ

ート型 X 線露光装置、電子サイクロトロン共鳴を利

用した ECR エッチング装置およびこれらに適した

レジスト材料などの開発が行われました。また微小

欠陥のないシリコン結晶育成技術の開発にも成功し

ました。 
アルファ線によるソフトエラー問題がクローズ

アップされてきたのもこの時期で、ハード、ソフト

両面からの欠陥救済・冗長構成技術とともに必須の

テーマとして取り上げられました。これらは後に通

研の大きなテーマになる通信衛星に搭載する半導体

素子の耐放射線性研究にもつながっていくことにな

ります。 
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７．第 3期研究と厚木研究所 

1981 年から開始された第 3 期研究は、後述する

新施設への移転に要する期間も考慮して 4年間に設

定し、 
① 電気通信用 LSI の研究実用化 
② LSI 開発自動化技術の研究 
③ 先端技術の開発 

に取り組むことにしました。②項の開発自動化技術

の研究では、これまで進めてきた設計自動化技術と

ともに、製造プロセス自動化技術の研究が加えられ

ました。 
 この第 3 期の初めから、GaAs 集積回路と超電導

ジョセフソン素子の研究を強化しました。 
 GaAs 素子については、すでに 1971 年からミリ

波通信用として FET の研究を開始し、1978 年から

はメモリを中心とする集積回路の研究に着手してい

ましたが、将来、公社での超高速領域の需要が見込

めるとの見通しのもとに、研究を本格化させました。

重要な鍵となる結晶育成技術についても取り組むこ

とにしました。 
 超電導ジョセフソン素子についても 1976 年から

基礎研究を進めてきましたが、要員を大幅に増強し、

高集積化の可能性検討を主体とした研究体制を整え

ました。 
 1983 年には厚木電気通信研究所が完成、発足しま

した。この研究所は、これまでこのプロジェクトを

進めてきた武蔵野研究所が手狭になり、研究体制の

強化に必要な施設の拡充が困難になってきたため、

LSI および固体機能素子の研究開発を担当する、公

社 4番目の研究所として新たに建設されたものです。

第 1 期超 LSI プロジェクト 終年の 1977 年に新設

が決定され、1980 年に着工、3 年をかけて完成され

ました。 
1 万 2 千平米のクリンルーム棟と 2 棟の研究棟から

成り、集積回路研究部、集積加工研究部に、超高速

化合物半導体デバイス・光半導体デバイス担当の機

能デバイス研究部を加えた３研究部、総員 460 名で

発足しました。  
この研究所はそれ以降、公社の目指す次世代通信

システムの実現を支える基幹部品の研究実用化に大

きな役割を果たしていくことになります。 
 

８．あとがき 

厚木研究所が完成した時期は日米半導体摩擦の

中であり、新研究所の発足は米国の新聞雑誌にと 

 図２ 設立当時の厚木電気通信研究所 
 

りあげられるなど、海外からも強い関心を持たれま 
した。研究所が正式にオープンする前に、当時通産

省との半導体関係の折衝に来ていた米国政府高官の

一行が視察に訪れ、この研究所の研究成果が民間の

企業にどのように移管されるのかと執拗に聞かれた

ものです。 
研究所が正式に発足した１９８３年７月から１

２月までの半年間に外国、主に米国からの訪問者は

３００人に達し、当時研究所の企画管理室長をして

いた私は、研究所の立ち上げ・基盤整備業務の傍ら、

その応対に追われました。 
今では信じられないようなことですが、６４Ｋｂ

ＤＲＡＭの開発を企画した当時は、このメモリが実

現できたとしても、本当にそれが大量に使われるよ

うな需要が出てくるのだろうかと本気で心配したも

のです。公社内での需要はある程度見込めるものの、

世の中全体でどれほどの市場規模になるものか、見

通せなかったのです。 
パソコンの高性能化と普及台数の拡大などによ

り、その後急速に市場が拡大し、１９８４年には６

４Ｋb ＤＲＡＭの生産量が全世界で１０億個に達

し、しかも日本が圧倒的なシェアを占めるにいたっ

たことを考えると感慨深いものがあります。 
当時はLSIの集積度はどこまで高められるかとい

う、いわゆる極限論が盛んで、筆者も 80 年代初め

の学会シンポジウムでこのテーマでの講演を依頼さ

れ、DRAM で 64Mb あたりが限界ではないかと述

べたことを記憶しています。この値でも当時ではは

るか彼方の夢のような数字でしたが、これを二桁も

上回る勢いの現状をみると技術の進歩は驚くべきも

のとの感を深くしています。今後のさらなる発展を

楽しみに見守りたいと思っています。
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日時：平成 21 年 11 月 9 日（月）13:30～19:30 

会場：椿山荘 オリオン 1（東京都文京区） 

主催：熊本県、熊本県企業誘致連絡協議会、 

セミコンフォレスト推進会議 

後援：社団法人電子情報技術産業協会、SEMI ジャパ

ン、社団法人日本半導体製造装置協会、日本真

空工業会、一般社団法人太陽光発電協会、一般

社団法人半導体シニア協会、社団法人日本半導

体ベンチャー協会、財団法人九州経済調査協会 

特別協力：半導体産業新聞 

 

 昨年秋のリーマンショック以降、世界経済は、100 年に

一度と言われる金融危機に直面し、1 年以上経過した

現在も、依然として、半導体業界は厳しい経済環境下

におかれています。過去 40 有余年に亘る半導体産業

振興及び関連産業の集積を進めてまいりました熊本県

にとっても、今は大変な逆境の中にあると言えると思い

ます。 

 このような中、世界の主要国は、一斉に環境やエネル

ギー分野に重点投資する大型景気対策、いわゆるグリ

ーンニューディール政策を押し進め、石油に依存する

経済から再生可能エネルギー活用経済へと大きく舵を

切ることで、この未曾有の危機を乗り切ろうとしていま

す。 

世界経済の歴史的分岐点に直面するこの時に、熊

本県では SSIS 様をはじめとする業界団体の御後援を頂

き、首都圏の半導体業界の皆様を対象に、「逆境の中

に立ち上がる“くまもと半導体！”～セミコンフォレスト熊

本、いま新時代への挑戦が始まる～」と題して、都内ホ

テルにて本県 PR を兼ねたセミナーを開催致しました。 

当日は、爽やかな秋晴れのもと、約 400 名もの参加

者の皆様をお迎えすることができました。本県がこのよう

に多くの皆様に支えて頂きながら、ここまで歩んで来る

ことができたことに対して、改めて感謝の念を強く致しま

した。 

 

 

 

＜セミナー内容について＞ 

当日のプログラムは、前半はセミナー、後半は「講師

を囲む会」の二部構成にて開催致しました。 

第一部のセミナーでは、㈱産業タイムズ社専務（現社

長）、泉谷渉様の基調講演を皮切りに、熊本大学学長、

谷口功様と本県産業技術センター所長の柏木による対

談。そして、ソニー㈱業務執行役員の鈴木智行様と、東

京エレクトロン㈱代表取締役会長の東哲郎様に御講演

頂きました。両社とも熊本の生産拠点を今後の事業戦

略の核として位置づけていくという力強いエールを頂き

ました。最後に、本県知事蒲島郁夫から、本県の立地

環境のセールスポイントと皆様にとってこれからも「選ば

れる熊本」であり続けたいという思いをお伝えし、第一

部を終了しました。 

第二部では、熊本自慢の新鮮な食材を使った地産

地消の郷土料理と水資源豊富な熊本ならではの米を原

料とした球磨焼酎を御賞味頂きながら、講師を囲んで

御歓談頂きました。 

 

＜セミナーの内容＞ 

各講演のポイントに触れさせて頂きます。 

 

基調講演： 

「環境／エネルギーこそ半導体の柱だ！！」 

豊富な取材データに基づく㈱産業タイムズ社専務

（現社長）泉谷渉様の基調講演は、この史上空前の大

不況を的確に分析しつつ、金融危機に直撃されている 

 
＜㈱産業タイムズ社専務（現社長） 泉谷渉様＞ 

          熊本県主催セミナー実施報告 

逆境の中に立ち上がる“くまもと半導体！” 
～セミコンフォレスト熊本、いま新時代への挑戦が始まる～ 

熊本県商工観光労働部 企業立地課 主幹  櫟本 麻理 
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半導体産業が、今後はこれまで蓄積した技術をベース

にして、環境・エネルギーデバイスとして復活することは

明かであるという大変勇気づけられる内容でした。 

 民主党政権の CO2 排出量 1990 年比 25%削減目標、

アメリカのオバマ政権をはじめとする世界主要各国が景

気浮揚策として打ち出した「グリーンニューディール政

策」に支えられて、日本が最も得意とする炭素繊維等の

素材、新エネルギー部材としての太陽電池関連、リチウ

ムイオン電池、次世代パワーデバイス、環境配慮型照

明としての LED 照明等をキーワードとして、環境及び新

エネルギー分野の新市場が創出されていくと指摘。半

導体業界への今後の光明を示されました。 

 

対談： 

「世界を見据えて地域に貢献する新技術開発拠点 熊

本大学 ～有機薄膜技術を核とする産学官連携推進

体制の整備に向けて～」 

産学官連携の中心となる地元、熊本大学学長の谷口

功様と熊本県産業技術センター所長の柏木正弘による

対談でした。対談の冒頭、柏木から「産業技術センター

は熊本県の技術部として、進出企業及び地場企業のビ

ジネスサポートを担っているが、時代の変化のスピード

に遅れず対応するには、時代を先取る知恵が必要であ

り、その役割を担うのは熊本大学である」と、産業振興

には大学の力が不可欠であることを指摘し、これを受け、

谷口学長からは、「熊本大学は、県が策定している４つ

のフォレスト構想の下、世界を見据えて地域に貢献する

新技術開発拠点として、熊本発ビジネスモデルのシー

ズ開発を進めている」として、現在進行中の研究テーマ

を情報処理、素材、設計、部品の各分野について紹介

されました。 

 

 ＜（左から）熊本大学学長 谷口功様と熊本県産業技

術センター所長 柏木正弘＞ 

 

 次いで、柏木から、「熊大において既に幾多の研究が

進められている有機薄膜技術に注目しており、今後の

多分野への可能性を見据えて、既に第 1 フェーズの研

究会が実施されたこと、現在、産学官連携による有機薄

膜技術を研究開発、実用化に取り組んでいること、その

ための拠点づくりにも着手していること」を紹介され、最

後に、「進出された企業とともに、新しい日本をつくるよ

うな取組みに、ともに挑戦していきたい」と締めくくりまし

た。 

 

「Challenges of Sony Image Sensor」  

－ソニーイメージセンサの挑戦－ 

ソニー(株)業務執行役員 SVP、CPDG 半導体事業本

部副本部長の鈴木智行様から、ソニー入社以来 30 年

間に亘るイメージセンサの技術開発一筋に従事してこ

られた同氏の御経験を踏まえ、イメージセンサビジネス

の現状や、「フィルムを超える」ことをスローガンに開発

を進めてきた CCD が、現在では「人間の眼を超える」

CMOS へと開発レベルがバージョンアップしてきたソニ

ーイメージセンサの歴史、そして、その将来展望につい

て御講演頂きました。また、イメージセンサの生産拠点

は九州にあり、熊本テクノロジーセンターは開発部門も

強化し主力工場となっていることを説明されました。 

また、熊本進出の理由は、九州各地の同社拠点の中

心に位置するロケーションの良さ、本県内の装置、材料

メーカー等の集積、人材や水が豊富であることをあげら

れました。 

 
＜ソニー㈱業務執行役員 SVP 鈴木智行様＞ 

 

「製造装置メーカーから見た国際競争力について」 

東京エレクトロン㈱代表取締役会長の東哲郎様から

御講演頂きました。冒頭に、同社で製造している装置

の世界シェアナンバー１を目指すという同社の目標に

ついて述べられ、今後の半導体業界の動向についても、
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環境、新エネルギー分野で、半導体関連の需要が伸

び、今後も半導体や IT が世界経済回復を牽引すると

話されました。また、同社としては、コア技術の強化を図

りながら、利益創出型ビジネスモデルを徹底することで、

業界再編の競争に打ち勝っていくと力強く述べられまし

た。熊本の東京エレクトロン九州については、主要拠点

として位置づけていること、産学官連携を強化し、地元

集積の半導体関連メーカーとも連携することで、世界一

を目指していく」と話されました。 

 

 ＜東京エレクトロン㈱代表取締役会長 東哲郎様＞ 

 

「『選ばれる熊本』を目指して」 

熊本県知事の蒲島郁夫から、「『選ばれる熊本』を目

指して」と題して、本県の立地環境や人材、補助金制度

の改正、太陽光発電産業等新たなリーディング産業づ

くりに向けた取組みを紹介致しました。また、「企業の皆

様に『選ばれる熊本』であることを目指し、熊本の地で

の皆様の夢の実現に向けて、真心をこめて、全力でサ

ポートさせて頂く」と力強くアピールしました。 

 

        ＜熊本県知事 蒲島郁夫＞ 

 

＜これからの取組み姿勢＞ 

私達は、これまで支えて頂いた業界の皆様との絆を

宝としながら、この厳しい時代であるからこそ、進出企業

の皆様１社１社へのきめ細やかなフォローアップを第一

に考えてサポートしつつ、誠心誠意、熊本の産業振興、

企業立地促進に邁進することで、皆様方との御縁がさら

に深まりますよう努めてまいりたいと思っております。ま

た、在京の皆様に熊本をもっと身近に感じて頂けるよう

に、東京銀座に銀座熊本館を設置しております。1 階は

熊本の食と工芸品等を御紹介する物産館、2 階の

「ASOBI BAR（あそびバー）」では、郷土料理や球磨焼

酎をリーズナブルな価格で召し上がって頂けますので、

どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜「選ばれる熊本」のロゴ＞ 

 

また、本県の企業立地マインドを「選ばれる熊本」とい

う言葉で表現、本県出身の書道家、武田双雲氏に「熊

本の人と自然が持つパワーと優しさ」をイメージして揮

毫して頂きました。本県は、これからも企業の皆様の立

場に立って、企業の皆様から「選ばれる熊本」になれる

ように企業誘致に取り組んでまいります。 

 

 最後に、SSIS 様をはじめとする業界の皆様の御理解、

御協力に感謝申し上げますと共に、新たな産業立地御

検討の際には、また、増設によるバージョンアップを御

検討の折には、是非、“火の国くまもと”を御一考頂きま

すようお願い致します。 

 

熊本県企業立地課 HP 

URL：http://www.kumamoto-investment.jp/



 

半導体シニア協会 会報 No.65('10 年 1 月)  17 

 

 

テストソリューションカンパニーとして更なる成長を目指す 

◆LSI開発のテスト開発を中心とした上流工程をメ

インに事業を展開 
 当社は 1970 年の創業以来、LSI 開発のテスト開

発を中心に上流工程を主たる事業領域とする日本最

大級の半導体テスト開発技術会社です。LSIに対し

て高まる品質要求とテストコストの最適なトレード

オフを実現すべく、日々研鑽を続けております。 
ラインを持たない、いわゆるファブレスの会社で

あり、顧客からはLSIの回路設計やレイアウト設計

のみ、あるいは、テスト開発のみを求められるケー

スもあり、各工程について個別に受注を受ける場合

と、仕様書の作成から量産までを一貫して受注する

場合があります。 
 また、長年携わってきたLSIテスト開発のノウハ

ウを活かし、顧客からの様々なテストニーズに対し、

そのソリューションをシステム化して提供する事業

を一つの柱としており、専用試験装置やテスト用ソ

フトウェアなどの受託開発に取り組んでおります。 
 LSIの回路設計からテスト開発に至るLSI開発事

業と、テスト開発における様々なニーズをシステム

化して提供するシステム開発事業がシナジーを生み

出し、顧客に最適なテストソリューションを提供す

るというのが当社の強みとなっております。 
 
◆顧客のニーズにマッチしたテストソリューショ

ンを提供 
 日本の半導体市場は、出荷ベースで年間約4兆円

（2009 年、WSTS 予想）となっていますが、その

中で、テストに関するコストはおよそ25%の１兆円

と考えられます。また、自動車等、品質要求の厳し

い分野では、テストコストは30～40％とより高い比

率を占めていると言われております。そこで、この

テストコストを如何にして抑制するかが顧客におけ

る重要な経営課題となっており、この課題に対して

当社は４つのテストコスト抑制手法と共に、それぞ

れに対して具体的なソリューションを提供していく

ことを方針としております。（右上の図参照）。 

5

《当社の機能》

多様なテストニーズに対応

《当社の機能》

多様なテストニーズに対応

当社の事業領域
◆高まる品質要求とテストコストの最適なトレードオフの実現
◆日本最大級の半導体テスト開発技術会社

《増加を続けるテストコスト》

LSIテスター償却費

テストプログラム開発費

テスト環境構築費

・

・

《増加を続けるテストコスト》

LSIテスター償却費

テストプログラム開発費

テスト環境構築費

・

・

《テストコストの抑制手法》

１．大型LSIテスター⇒ダウンサイジング

２．既存LSIテスターの有効活用

（稼働率の向上）

３．テストを考慮したチップ設計

４．テスト開発～量産化～一貫対応

《テストコストの抑制手法》

１．大型LSIテスター⇒ダウンサイジング

２．既存LSIテスターの有効活用

（稼働率の向上）

３．テストを考慮したチップ設計

４．テスト開発～量産化～一貫対応

１．①ＢＯＳＴ開発

②簡易テスター

③実機評価対応

２．ツールの提供

３．チップへ自己診断機能の付加

（ＤＦＴ技術）

４．一貫テスト体制

テストコスト

約１兆円
（25％）
当社推定

約４兆円

国内半導体市場
（０９予想） ※WSTS

 

第1に、導入費用と併せて減価償却費用が大きな

負担となっている大型のLSIテスターからのダウン

サイジングの動きに対して、BOST（Build Out Self 
Test）機能や簡易テスターの開発および実機評価対

応などへの取り組み、第2に、既存LSIテスターを

有効活用し稼働率向上の動きに対して、LSIテスタ

ーのOSが違っても翻訳できるようなツールの開発

への取り組み、第3に、テストを考慮したLSIチッ

プ設計の動きに対して、DFT技術を通じたチップへ

自己診断機能を付加する取り組み、そして、第4に、

テスト開発から量産対応までの一貫対応の動きに対

して、一貫したテスト開発体制を構築する取り組み

です。 
 以上、当社としましては、今後も顧客の多様なテ

ストニーズに対して最適なテストソリューションを

提供すべく積極的に取り組んで参ります。 

1

株式 会社 シス ウェーブ （http://www.syswave.jp/）

Syswave corp.

神奈 川県川 崎市中 原区小杉町 一丁目 403番地

1970(昭和45)年12月4日
代表 取締役 社長 鬼鞍哲夫

3億89百万円

25億 40百 万円 （2009年3月期）

272名（シ スウェーブ232名 、ソアーシ ステム40名）

●ＬＳＩ開発事業

●システ ム開発事業

●本 社（神奈川県）
●九 州事業 所（熊本県/福岡県 ）

●株 式会社 ソア ーシステム

会社 概要
商 号

英 語 社 名

本 社

設 立
代 表 者

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

事 業 内 容

事 業 所

子 会 社
（2009年9月30日 現在）

 

株式会社 シスウェーブ 

代表取締役社長 鬼鞍 哲夫 
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＜設立＞ 
九州半導体イノベーション協議会(愛称SIIQ)は、産業

クラスター計画の一つである「九州シリコン・クラスタ

ー計画」の推進組織として九州地域の半導体・FPD関連

産業の振興を目的に2002年5月に設立された。NEC特

別顧問である佐々木会長のもと現在220団体・個人で組

織している。九州が世界から注目され、情報、人材、ビ

ジネスチャンスが集まる刺激的でイノベイティブな地域

となることを目指し、競争力のある世界企業の育成と

KYUSHUブランドの確立を目標に掲げている。 
 
＜新体制＞ 

2007 年度から会費制と 4 部会制を導入した。地域企

業の経営者に部会長に就任していただき、産業界主導で

組織体制を強化、充実してきた。「人を育む」、「人を結ぶ」、

「技術を磨く」、「ビジネスに繋がる」の四つの合言葉を

掲げて、会員間のネットワークをより強力にする事業や、

研究開発型事業や、新たなビジネス発掘につながる事業

を実施している。具体的には、以下の４つの部会を設置

し、部会ごとに各種事業を展開している。 
 

＜部会＞ 
(1)広報部会 
最新の技術・市場動向などを会員に発信する「情報発

信事業」、 会員の製品･技術･サービス情報を国内外に発

信する「情報提供事業」、 セミコン、インターネプコン

などへ出展する「広報出展事業」、また、  
ウェハ製造から設計、前工程、後工程、製造装置など半

導体プロセスごとに学生が一貫して製造現場を体験する

「IKKAN事業」などを実施している。この IKKAN事

業は本年「第4回モノづくり連携大賞」の特別賞を受賞

した。 
(2)アライアンス部会 
経営トップの相互交流の機会を提供する「エグゼクテ

ィブ交流会」、有益なアライアンスの探求をテーマとする

「アライアンス研究会」、海外でのアライア   
ンス形成を支援する「海外アライアンス事業」を行なっ

ている。 
(3)技術創造部会 
最先端技術動向を探求する「技術創造研究会(精密加工 
プロセス研究会、画像処理技術研究会、プラズマ技術 

 
研究会、有機薄膜研究会、実装技術研究会の5研究会)」、
九州における技術の結集を図る「全九州半導体技術フォ

ーラム」を実施している。 
(4)ビジネス創出部会 
経営上の悩みや技術的課題にお応えする「イノベ応援

団支援事業」、会員企業の市場投入の強化、販路開拓（拡

大）を図る「チャレンジマーケット企業内覧会事業」、半

導体ビジネスの最適パートナーをコーディネートする

「SIIQ DIRECT商談事業」、｢評価工房｣、「MAP2009」
などを実施している。 

 
＜拠点組織との連携＞ 
拠点機関との連携、相互の強みを最大限に発揮できる

ような効果的かつ具体的な連携を図ることが必要である

と考え、平成 21 年度では企業内覧会の共同開催、セミ

コンジャパンやインターネプコンでの隣接出展などを通

じて連携強化に取り組んでいる。 
 

＜会員現況＞ 
11 月 15 日現在の会員数は正会員 173、個人会員 47

の計220である。正会員の構成は企業140社、地方自治

体・大学・支援機関などが 33 団体となっている。地域

別にみると、九州地域内84%、九州外16%。企業の資本

金別でみると、1億円以下が66%、１～10億円が24%、

10億円以上が10%という構成になっている。 
 
＜SIIQ事務局強化＞ 
スタッフは NEC セミコンダクターズ九州・山口㈱と

ソニーセミコンダクタ九州㈱からの出向者2名、アルバ

イト2名、そして小職の5名体制に強化した。 
 
＜最後に＞ 
この記事を読んで SIIQ にご興味をいだかれた方は、ホ

ームページへアクセスしてみてください。

http://www.siiq.jp/join.html 

九州半導体イノベーション協議会 

クラスターマネージャー 内川 倫太 

 



半導体シニア協会 会報 No.65('10 年 1 月) 19 

                                          

日本半導体歴史館の立ち上げ（Ｐｈａｓｅ-１） 

 

1947年12月ベル研究所で点接触トランジスタの動

作原理が確認された。翌年6月に一般公開された。 

日本にはGHQより東北大学 渡邊寧教授と電気試

験所の清宮博氏、吉田五郎氏に情報が入り、電気試

験所の鳩山道夫氏をリーダーにトランジスタの勉強会

が始まった。日本の半導体開発の始まりである。 

1952年トランジスタ技術が有料公開と同時に、電気

メーカー各社の特許取得と開発競争が始まり、米国

に多数の調査員を派遣して、情報を入手し、半導体

の開発・生産が始まった。日本で始めてトランジスタの

試作に成功したのは神戸工業である。又、ソニーがト

ランジスタラジオを生産販売したことで、真空管からト

ランジスタへの開発競争が始まり、日本の半導体産業

が大きく発展することになった。 

米国ではコンピュータ用のデジタルＩＣから発展し、

日本は民生製品用のリニアーＩＣから発展してきた。 

半導体開発５０周年を期に、 

１．1990年にＮＨＫで「電子立国 日本の自叙伝」が

放送され、半導体の開発や製造工程が紹介され

た。 

２．2000 年に産業タイムズ社から[「日本半導体 50 年

史」時代を作った 537 人の証言] が発行された。 

３．その他、黎明期に活躍された方々が当時の半導

体の開発秘話が書かれ多数発行されている。 

半導体の黎明期から60年もたち当時の開発・生産

に携わった方々は高齢で、当時の貴重な技術資料や

当時の装置・開発・製造の苦労話し等の色々な資料・

資産が埋没して、紛失している状況にあり、その様な

貴重な資料を集めて後世に残すことが必要と牧本理

事長の指示で、ＳＳＩＳで博物館を作ることになった。 

参考にしたのは米国にComputer History Museum

の中にある「Ｔｈｅ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｅｎｇｉｎｅ： 」である。 

（ http://www.computerhistory.org/semiconductor/

welcome.html）   

第一段階として、黎明期で 28 社（日本半導体 50

年史）が特許の使用権を購入（メーカーによってはプ

ロセス使用権）して、製造・開発競争が始まった。 

この黎明期から半導体の歴史を、次の内容で日本

半導体歴史館として HP に展示する事を企画した。 

１．歴史年表 

・海外も含めた年表     ・材料関連年表 

・半導体メーカー年表    ・半導体商社年表 

・製造装置メーカー年表  ・パッケージ他年表 

２．黎明期からの生産数量（カテゴリー別）グラフ 

３．半導体の人々の業績史 

・黎明期の人々の資産などの展示 

半導体が発明されて試作から生産に移行した

第１世代の方々 

・ラジオなどの製品（開発）に携わった第２世代の

方々 

・品質・歩留改善を行った「ものつくり人」 

ＮＥＣ熊本のゴミ子さん など 

４．技術資産・資料 

・会員からの特許などの資料等を預かり保管 

５．Companies 

・各社 Museum のリンクリスト 

・賛助会員の Museum 

Ｐｈａｓｅ-１は先ず埋没している資料を急いで収集 

黎明期第１世代の方々は色々な書籍で業績が書か

れているが、生の資料が埋没している。又、日本半導体

の原点である、日本の半導体を世界 TOP までにした、

歩留まり改善や品質改善、COST 改善等をした「ものつ

くり人」の紹介がないので掲載することを考えた。 

 先の産業タイムズ社「日本の半導体 50 年史 537 人の

証言の中でＳＳＩＳ会員の証言は 20 人弱しかいない。 

SSIS 会員の皆様が自分史を（黎明期時代に何をされ

たかを）書いて頂く様にお願いしたが、今回は賛同を得

ることは出来なかったので、年表のみの展示で終わっ

た。 

Ｐｈａｓｅ-２に期待   

黎明期の時代の方々の資料・資産・・等を収集と、

「会員の自分史」 「ものつくり人の自分史」を集めて、日

本の半導体の強さの秘密を展示して頂きたい。 

個人史は亡くなると、完全に資料が埋没してしまうの

で、至急で収集を行うなどをして頂きたい。 

 

第１次 Project member：相原 孝（リーダ） 

木内一秀、干川圭吾、深津英雄、伊東秀昭、遠藤征士 

☆ 委員会報告 ☆ ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

プロジェクトリーダ 相原 孝 
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新入会員 (2009.7.14～2010.1.20) 

  個人会員 

   中尾 信介   青山 剛三   嶋  昇平 

  小山 悦雄   檜垣 幸夫   村上 元 

  鵜飼 育弘   吉見 信    佐野 昌 

  佐々木 元   渡辺 二之   吉崎 寛信 

  増原 利明   高橋 信博      桑原 裕 

  古谷 睦夫   Jan Goodsell     金澤 雅義 

  金井 大輔   中塚 晴夫   柴田 英利 
  宝田 重夫   荻上 勝己   内田 康臣 

  小澤 時典   Malcolm Penn   日高 義朝 

  小渕 禎二      (ご入会順、敬称略) 
 賛助会員 

  日本エア・リキード株式会社 

  リンテック株式会社 

  福岡県北九州市    (ご入会順、敬称略) 

* 新たにご入会の皆様、宜しくお願い申し上げます。

   

会員訃報 
故内藤 篤会員をしのぶ (元住友重機械工業㈱副社

長、元住友イートンノバ㈱会長・社長) 
かねてより体調を崩され、昨年9月より入院されてお

られましたが、11月4日に逝去されました。享年77歳。

昭和30年住友銀行入行、昭和52年住友重機械工業㈱に

入社。重職を歴任し副社長にて平成5年退任。住友イ

ートンノバ㈱（現在の㈱SEN）社長・会長を平成10年

まで務められました。住友重機械工業㈱では放射光・

電子・イオン加速器等の先端科学技術による産業用・

医療用分野の事業開拓を推進され、また、量子機器事

業部や半導体イオン注入装置事業を専業とする住友

イートンノバ㈱設立を主導されました。 

半導体業界では、SEMIの国際トレード・パートナー

ズ（ITPC）諮問委員として活躍され、日本諮問委員長

としてハワイでの1996年ITPC国際会議の議長を務め

られ、大きな足跡を残されました。 

当協会には設立最初の段階から会員として参画い

ただき,長くご指導いただいておりましたが、突然の

訃報は残念の極みです。謹んでご冥福をお祈りいたし

ます。            高橋 令幸会員 記 
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ご寄付芳名 
ご協力有難う御座います。前回ご報告(No.64： 

2009.10.14)以降 2010年 1月 20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。 

ご厚情に深く御礼申し上げます。(50音順、敬称略)

  荒巻 和之   喜田 祐三   檜垣 幸夫 
  市山 壽雄   栗原 啓志郎  福田 弘 

  伊藤 達    近藤 光彦   古谷 睦男 

  伊東 秀昭   坂本 典之   星野 清 
  内田 雅人   佐々木 元   堀内 豊太郎

  内山 雅博   柴田 圭一   牧本 次生 
  梅田 治彦   高橋 昌宏   松元 光義 

  大塚 光夫   高畑 幸一郎  萬田 和彦 

  大西 新二   田中 俊行   溝上 裕夫 
  大森 純一   田中 喜男   安井 徳政 

  大山 昌伸   棚橋 祐治   八幡 惠介 

  岡見 宏道   田辺 功    吉田 庄一郎

  岡本 有司   谷口 勝吉   和田 和典 

  神山 治貴   長沢 幸一   和田 悟 
  川西 剛    中田 靖夫   和田 俊男 
  木内 一秀   野中 敏夫 

[半導体入門講座]のお知らせ 

半導体シニア協会では、賛助会員企業および半導

体関連企業の新入社員、若手社員を対象にした 

『半導体入門講座』を開催します。 

1.開催期日：4 月 15 日・16 日(2 日間) 10 時―18 時

2.会場：全林野会館プラザフォレスト(文京区・大塚) 

3.講師陣：牧本理事長を筆頭に豊富な経験と知識を

 有する会員で構成。 

詳細は SSIS ホームページをご覧下さい。 

URL：http://www.ssis.gr.jp/ssis054.htm#20091216

      会員状況 (1月 20日現在) 
    個人 283名、賛助  45団体       




