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広島に生まれ、その黄金時代に少年時代を過ごし
た人間が広島カープの魅力の虜にならずに育つこと
は難しい。故郷を離れ、就職し、野球場に足を運ば
なくなって久しいが、なお日々の勝敗結果がどうし
ても気になり、家族からあきれられる毎日だ。
少年時代に選手を最も身近に感じたのは、自主ト
レの時であった。遊び場だった近所で1月上旬から
お気に入りの選手たちが黙々と走り込む。2月から
はキャンプインでユニフォームを着た練習が始ま
り、3月にオープン戦、そしていよいよ4月からシー
ズンが開幕する。我が広島カープは、昔から猛練習
で知られ、オープン戦の前半戦は12球団一の成績を
残すが、やがて他チームの戦力が整って来ると分が
悪くなる。シーズンが開幕しても、5月の鯉のぼり
のシーズンまで何とかAクラスに踏みとどまり、今
年こそはと淡い期待を抱かせるが、その後は息切れ、
というお決まりのパターンは今年も繰り返された。
もともと貧弱な戦力。戦力の追加は期待できず、
既存戦力の底上げに頼るしかない。キャンプ前から
飛ばしすぎで、肝心のシーズンたけなわの頃に故障
者が続出し、それを穴埋めできる戦力が力不足で息
切れせざるを得ない。また、このような過酷な環境
を乗り越えてスターになっても、FA制度により10

年も経つと金持ちのチームや大リーグに取られてし
まう。広島カープの黄金時代は、フェアなドラフト
制度により有望選手を毎年獲得し、戦力を積み重ね
た先にあったが、現在の制度はチーム間の戦力均衡
効果が薄い。その意味で現状は、貧乏球団には極め
て不利であり、ファンとしてはアンフェアな戦いを
強いられているとの思いが強い。球団もさまざまな
工夫をしているが、20年近く優勝から遠ざかってい
ることが、全てを物語っている。
さて、我が国の半導体産業である。この産業の担
当になって、早くも三年目を迎えた。80年代から90

年代にかけて、日本の半導体産業は、世界を制覇す
る勢いであった。1988年には日本企業の売上げは世
界シェア50％を超えた。この年の世界の半導体の売

上げは500億ドル。ただ、
この年をピークに日本企
業のシェアは落ちていく。
1995年に世界市場は1500

億ドルと、7年間で三倍の成長を示すが、日本企業
シェアは40％を割り込む。その後、世界の半導体市
場は停滞と成長を繰り返すが、残念ながら一貫して
いるのが日本企業のシェアの低落である。
このように、新たな産業の立ち上がり期に日本企
業が市場を席巻し大きなシェアを奪うものの、市場
規模が急速に大きくなり「いざ本番」を迎える段に
なると、他国の産業の戦力が整い、それとともにシ
ェアを失い苦戦を強いられるパターンは、液晶でも
太陽電池でも見られる共通のものだ。
シーズン当初に先行して浮かれるのも束の間息切
れする姿や、アンフェアな制度に浮上のきっかけを
つかめない姿を見慣れた広島ファンの私には、新市
場の緒戦での優勢に浮かれ先行逃げ切りができず、
為替・円高・通商ルールなどいわゆる「6重苦」に
苦しむ日本のエレクトロニクス業界は、既視感溢れ
るものであり、愛着を感じざるを得ない存在だ。
最近封切りされた「マネー・ボール」という映画
の原題は、The Art of Winning an Unfair Game。松井
秀喜選手が所属するアスレチックスという貧乏弱
小球団を常勝軍団に仕立て上げた名GMの物語だ。
これまでの常識にとらわれず、勝利に向けて必要な
要素を客観的に数値化してチーム編成を行うなど、
その科学的手法は従来の価値観にとらわれた層と
の間で「ベースボール宗教戦争」とまで言われた
という。
広島カープと日本のエレクトロニクス産業にも、
過去の経験や常識にとらわれない、それでいて科学
的な取り組みが求められているように思われてなら
ない。野球というゲームにも産業絵巻にも終わりは
ない。あきらめない限りは。今度の週末は、じっく
りと映画鑑賞し、明日への希望を感じ取ることとし
よう。

吉本　豊（経済産業省 情報通信機器課長）

日本の半導体と広島カープ、その愛すべき共通点
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<金原諮問委員長> 

 

 

 

 

 

 

  2011 年度の諮問委員会と賛助会員連絡会が 9 月

9 日(金)午後、全林野会館プラザフォレスト(東京都文

京区大塚・茗荷谷)において開催された。 

 

<諮問委員会> 

開催時間 13：00－14：15 

・出席諮問委員(50 音順、敬称略) 

 金原和夫(諮問委員長)、内田雅人、梅田治彦、 

   大山昌伸、志村幸雄 

・役員、委員 

   牧本理事長、理事、監事、執行委員 

 

１．金原諮問委員長ご挨拶 

理事長の主導で教育、セミ 

ナー、歴史館など、種々積極 

的な活動が展開されていて大 

変結構。 

一方、協会名を産業人協会 

と変えてからの新規性があま 

り良く見えてこないような気がする。例えば、会員の平

均年齢が下がり、世代交代が進んでいる様子があっ

たり、協会に入りメリットを感じられる動きなどがあるな

ら、それらを表に出すようにして欲しい。 

現役を離れると時間の経過と共に交友関係が徐々

に薄れていく。保友率の減少が起こってくる。産業人

協会にはシニアに対するこの『保友率』を保つ役割を

果たして欲しい。皆さんの益々のご活躍を期待する旨

のご挨拶をいただいた。 

 

２． 牧本理事長挨拶 

協会名を産業人協会と変えて約半年経過しました。

シニアの集まりから脱却し、広く半導体関連産業のプ

ロ集団にしようという思いです。上半期の主要な活動

状況・成果以下のとおりです。 

 ①東日本大震災地へ義援金として 50 万円拠出。 

 ②SFJ 関西シンポジウム(6/1 開催)が盛況。NHK の

TV カメラ取材が入り、後日 NHK スペシャルで放

映。 

 ③教育事業が 2 年目を迎え、SSIS 主催の集合教育

が軌道に乗る兆しが見えてきた。 

特に半導体入門講座は好評を得ている。 

 ④論説活動：特別シンポジウム「半導体産業復権の

シナリオ」を開催(11/14)予定。 

 ⑤半導体歴史館・Ph-3 プロジェクトの推進。 

・ アブストラクト記事の英語版の作成 

・ 志村資料室の開設 

・ 日本発「ブレイクスルー技術」50 件の収

集と編纂 

ほか、新事業企画への取り組み等で協会の財政基盤

強化に努めている。今後もご指導をいただきたいとの

ご挨拶があった。 

 

３．上期活動報告 

(1) 委員会活動報告 

10 委員会の上期活動状況と成果及び後半の予

定を資料にもとづき、高橋理事から一括報告。 

(2) 諮問委員会規程制定についての報告 

来年 1 月施行が予定されている諮問委員会規

SSIS 2011 年度 9 月 

諮問委員会 
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程につき、その概要と要点を内海理事より報告。 

(3) 歴史館英語版、志村資料室の仕上がり状況を 

web でデモ。 

 

<ご意見> 

(1) 諮問委員会規程に関して 

・大山諮問委員：諮問委員の在任期間を 長 10 年と

したのは妥当。10 年サイクルで若返りを図るのは良

いことだ。 

・内田諮問委員：諮問委員会の開催は必ずしも集まら

なくとも、メール開催も選択肢としてあり得る。 

・内海理事：事務局として電磁開催の取扱いを検討さ

せていただきます。 

(2) 歴史館に関して 

・志村諮問委員：資料室はなるべく個人の意見に流

れぬ様、またある企業に偏らないよう公平を期して編

纂した。 

・内田諮問委員：立派な資料室が出来上がり、歴史

館が一段と充実する。 

・大山諮問委員：これだけの資料が、将来に活かされ

ると有りがたい。半導体産業研究所も形をかえつつ

あり、日本の半導体産業は危機的な状況の中で、多

くの資料が死滅していく恐れがある。 

一方、日本半導体の将来に危機感をもち、新たな

活動を展開している人(日立･中村さん)たちもたくさ

んいる。これらの活動に歴史館の資料が活かされる

と大変有りがたい。 

 (3) 協会名称変更に関して 

・内田諮問委員：協会名称変更には注目している。1

年経過後の変ったこと、変らなかったことを検証し、

総会等に報告してはどうか。 

・内海理事：年齢構成、会員構成、行事参加者など

時系列でとらえ、変化を読んでみます。 

・牧本理事長：論説委員会が 11 月に行うシンポジウム

も SIRIJ 主催が本筋と思うが、今回 SSIS が音頭を

取って行うことにした。 

後に理事長から謝辞が述べられ、14：15 終了。 

  

 

 

 

 

 

 

<賛助会員連絡会> 

開催時間：14：30－16：30 

・出席賛助会員企業(50 音順、敬称略) 

ウィンボンドエレクトロニクス(株)、 

SMC(株)、熊本県、 

(株)人財ソリューション、 

タワージャズジャパン(株)、TCI(株)、 

東芝グループ 

マンデートチップス＆サーキット KK 

(株)日本マイクロニクス 

・議事進行：事務局長 片野弘之 

 

１．理事長挨拶   理事長  牧本次生 

開会にあたり、賛助会員各位の日頃のご支援への

謝意が述べられ、併せて協会の主要な活動概要が報

告された。その中で次の二点に特に力点をおき説明

があった。その一つは協会名称の変更の件。シニアの

枠を外して、「半導体産業人協会」とすることで年齢層

を越え、広く関連産業からも入会を促し、活動に参画

戴けるようにとの願いからの改名である点。また、産業

人を Specialist と読替えることで、協会設立以来親し

みのある[SSIS]の略号をそのまま維持することとしたこ

と。 

もう一つは、6 月に大阪で開催した関西地区主催

の SFJ 関西シンポジウム(SEMI と共催)でテーマ「ア

プリの新時代・半導体の将来像」に大震災の影響がど

う影を落としたかを論点に加えたこと。これが契機で

NHK の TV 取材が入り、後日の関係者のインタビュ

ーと併せて NHK スペシャルで放映。SSIS の PR に

一役かうことができた。これをうけて 11 月に論説委員

会の主催で「半導体産業復権に対する提言」をテー

マに特別シンポジウムを計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．会計報告    事務局長  片野弘之 

2011 年度上半期(1 月～6 月)の収支報告と 6 月中

間決算時の資産の状況を資料にもとづき事務局長よ

り報告。 

<諮問委員会会場> 

 
<挨拶される牧本理事長> 
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＜歴史館活動を報告される伊藤 GM＞     

 

３．活動報告 

3-1 委員会活動全体報告   高橋理事 

SSIS を構成する 10 委員会の活動状況を高橋理

事より資料をもとに一括して報告。 

概要は以下の通り。 

・研修活動：講演会を年間 6 回(内 2 回は特別講演)

開催。通常の研修講演会は会員参加費の無料化

を実施。会員サービス向上を図り、結果として参加

者増の傾向が顕著。 

・編集活動：Encore の HP 掲載版カラー化を検討。 

 会員の人生経験談を「読者のひろば」に連載計画。 

・文化活動/九州地区共催：秋季海外見学会を計画。 

 期日：11 月初 

訪問先：韓国(サムスン電子、起亜自動車) 

・関西地区活動：SFJ2011 第 11 回 SSIS シンポジウ

ムを開催(6 月1 日)。NHK-TVの取材を受け、後日

NHK スペシャルで放映。 

・新事業企画活動：人材流通ネットワーク支援事業の 

企画事業化につき検討。 

大手人材派遣会社との意 

見交換を開始。 

・広報活動：広報カレンダー 

を作成。計画的な広報の 

展開を図る。HP サーバー 

の一元化・容量拡大による 

HP 掲載情報の充実。 

3-2 重点活動報告 

(1) 論説活動    釜原論説委員長 

・「日本の半導体復興への提言＝半導体製造特区の

設置＝」を会報 Encore 4 月号に掲載。 

・東日本大震災後の状況変化を受けて、日本の半導

体産業に対する新たな提言をまとめることを決定。 

・SSIS 特別シンポジウムの開催を計画。 

 主題：半導体産業復権に対する提言 

 期日：11 月 14 日(月)  14:00－17:00 全林野会館 

基調講演：南川明氏 (IHS アイサプライジャパン) 

パネル討論： 

  パネラー： 

南川明氏 (IHS アイサプライジャパン) 

     山口純史氏((一社)電子情報技術産業協会) 

吉澤六朗氏(グローバルファウンダリーズジャパン㈱) 

     釜原紘一氏((社)日本半導体ベンチャー協会) 

   モデレーター： 

泉谷渉氏 ((株)産業タイムズ社) 

(2) 教育活動    高畑教育委員長 

①集合教育「半導体入門講座」(第 2 回) 

 ・4 月 21・22 日実施、参加 60 名と盛況。 

 ・1 日目、2 日目を分割受講可とするなどカリキュラム

改善を加え、好評。 

 ②集合教育「半導体アドバンスト講座」(第 2 回) 

 ・10 月 6・7 日実施予定 

・入門講座同様、1 日のみの選択受講を可とし、よ

り参加の便宜を考慮。 

 ・新講座科目を加え、プログラムの魅力化に配慮。 

 ③派遣教育：1 月に半導体装置メーカー1 社実施。

引き続き受注活動を展開する。 

 ④SEMI ジャパン殿との協業 

   12 月の SEMICON Japan ブースツアー企画

の支援・協力予定(例年実施)。 

 

(3) 半導体歴史館  伊藤プロジェクト GM 

Ph-3 プロジェクトの進捗状況につき、一部 web 上

のテスト画面を使い、デモを交えて説明。 

①英語版サイトの作成と立上げ：10 月初目標。 

②トップ頁(日本語版、英語版)の作成： 

10 月初目標。 

③志村資料室：三部構成で全 100 件。 

 ・第Ⅰ部「トランジスタを中心に」35 件を 9 月中に 

展示。 

 ・以降、第Ⅱ部「IC/LSI を中心に」44 件、 

  第Ⅲ部「光/量子デバイスを中心に」21 件を順次 

   展示してゆく。 

④日本発ブレイクスルー技術」の編纂とサイトの立 

  上げ計画 

 ・テーマ 50 件の選定作業中。 

 ・編集者、執筆者人選中。 

 ・サイトの立上げ：2012 年 3 月目標 

⑤寄付御礼 

   Ph-3 プロジェクト推進に当り、必要な経費を得る 

ため、会員各位にご寄付をお願いしている。多く

の方のご協力を頂き、8 月末時点で目標額をほぼ

達成することができ、心から御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

<活動総括を説明される 
       高橋理事> 
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<ご意見> 

TCI 殿：論説活動でまとめる提言書の具体的な提出

先はどこか。 

釜原委員長：政府、政党、役人、地方行政等考えら

れるが、SSIS として可能性のあるのは経済産業省

の課長クラスへのコンタクトが考えやすい。 

TCI 殿：投資を促がすような提言は行政を攻めるより、

企業に直接ボールを投げる方が効果的ではないか。

JEITA のような団体を前面に押し出して提言をぶ

つけて行かないと、折角の議論や提案が一協会だ

けの動きでは日本の危機を救うところまで広がらな

いと思う。政府や行政は多額の税金を払うところの

声を聞く傾向が強い。 

釜原委員長：JEITA ほかの関連団体には 11 月のシ

ンポジウムは協賛または後援の形での協力をお願

いしている。 

日本マイクロニクス殿：SSIS メンバーには既に現役を

退き、且つ実績のある方が多い。現役社会人では

出来ない発言・行動が SSIS では可能なはず。 

牧本理事長：かつて米国の半導体産業が日本に追い

越されて、シェアーが逆転した時期、非常な危機感

をもって SIA という組織をつくり、業界の声を一本

化。政府を突き動かして、 終的に日米半導体協

定までもっていった。結果的にこれが再逆転の契機

になった。 

今日、日本の半導体産業は危機的な状況にあるに

もかかわらず、政府は無関心で、抜本的な手を打

たず、一方製造業の現役の側も政府・行政に働き

かける力が弱くなっている。政府に交渉するよりも海

外へ出て行ってしまう。 

こういう状況の中で、SSIS の立場ですこしでも役立

とうという思いから、今回のシンポジウムを企画した。 

マンデート C&C KK 殿：①シンポジウムに関して今の 

閉塞した状況をみると、日本の半導体産業を急速 

に活性化させるような手段は見つけにくい。 

 

速成の効果がなくとも、SSIS が取り組んでいる様な 

行動を繰り返し行っていくことが、動きの鈍い行政を 

突き動かしてゆくことに繫がる。 

②半導体歴史館に関して大手のメーカーの技術や

史実を中心に編纂されているように見受けられる。

半導体は裾野が広いので企業規模に捉われず、

且つもっと広い分野、業種からの技術を拾い上げ

て掲載してほしい。また、企業から掲載を募集して

はどうか。 

③SSIS に半導体関連の「Q&A 窓口」を設けて欲し

い。 

TCI 殿：歴史館は大変よくできている。アクセスする人

は閲覧するが web を覗かない人もいる。折角纏め

た資料なので出版をして「本」として店頭で一般の

目に触れてもらうことを考えてはどうか。 

牧本理事長：出版することは当初計画にはなかった。

検討させていただく。 

日本マイクロニクス殿：web で沢山アクセスしてもらう

努力も大切。魅力あるキャッチコピー(歴史館へ行

ってみようと思うような)を掲げることが肝腎。 

SMC 殿：web 上のアクセス件数の大小は、キーワード

とその張り方の良し悪しで決まる。 

SMC 社の例でも、製品・部品の引合い、問合せの

90%以上が Google 等のキーワード検索で入ってく

る。会社の HP からは殆んどない。 

SSIS の歴史館もキーワード、キャッチコピーを工夫

して、Google 検索等にかかり易くなれば、訪問者が

飛躍的に増えると思う。 

日本マイクロニクス殿：シンポジウムでは自分たちの時

代を生き抜いた SSIS メンバーが中心で行われるの

で、是非公平で画期的提言を纏めて、ぶつけてほ

しい。 

事務局長：大変貴重なご意見を頂きまして有難う御座 

いました。 

今後の活動、運営に反映させてまいります。 

 

以上 16：30 終了 

 

<賛助会員連絡会会場> 
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1. 東日本大震災の残したものは？ 

世界の半導体産業はリーマンショックによる世界同時不

況から急速に立ち直りをみせ、再び成長路線に軸足を移し

た。先進国では自動車やテレビなどの消費財が再び伸張し、

新興国も急速な GDP の成長を見せた。一方、世界的に温

暖化ガス削減などの環境意識が高揚し、効率化を意識した

環境投資が積極的に実施された。そんな中、3.11の東日本

大震災が発生し、日本全体で今まで経験したことがない甚

大な被害を受けた。我々半導体産業も大きく打撃を受ける

とともに、産業界全体に半導体供給不足という多大な影響

を与えてしまった。この大震災を経験することで、我々の持

っているすべての価値観が変わってしまったと言っても過

言ではないであろう。 

まず、エネルギーには制限があることを認識したこと。震

災前までは電力は必要な分を購入すれば、供給されるもの

と認識していた。しかし震災後は計画停電とか、ピーク電力

の抑制とか、電力を抑制することが要求された。さらに、世

界中でも高いといわれている電力料金がさらに値上げが見

込まれている。従来は、CO2 削減のための省エネ、エコが

価値であったが、生産抑制を強いられる節電が要求される

ようになった。そして、エネルギーを効率よく使用するという

スマート XXX が新しい価値として浮上してきた。さらに、新

エネルギー技術(再生化可能エネルギー)の開発が新たに

注目されるようになった。半導体の貢献が期待されるところ

である。 

次に、半導体製品の重要性が再認識されたことである。

今回の大震災で半導体製品が供給不可能になったことで、

世界中の自動車産業/家電製品へ想像以上の生産インパ

クトがあった。これにより、トランジスタが 1 個なくても、自動

車 1 台が生産できないということが再認識された。現在まで、

日本の半導体製品はカスタム製品が多く、少量多品種の生

産を特長として成長してきた。これが一種の囲い込みだと

誤った思い込みをしていた。その中で、半導体メーカーは

収益性が低下しても生産を継続せざるを得ない状況に追い

込まれていた。ユーザー側も技術の優位性と品質を優先し

て、コスト高を軽視してきた。当然、このように重要な半導体

製品でありながら、何故赤字経営となってしまったかという 

 

疑問が沸いてくる。これは、半導体メーカーとセットメーカ

ーの間の構造的な問題であると認識すべきである。そこで、

半導体メーカーとしてはセットメーカーと協力して製品品種

数の大幅削減に挑戦すべきである。また、カスタム製品か

ら標準品、共通部品化への動きを加速させる必要がある。

少品種大量生産によるコストメリットにより、半導体メーカー

の収益性が改善するとともにセットメーカーの競争力もつく

ものと考えられる。当然、汎用品である以上グローバルな競

争の渦に巻き込まれるのは認識した上で、双方がパートナ

ーとして価値を変えることで構造的な問題を解決できるは

ずである。 

次に、サプライチェーンの脆弱性が露見したことが言える。

1 次サプライヤーのウェーハや樹脂など直接材料は比較的

在庫等で対応ができたが、2 次以降のサプライチェーンの

問題が今回の大震災で露見した。たとえば、過酸化水素水

などの材料が底をつき、生産ストップの危機に陥ったことは

有名な話となった。その他、数え切れないほどの材料が不

足すると予想されていた。その結果、第 2、3 次産業まで含

むサプライチェーンの構築が急務になったと言える。どこに

アキレス腱があるかをサプライチェーン全体で認識する必

要がある。単なるサプライヤーから共同でこの問題を解決し

ていくというパートナーとしての意識と価値への変換が求め

られていると言える。 

さらに、日本国内で生産継続するという価値を失いつつ

あることである。円高、高法人税率、高人件費、低インセン

ティブ、電力料金の高騰などにより、生産拠点の海外流出

が避けられなくなってきた。これをどのように食い止めるか

が課題であり、企業努力だけでは限界に近づいていると言

える。早急な政府の産業政策に期待するところである。 

最後に、復旧・復興の本当の意味は我々が元の状態に

戻ることではなく、新しい価値を創造できる事業体という新

しい状態を目指すことだと考える。今こそが日本の半導体

産業の復活とつながると信じている。  

 

2. 日本の半導体産業は何故衰退してしまったか？ 

次に、日本の半導体産業の衰退の要因について考えて

みたい。まず、事業構造的な欠陥があると思われる。社会

日本半導体産業の行方と 

東芝の半導体事業戦略 
株式会社 東芝 執行役専務 

電子デバイス事業グループ CEO 

2011 年 
賛助会員 
連絡会 

齋藤 昇三 
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から必要とされている半導体は何故赤字事業なのか？ 部

品メーカーとしての宿命なのか？ いずれにしても、企業と

して収益力の向上に向けた企業努力はするが、ユーザー

であるセットメーカーを含めて、パートナーとして考え直す

必要があると考える。 

次に、海外メーカーとの格差拡大がある。投資とキャパに

おける競争相手の巨大化と事業と製品の選択と集中のスピ

ードに差があることである。また、日本メーカーのIDMの固

執と競争領域のオーバー・ラップがあげられる。また、日本

メーカーは中途半端な生産規模であり、製品の範囲が広す

ぎることが問題である。いずれにしても、グローバルな世界

での競争にどのようにうち勝っていくかが課題である。 

さらに、経営環境での競争力の弱体化があると思う。円高、

高法人税率、高人件費によるコスト力低下が重くのしかかっ

てきている。また、低インセンティブによる投資力低下があ

る。経営環境改善のためにも政府の産業政策に強く働きか

けたい。 

一方、企業問題としての競争力の弱体化がある。高性能、

高品質、コスト意識欠如によるコスト力低下、生産規模格差、

開発費格差による投資力低下、開発費・リソースの増大によ

る技術力低下、新規製品の企画力、新市場開拓の遅れによ

るマーケティング力不足がある。これは企業として体質改善

にさらなる努力が必要だと考える。いずれにしても、多くの

課題を抱えているのは事実であり、如何にこれを解決して

いくかが問われている。  

 

3. 半導体産業の行方－協調と競争－ 

東日本大震災での価値の変化と日本半導体産業の衰退

の要因分析から、我々半導体産業はどのような行動基準を

とるべきかという議論をしたい。 

まず、政府への支援政策の強化をお願いしたい。政策投

資銀行、産業革新機構などの資金援助だけでは不十分で

あり、さらなる各種支援をお願いしたい。特に、国内立地促

進、国内雇用確保、法人税率低減など産業育成策を展開し

ていただきたい。 

次に、半導体業界団体である JSIA(日本半導体産業協

会)の設立を目指したいと考えている。これは、半導体業界

の団結力を高めるとともに社会への発言力を高める目的で

組織化したい。日本のみこのような組織がないことを再認識

して、今後とも各方面に必要性を説いていきたい。 

さらには合従連衡による業界再編を加速すべきであると

考える。特に、この業界ではトップ3のみ生き残れるというジ

ンクスがあり、その為にも競争力強化による生き残り戦略と

して合従連衡が最低限必要であると思う。すでに、液晶・

HDD 事業などでは合従連衡がはじまっており、半導体業

界でもこの議論が必要であると思う。 

また、コンソーシアム・共同開発による開発費削減が必要

であると考える。特に、日本国内だけではなく、グローバル

なコンソーシアムが必要であると考える。超微細加工技術、

EUVL 技術、450mm ウェーハ製造技術、新メモリ技術開

発などがあげられる。たとえば、EIDEC(株式会社 EUVL
基盤開発センター)がある。この組織は国から補助金を頂い

ていると同時に世界各国の半導体メーカーも参画し、グロ

ーバルな研究開発組織として運営を始めた。また、半導体

メーカー以外に装置メーカー、材料メーカーにも参画して

頂いている。 

そして、半導体メーカーと製造装置メーカー/材料メーカ

ーとの協調、さらにはユーザーであるセットメーカーと半導

体メーカー/部品メーカーとの協調というサプライヤーから

パートナーへ関係の変革が必要であると考える。真のパー

トナーとは何かを議論すべきである。 

そして、最終的には日本の半導体産業は真の競争領域

での戦いに変革していく必要があると考える。メモリやディ

スクリートはグローバル競争力を付け、もの作りから一貫し

た IDM を展開すべきであり、システム LSI などは企画・設

計などのアイデアを出す、ファブレス企業を目指すべきで

あると考える。いずれにしても協調と競争の棲み分けを再

定義する必要があると考える。 

 

4. 半導体の未来予測と有望市場 

半導体は我々のあらゆる生活の場面で活躍してきた。そ

して、我々の多くの課題を解決して、社会生活をより便利に、

より楽しくさせてくれた。その延長線として、5-10 年先の世

界を予測し、その世界での課題を推測し、これをどのように

解決するかを考えることが部品メーカーである半導体産業

に期待されている。 

ここで、東芝が開発したツールであるアイデア・ウォー

ル・マップを紹介しよう。まずメガトレンドから分かった各種

問題点を見えるようにマップに配置する。たとえば、人口問

題、健康・医療問題、エネルギーや食料などの資源問題、

図１ 有望市場領域の抽出 
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環境問題、経済成長格差や新興国対応などの経済問題が

ある。次に、各種半導体やエレクトロニクスのシーズやアイ

デア、ニーズやトレンド、製品や技術のロードマップを全て

貼り付けます。そして、お互いに関連するものをつなぎ合

わせて行きます。皆さんが KJ 法でやられていた方法に近

いと思います。結果として新しい市場やビジネスや製品が

見えるようになります。図 1 はその結果で、有望市場領域が

抽出されました。人や個人の問題を解決する領域と社会や

インフラの問題を解決する領域に分かれます。また、エネ

ルギー、医療・健康、食料などに関する領域が見えてきま

す。 そして、図2にあるようなサステーナブルな社会をつく

 
 

 

るための新しいビジネスを創造出来る新市場が見えてきま

す。そして、すべてがつながるというクラウドの世界と共存し

た市場が形成されると思います。そこでは新しい 4 分野の

新規市場があげられています、そのいくつかの例を紹介し

ましょう。 

エネルギーを効率よく使うという問題からスマートグリッド、

スマートファシリティ、スマートハウス、スマートコミュニティ

などスマート XXX が必要となってきます。そこにはパワー

半導体やスマートメーターやコントローラーが必要となって

きます。 

また、ブロードバンド・ネットワークやディジタル・コンバー

ジェンスにより、情報の爆発が起きています。図 3 は人類が

生成する情報量の推移を表しています。人類が生成する情

報量は 2009 年には 800 エクサバイトであったが、2011 年

には 1800 エクサバイトに到達し、2020 年には 35 ゼタバイ

トまで増大すると言われています。ゼタバイトとは 10 の 21
乗と言うことです。一方、これら情報をストレージ可能な容量

はHDD、DVD、Flashを含めて約半分以下の情報量です。

記憶できる情報量は人間が造る情報量を超えることは決し

て来ないと言うことです。ましてや、フラッシュメモリはこの情

報の内、現在は1%、2020年でも5%にしかなりません。スト

レージデバイスの世界にはまだまだ無限の可能性がある。 

 

 

 

5. 東芝の半導体事業戦略 

東芝の半導体事業のビジョンは「構造改革」「構造転換」

の実現でグローバルトップを目指すことです。図 4 にその

 

 

姿を表しました。2010 年の構造改革をもとに成長路線に移

行し、各種構造転換のもとに 2013 年までの間の売上高平

均成長率で年率 10%以上を狙っている。 

 

図 2 メガトレンドと有望市場で Focus する新事業領域 

図 3 人類が生成する情報量の推移 

図 4 東芝の半導体事業ビジョン 

図 5 ストレージビジネスの強化 
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構造転換の目玉となっているのがストレージビジネスの

強化です。図5にあるようにSSD、HDD、NANDを統合し、

総合ストレージ事業者へ転換を図っています。一つの事業

体ですべてのストレージ・ソリューションを持っている企業

は他になく、そのシナジー効果が期待されるところです。 

さらに、メモリ事業は半導体事業の柱として今後とも継続

して注力して行くことには変化はない。但し、図 6 にあるよう

 

 

に不揮発メモリの将来展望がポイントになる。つまり、

NAND フラッシュメモリの微細化とその限界、そしてポスト

NAND・ポスト-ポスト NAND としての候補とその移行時期

である。いずれにしてもこれら各種候補について精力的に

開発していく必要がある。また、ワーキング・メモリとしての

MRAM の開発も新たに加速していく。 

次に、システム LSI 事業の改革がある。システム LSI で

も構造改革、構造転換を加速していく。図 7 はその改革の

 

 

手順を表した表です。我々の持っている構造不況から脱却

して、ファブライトやファブレス化という事業特性に合わせた

ビジネスモデルに変革することで、収益力が向上すると考

えている。事業の健全化のためにもセットメーカーのパート

ナーとしての協調が必要である。 

東芝半導体の第2の柱と位置づけているディスクリート半

導体事業では、パワーデバイスを中心に幅広く事業を展開

し、ディスクリート半導体全体で世界シェア No.1、各分野

でも世界シェア No.1 を目指す。パワーデバイス技術により

高い電源効率で省エネ化社会に貢献していく。 

さらに、成長への新規開発投資としては MRAM、白色

LED、SiC、GaN、ミリ波 IC などの分野に注力していく。 

 

6. まとめ 

図 8 は半導体業界全体をオーケストラに例えて表現した

図です。半導体製造装置メーカー、材料メーカーそして半

 

 

導体メーカーはオーケストラのように各パートをプレイして、

お客様に音楽を聴いて頂く訳です。当然、お客様はセットメ

ーカーではなく、世界の半導体市場のエンドユーザーであ

り、クラウド・コンピューティング市場であり、スマート・グリッ

ドをはじめとするエネルギー・エコロジー市場であり、医療・

ヘルスケアの市場であると思います。いずれにしても、この

オーケストラはメーカー各社がコラボレーションしてすばら

しいハーモニーで奏でることで、お客様を魅了しようではあ

りませんか。パートナー同士が一致協力することで、今後も

社会を変えていこうではありませんか。世界で予想される多

くの課題を解決することで、社会生活をより便利に、より楽し

くさせようではないですか。私は半導体には明るい将来が

あるということを信じています。 

何点かの提言をさせて頂きましたが、これを実現させて

協調と競争というパラダイム・シフトをおこさせ、日本の半導

体産業の発展に寄与していきたいと考えています。今後と

も半導体産業人協会の皆様からのご指導ご鞭撻のほど宜し

くお願いいたします。 

図 6 不揮発性メモリの将来展望 

図 7 システム LSI 事業の改革 

図 8 半導体産業のオーケストラ 

図 5 ストレージビジネスの強化 
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１． 緒言 

1990 年のバブル崩壊以来日本のエレクトロニクス

産業は衰退の一途を辿っているように見える。さらに

今年に入って東日本大震災、超円高、米国国債の

格下げ、欧州の経済危機、それに伴うアジア・太平洋

地域の景気減速など日本経済は一段と厳しい状況

に立たされている。中でも自動車、電機などこれまで

の日本の製造業の屋台骨を支えてきた分野は国際

競争力を失いつつあり、これらのメーカーは製造の

みならず開発までも海外に移しつつある。こういった

状況の中で各メーカーは日本独自の付加価値をどう

やって創出していくかということに苦慮している。すで

にコモディティ化してしまった製品は国際的に価格競

争力を失いつつあるので、何とか新しい付加価値に

よってエレクトロニクス産業を活性化することは喫緊

の課題である。 

この物余りの時代にあってエレクトロニクス産業の

新しいマーケットは何であろうか？ それはよく言われ

るように、健康・医療分野、シルバー分野、環境分野、

新エネルギー分野、アメニティ(ゲームも含む)分野、

食料分野など多岐にわたっている。これらの分野で

新しい付加価値を創出する場合従来とは違ったシス

テム構築が必要になってくる。その際キー部品となる

のがセンサーでありアクチュエーターである。すなわ

ちこれらの部品はMan-Machine インターフェースに

かかわるものである。 

 
 

 

 

 

これらはほとんどが MEMS 技術で作成されると考

えている。これらは別の面からみると従来の信号処理

にかかわる LSI の周辺部品であり、半導体産業の高

付加価値化にとっても極めて大きな影響を持ってい

る。そういった意味で MEMS デバイスあるいは

MEMS 技術はシステムあるいは半導体にとって大き

なレバレッジ効果を持つ部品あるいは技術である。こ

こでは MEMS 技術の簡単な紹介をした後、日本の

エレクトロニクス産業の問題点とその解決における

MEMS 技術の活用について述べたいと思う。 

 

２． MEMS とは 

MEMS は Micro-Electro-Mechanical-Systems 
(微小電気機械システム)の略で、基本的には電気と

機械のエネルギー変換を行う小さな装置(デバイス)

である。「小さな」といってもその大きさの範囲は厳密

に決められているわけではなく、相当アバウトである。

また、MEMS デバイスを作るためのプロセス技術も

MEMS と呼ばれている。したがって一口に MEMS
といってもその中には MEMS デバイスと MEMS 製

造技術が含まれている。上記で代表的に“Mechanical”
と呼ばれているなかには光、化学反応なども含まれ

ており、その対象とする範囲はかなり広い。以上のこ

とをまとめると図１のようになる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMS によるエレクトロニクス産業活性化 

株式会社 メムス・コア 代表取締役専務 小切間 正彦 

SSIS  2011 年 7 月度研修会 

図 1 MEMS(Micro-Electro-Mechanical- Systems)とは 
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すなわち物理的化学的変化を電気的パラメータに

変換するのがセンサーであり、その逆がアクチュエー

ターである。MEMS 作成技術の基本は半導体製造

プロセス技術であるが、半導体作成技術と異なる点

は、3 次元構造であることと、Si 以外の多くの種類の

材料を使用する点である。そのために一般的な半導

体製造装置のほかに深堀ドライエッチング装置、高

段差露光装置、特殊なホトレジスト処理設備などの特

別な製造設備が必要である。MEMS 製造に必要な

露光装置は一般的にはそれほど微細な分解能は要

求されず、せいぜい 1μm レベルである。 

MEMS 事業は大変運営が難しく、世界中でも黒

字運営をしている企業はそう多くはないとみられる。

これはMEMSデバイスが極めてカスタム性の強いデ

バイスであり、少量多品種生産であるためである。半

導体メモリのように一品種で大量生産が効かないの

である。そういう理由もあって MEMS メーカーにはキ

ャプティブメーカーが多い。こういったメーカーでは

デバイスとしては利益が出なくともシステムで回収で

きればよいという考え方がある。これは先に述べたよ

うに MEMS デバイスがそれだけレバレッジ効果(付

加価値)が大きいということの証でもある。以上のよう

な理由によりMEMSデバイス中で大量生産されてい

るものは少なく、圧力センサー、加速度・ジャイロセン

サー(以上自動車、ゲーム機用)、Si マイク(携帯電話

等用)、光スキャナー(プロジェクタ用)などが主なデバ

イスである。これらのデバイスはコモディティ化されて

おり、多くの企業の参入によりコスト競争が激しくなっ

ている。今後はさらに新しい分野への応用が広がり、

市場も大きく伸びていくものと期待されている。 

 

３． 日本のエレクトロニクス業界の問題点と 

その解決策 

緒言でも述べたように、ここ 20 年の日本のエレクト

ロニクス産業は海外、特にアジア・パシフィックのメー

カーによって蚕食され、まったく利益の出ない状況に

陥りつつある。特にこれまで日本が得意としてきた家

電 AV、それに用いる電子部品、中でも半導体、液晶

パネル事業の凋落が激しい。この原因として種々指

摘されているが、主要な原因として挙げられるのは、

経営決断の遅さ、ビジネスモデルの転換の遅れ、投

下資本効率の低さ、コスト意識の低さ、過剰なリスク

回避などである。エレクトロニクス産業の競争相手は

韓国、中国、台湾である。かつては日本が米国から

エレクトロニクスの市場を奪ってきたが、当時の日本

の優位性はコストであり品質であったが、このところの

日本の不振は品質面での日本のコスト高をアジア・

パシフィック諸国に逆手に取られた感じになっている。

あらゆるコモディティ製品の競争力は最後には価格

に集約されてしまう。品質は重要ではあるが、製品寿

命の短いAV 家電製品に 10 年以上の信頼性は必要

とされず、それよりも如何に安く作れるかということが

最大の課題である。コストがぎりぎりの制約になってき

たときに日本の高い人件費が問題になる。技術集約

製品である半導体メモリ、MPU、MCU などは別とし

て、製造装置さえあれば出来る液晶パネル、あるい

はパソコン、液晶TV、白物家電などはコモディティ製

品の代表的なものである。米国は競争力がなくなっ

たと見れば早々と IT、ソフトウェア、金融、サービスな

どの産業に軸足を移してしまった。また、それと同時

に産業のビジネス構造も躊躇なく転換している。この

変わり身の速さは日本のメーカーにはない。それとも

う一つリスクテイクの問題がある。日本は米国に比べ

てベンチャ企業の数が圧倒的に少ない。これは資金

調達面などの産業基盤の問題もあるだろうが、基本

的に日本人は「寄らば大樹の陰」的な考え方に支配

されている。その結果、今回のように円高が進行する

と、製造企業は国内の工場をたたんで、海外に生産

拠点を移し始めた。 

それでは今後日本のエレクトロニクス産業に活路

はあるのだろうか？ もうすでにコモディティ化してし

まった製品は今後国内でどのように頑張ってみても

かつてのような勢いは取り戻せないだろう。できるとす

ればアップルの i-Phone、i-Pad のように製品コンセ

プトをまるきり変えてしまうか、革新的な新しい付加価

値(性能、使いやすさ等)を付加する以外にないであ

ろう。要するに力仕事でなく、頭脳勝負に持ち込まな

くてはいけないということである。１．項でも述べたよう

に、今後の付加価値、製品コンセプトは環境、娯楽、

健康などに関するものに期待が持てる。その際製品

に MEMSセンサーあるいはアクチュエーターを用い

ることにより画期的な価値が付加されると考えられる。

従来製品で言えば、ゲーム機への加速度センサー、

ジャイロセンサーの導入、携帯電話への光スキャナ

ーの導入(プロジェクタ機能)、などである。こういった

アイディアは無限に存在するといってもよい。また、

医療分野で言えば、MEMSマイクロポンプによるドラ

ッグデリバリー・システム、マイクロカテーテルなどが

挙げられる。これらはいわばデバイス志向でなく、マ

ーケット志向の開発でないと着想できないと考えられ

る。半導体の分野もいよいよ微細化による高性能化

に行き詰まりが見え始め、いわゆる “More than 
Moore”の時代を迎えつつ あ り、 TSV の導入、

MEMS と LSI の一体化による性能改善など将来は

開けている。ただ、MEMS という分野がやや特殊で

あり、エレクトロニクス企業と共同の開発体制をとらな

い限り画期的な製品は望めないのではないかと懸念

される。 
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4. MEMS 業界が抱える課題 

以上述べてきたように、MEMS はエレクトロニクス

製品に付加価値を与える技術、デバイスとして大変

期待が大きい一方 MEMS 産業として捉えた場合現

状では必ずしも魅力あるビジネスとはいえない。その

理由はいくつかあるが、先にも述べたとおり 

・市場規模が小さい（半導体の約 1/40） 

・多品種少量生産でコスト高 

・キャプティブ企業が多く、MEMS のオープン  

市場が小さい 

等が主な理由である。そのために世界に 300 社以上

ある MEMS 企業のほとんどが赤字で決して魅力的

な産業分野とはいえない。キャプティブ企業が多いと

いうことは MEMS がそれだけ重要なキー部品である

という証左であるが、産業全体としてみた場合発展の

余地が狭いということである。MEMS 市場の発展は

これからであるが、それだけに市場発展のスキームを

整えていく必要があるといえる。日本全体においては

一般的に半導体産業の次は MEMS 産業であるとい

う認識が持たれているようであるが、実質的にそれを

推進するための施策が打たれていない。すなわち、

公的研究機関(たとえば産業総合研究所など)への公

的資金は多く注入されているが、その研究成果が実

用化されるための道筋が狭い。多くの企業(ほとんど

が大企業)と大学、公的研究機関との共同あるいは委

託研究がおこなわれているが広く一般的な技術とし

て市場に活かされているとは言い難い。すなわち事

業資金が MEMS デバイスそのものの生産、販売に

活かされる仕組みにはなっていない。海外ではどうな

っているかというと、公的機関で開発さ

れた技術あるいはデバイスは実用化

(あるいは産業化)のためにベンチャ企

業が設立されている(図 2)。日本には

その仕組みが全くと言っていいほどな

い。資金の出資がないのである。こう

いった状況では大学でいくら優れた技

術が生まれたとしても論文を書いて終

わり、ということになってしまい産業は

育たない。この点国としても産業界とし

ても深く反省する必要があると思う。単

なるベンチャファンドならいくらでもで

きるが、国の産業の将来を見据えた付

加価値の高い産業構造を作る志の高

いベンチャファンドは国策的にしかで 

きないのである。国策でできたファンドが短期のリタ

ーンを期待して出資しているのでは国策の意味がな

い。最近の日本のモノづくり産業の停滞はこの辺に

大きな原因があると言える。MEMS 産業はアイディ

アの創出から産業化まで 20 年は必要といわれている。

この間持ちこたえられるベンチャ企業は一つもないと

いえるだろう。 

 

5. 今後期待される MEMS デバイスと 

その応用分野 

これまで述べてきたように MEMS デバイスは様々

な分野に応用が可能であるが、今後特に発展が期待

される分野は、スマートフォン、タブレット型 PC など

の携帯機器、医療機器(健康管理機器、診断、治療)、

ロボット(介護用など)、防災、環境などである。デバイ

スで云えば、RF-MEMS、光スキャナー、マイクロポ

ンプ、触覚センサー、振動発電などの新しいデバイス

が期待されている。また、従来使われてきた Si マイク、

加速度センサー、ジャイロセンサー、なども高精度化

などにより新しい応用が開けてくるものと考えられる。

以上の分野は必ずしもエレクトロニクス分野の範疇に

入るものではないが、電気機器メーカーも従来の枠

組みにとらわれずに新分野に積極的に取り組んでい

るようである。また、半導体分野では先にも述べたよう

にいわゆる Moore の法則が(経済的に)成り立たない

状況に至っている。このような壁を打開するには

MEMS 技術の一つである TSV の応用や、LSI と

MEMS デバイスの一体化(必ずしもモノリシック化で

なくともよい)によって従来にない高機能の実現、コス

トの低減などを達成することが可能になると見られる。

MEMS を用いることによってエレクトロニクス産業の

将来は限りなく開けていくものと期待されている。 

国外のMEMS産業の体制

米国の傾向

大学で実践的な人材育成
試作を含む研究開発

成果でベンチャ企業

やファブレス企業

大企業が買収
し生産

ファウンダリに製造
委託

試作設備のある

公的研究機関が
大学に隣接

産業に繋がる成果

実際の経験を持
つ人材の輩出

企業のMEMSビジネス

欧州の傾向

カナダや台湾などの例SVTC (Silicon Valley 
Technology Center)のよ

うに、いろいろな形態で開
発できる環境もある。

国家プロジェクトが終了後、
ファウンダリとして継続

公的研究機関のチーム
がスピンアウトして起業

公的研究機関では費用
の3割を産業側から得る

必要があるため、産業

に繋がるインセンティブ。

各国内に競合企業が無
いので支援し易い。

国外のMEMS産業の体制

米国の傾向

大学で実践的な人材育成
試作を含む研究開発

成果でベンチャ企業

やファブレス企業

大企業が買収
し生産

ファウンダリに製造
委託

試作設備のある

公的研究機関が
大学に隣接

産業に繋がる成果

実際の経験を持
つ人材の輩出

企業のMEMSビジネス

欧州の傾向

カナダや台湾などの例SVTC (Silicon Valley 
Technology Center)のよ

うに、いろいろな形態で開
発できる環境もある。

国家プロジェクトが終了後、
ファウンダリとして継続

公的研究機関のチーム
がスピンアウトして起業

公的研究機関では費用
の3割を産業側から得る

必要があるため、産業

に繋がるインセンティブ。

各国内に競合企業が無
いので支援し易い。

図 2 海外での MEMS の開発体制 
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DAFS の略称で通っている｢外国系半導体商社協

会｣は、本年 5 月の総会をもって 

｢日本半導体商社協会｣ (Distributors Association of 
Semiconductors & Components of Japan) (略称

=DAFS は変更せず）に名称を改めました。 

DAFSは’88年、日米半導体貿易摩擦が激化する中

で｢海外半導体製品の輸入拡大｣と言う国家的使命を

担い、主として海外製品を扱う主な半導体販社55社に

より、非営利・中立の独立団体として設立されました。   

以来海外製品の日本市場に於けるシェアは急速に

拡大、設立当初の使命はかなり早い段階で達成し、昨

今の会員の多くは国内製品、自社開発製品も扱い、さ

らに一般電子部品も加えソリューションプロバイダーと

して取り扱い製品の多様化を図っております。また、国

内系販社も海外製品の商権を積極的に取得して当会

に加入しており、最早｢外国系」の名称は実態にそぐわ

ぬ状況となっておりました。 

現在会員数は 66 社、取引のあるデバイスメーカー

数は日本を含め 500 社を超え、仕入れ国は日米欧を

始め25ヶ国に達しております。また、半導体ユーザ(顧

客)の海外進出に伴い、現地での物流/商流にも積極

的に参入し、会員各社のグローバル化が進んでおりま

す。 

DAFS 設立後はや 23 年が経過し、この間の半導体

産業の世界的な構造変化は激しく、再編、分社化、合

併、ファブレス化、グローバル化が進行しまさに大変革

期の只中にあります。半導体商社業界もこうした劇的

変革期の中で、激しい生存競争を繰り広げ、再編、合

併、差別化、専門化、グローバル化が一段と進むと見

ております。 

こうした状況を踏まえ、新たな名称のもと更なる業界

発展を目指し下記に重点をおいた協会活動を積極的

に展開して参ります。 

 

１）「業界、市場、技術」の 3 分野をカバーする「動向セ

ミナー」の定期的開催： 

本年はスマートグリッドをはじめ環境・省エネ分野

の半導体関連ビジネス、LTE の更なる進展と未来、 

 

 

エコカー時代のカーエレの今後の展望等を取上

げて開催します。 

 

2）次世代技術とその実用化の見通しを早目に掴む

「最新技術講演会」の開催： 

    次世代技術開発の現状と実用化の見通しを早

期に掴み、新たな商権確保と新たなアプリの創出

をめざした技術講演会を開催します。グラフェン

を用いた新電子デバイスの開発状況、世界最高

の電流増幅率を実現した SiC の開発と実用化へ

の取り組み、液体シリコンでつくる超低コスト太陽

電池の開発状況と実用化の見通し等を探ります。 

 

3）本格的グローバル化時代に対応した人材育成活動

と新興国市場対応セミナーの開催： 

    海外での人事・労務管理研修、国際取引契約セ

ミナー、英語によるプレゼンスキルアップ研修、英

文電子メールブラッシュアップセミナー、海外取

引の債権回収実務研修等、グローバル型人材に

必要な知識の修得を目指した教育研修活動を本

格化します。また、既に取上げた中国、インド、ヴ

ェトナム市場に加え、ブラジル、VISTA 諸国を対

象とした新市場対応セミナー及び急成長を続ける

EMS/ODM 企業の実態と今後の展望を探るセミナ

ーを開催して参ります。 

 

4）半導体商社の機能・役割を積極的にアピール： 

    今回の大震災を契機に、在庫の保有をはじめ多

くのリスクを背負った半導体商社の機能・役割が

大いに見直され評価されておりますが、この機会

にグローバルサプライチェーンの一翼を担う半導

体商社の機能・役割を正当に評価していただく様、

外部に発信して参ります。 

 

以上、協会名変更の背景と主な DAFS の活動の概 

要について述べさせていただきました。 

今後とも皆様の温かいご支援とご協力をお願い申 

し上げます。 

DAFS 協会名変更と今後の活動概要 

日本半導体商社協会(DAFS) 会長 森泉 修一 
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半導体産業は実に驚異的な成 長産業です。

1970 年から2000 年までの年平均成長率は 14％、

2000 年以降は若干成長率が鈍化したとはいえ同

7％成長を継続しています。要するに、40 年間にわ

たって年率 12％成長を続けており、このようなカリス

マ的な成長を果たした産業は空前絶後と言えるの

です。それゆえに、半導体産業にかかわる人たちは、

ある意味で傲慢な人たちだと言えるかもしれません。 

マクドナルドや吉野家などの外食産業の世界では、

2～3％成長でもすれば、社長以下涙を流して喜び、

抱き合って万歳三唱ということになるのです。しかし

て、半導体業界においては、数％成長ではおもしろ

くもなんともない、という顔をしています。筆者の親し

いアナリストは、「半導体業界は外食産業の爪のア

カでも煎じて飲めば良いのだ」とまで言っているの

です。 

 
○2020 年の半導体は 45 兆円マーケットも想定内 

年平均二桁成長を継続してきた半導体産業で

すが、ここに来て半導体部門の分社化、半導体関

連企業の再編・統合、売却など、半導体産業って

今後大丈夫なの？ と思わされるニュースが相次い

でいます。しかし、そんな心配は御無用。半導体産

業の未来は明るいと断言できます。半導体搭載機

器の伸長、消費地として新興国の台頭、環境分野

という新市場の誕生が約束されているからです。こ

こでは半導体搭載機器に焦点を当てて見てみまし

ょう。なお、後述する数値は、アイサプライの調査デ

ータを参考にしています。 
前述のように、半導体はパソコンを筆頭に、各種

エレクトロニクス機器の動向に左右されます。そのエ

レクトロニクスの市場規模は 2000 年時点で約 100

兆円、2010 年時点で約 150 兆円、そして 10 年後

には 220 兆円市場まで拡大すると見られています。

これに伴い、半導体消費も促され、2010 年段階で

25 兆円程度であった半導体産業は、たとえ二桁成 

 
長から鈍化して 6％成長が今後 10 年継続すると想

定しても、2020 年には約 45 兆円近くまで成長する

ことが確実視できます。 
さて、このエレクトロニクス機器の 2010 年から

2014 年までの成長率を分析したデータを見ると、

自動車が 17.2％と突出、次いで産業機器および無

線通信機器が 12％強、有線通信機器が 11％強、

パソコンなどデータプロセッシングが 10％強、民生

機器が 8％弱となっています。成長率筆頭に挙げら

れている自動車における半導体消費率は現状 6～

7％程度で金額にして 2 兆円弱程度ですが、2020
年には半導体消費率が 9％程度まで上昇し、金額

ベースで約 4 兆円に近付くでしょう。特に、セーフテ

ィー、インフォテインメントの成長率が高まると予測さ

れており、タイヤの圧力感知やミラー、車間距離自

動認識など様々な箇所に各種センサーが搭載され

ていくことが連想できます。また、インフォテインメン

トからエンジン周りまで、低ビットから高ビットまで広

範なマイクロコントローラー（マイコン）製品が搭載さ

れていくでしょう。ちなみに、このマイコンでは日本

のルネサス エレクトロニクスが世界トップを堅持して

います。市場も伸び、半導体搭載率も高まれば、半

導体産業の牽引車になることは間違いありません。 

 
○スマートグリッド、医療、タブレットに期待 

産業機器ではスマートグリッド、医療機器が伸び

ると見られています。スマートグリッドでは、①サーバ

ーにおいてメモリー、プロセッサー、MPU、②スマ

ートメーターで MCU、通信用チップ（有線もしくは

無線）、③パワールーター（電力網の分岐点に入る

スイッチの役割）で高耐圧なパワーデバイス（IGBT、

MOSFET など）などの半導体が消費されます。

2010 年段階ではスマートグリッドに消費される半導

体は 1 億ドル（約 83 億円）規模ですが、2020 年段

階では 150 億ドル（約 1 兆 2500 億円）規模へ拡大

することが予測されています。また、医療機器では

超サプライズ産業“半導体”の未来像 
～新分野開拓、ベンチャー活用が重要だ～ 

日本半導体ベンチャー協会 会長 (産業タイムズ社社長)  泉谷 渉 
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正確な診断が求められ、中には命に関わる手術機

器などもあることから、高信頼性の半導体製品が必

須です。医療機器向けの半導体消費規模は 2010
年段階で 80 億ドル強（約 6700 億円）規模ですが、

今後、新興国などへの拡大も予測されていることか

ら 2020 年には 130 億ドル（約 1 兆円）規模まで拡

大すると見られています。 
また通信機器分野では、次世代規格である４G

への移行による携帯端末、そして LTE（ロングター

ムエボリューション）による通信インフラの両面で技

術革新が進み、半導体消費がけん引されそうです。

その携帯電話本体における半導体搭載率は 1997
年にはわずか 2～3％でしたが、10 年後には 16％

へ伸長、今後はさらなる半導体消費が予想されて

おり、４G 端末における半導体消費は 2020 年に対

2010 年比で 74％増の340 億ドル強（約 2.8 兆円）

まで拡大が見込まれています。このほか、半導体消

費の主役であるパソコンは「タブレット PC へと進化

し、その性能は現在のノートPC とそん色ないものへ

と成長するでしょう。将来的には仕事用にタブレット

PC という時代も到来しそうです」とアイサプライ副社

長の南川明氏が語るように、今後も半導体消費のメ

ジャーアプリの一角を担うことは変わりないでしょう。

タブレットPC 向けの半導体消費量は 2010 年段階

で 24 億ドル程度だとして、2020 年には 12％増の

320 億ドル規模へ拡大すると予測されています。 

エレクトロニクス機器に焦点を当てただけでもこれ

だけの成長が見込めるうえ、後述するように新たな

消費地として新興国が台頭してきており、半導体産

業の未来はまさにバラ色と言えます。 

 
○人件費比率がこんなに少ない産業は他にはない 

近の産業界全体の設備投資動向を見れば、

円高加速、および国内人件費のバカ高さを考え合

わせ、海外工場を作る動きが急ピッチで進められて

います。多くの経営者が、もはや国内に製造工場を

作ることはハーバード大学の経済学に反する、とま

で言い切り、猫も杓子も、それこそ雨あられのような

海外投資に躍起となっています。半導体業界にお

いても、その動きは顕著です。 

 しかしながら、半導体産業の海外流出が必ずしも

得策だとは言えないのです。経営者は、口を開け

ば「こんなバカ高い人件費では戦えない」とコメント

しますが、驚くなかれ、半導体産業の場合、人件費

比率はたったの 7％しかないのです。そのわずか

7％のところをどういじくりまわしてみても、劇的にコ

ストが下がるとは言い切れないのです。それゆえに、

半導体の世界チャンピオンであるインテル社は、中

国、イスラエルなど海外展開を進めてはいますが、

やはり一番重要な工場はシリコンバレーの本拠地

に置いており、ここを増強しています。世界第 3 位

の半導体メーカーである東芝も、主力工場は四日

市、岩手、大分、北九州などすべて国内に配置し

ており、海外に一切工場を作ろうとはしていません。 
この理由には二つあるのです。ひとつは人件費

比率が製造に占める比率が低いため、製造プロセ

スにおける改善を進めれば、人件費を吸収してしま

う、という考え方が強い、ということです。たとえば、

半導体製造のあるプロセスのところで、50 工程があ

ったとします。これを 30 工程まで縮める画期的なプ

ロセスに成功すれば、コストはかなり下がります。ま

た、製造装置において、古い機種から新しい機種

に切り替えれば、これまたコストは劇的に下がります。

ほかの産業を見ても、こうした例は見受けられます。

富士フイルムは、いまや主力の液晶向けフイルムを

すべて国内で生産しており、その主力工場である

熊本事業所は、1200 億円の生産を実現していま

すが、たった 160 人でこの工場を動かしているので

す。まさに完全自動化の世界なのです。シチズン時

計は、かつて時計の世界チャンピオンであったセイ

コー社からその王座をもぎ取ってしまいましたが、す

べて国内工場で勝負しており、これまた人を使わな

い完全自動化に成功しています。セイコー社が中

国など海外展開しているのに、コストの面でも技術

の面でもシチズンにかなわないのです。人件費は重

要ですが、コストの絶対の決め手となるわけではあり

ません。ただし、1500 人で作れる工場に 2500 人も

人員が配置されている工場は、決して儲かりません。

日本の半導体メーカーの場合、こうした例は多く見

られるのです。日本メーカーにコスト競争力がない

のは、何と言っても高い労働力ではなく、過剰人員

が原因なのです。 

 
○歩留まり向上は半導体業界の黄金のキーワード 

有力な大手半導体メーカーが、積極的に海外展

開しないもう一つの理由は、知財権の流出です。

MPU のインテル、フラッシュメモリーの東芝などは、

社内に多くの IP（知的財産）と特許、独自のノウハ
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ウを積み上げています。国内に作るのであれば、こ

れを守ることができますが、とりわけ中国をはじめと

するアジアに持っていった場合、人材が激しく流動

することもあって、虎の子の知財権は奪われてしま

います。半導体産業の命とも言うべき知財権は多く

の R&D を投じて作られた財産であり、これをコピー

されてしまえばコストもへったくれもありません。すべ

てを失うのです。 
こうしたことを考え合わせれば、人件費が極端に

少ない半導体産業は、もっとほかのところで儲けの

仕組みが作られていると言えるでしょう。 

たとえば、歩留まりという言葉があります。これは、

簡単に言えば良品率、ということであり、歩留まり 90
と言えば、100 作った製品の中で不良品が 10 しか

なかったということです。ところが、半導体業界がよく

使うこの歩留まりという言葉を自動車業界にぶつけ

れば、そんなバカな、という言葉がかえってきます。

なぜならば、自動車業界はそれこそ何十万分の 1
の不良さえ許さない業界であり、人様の生命を預か

っているだけに、良品率 100％で当たり前なのです。

残念ながら半導体業界は、 先端の装置や材料を

使い回し、複雑な 300 工程以上のプロセスを持つ

だけに、どうしても不良品がかなり出るのです。工場

の歩留まりが 60 の会社と 90 の会社では、まったく

1 チップあたりのコストは異なってきます。歩留まり向

上は、まさに半導体業界の黄金のキーワードなので

す。 

 
○ベンチャー活用やオープンイノベーションも重要 

オープンイノベーションという言葉があります。こ

れは、社外にあるリソースを活用して、社内に取り込

み、開発目標やマーケティング戦略を開示して、も

のづくりを進めるという手法です。この場合、産学連

携、ベンチャー活用が 2 大ポイントとなります。 
たとえば、アップル社の場合、自社内でほとんど

半導体を作っていませんが、オープンイノベーショ

ンで完全に成功した事例です。そもそもブレイクし

た iPod は、アイデアそのものが社外の人によって

発案されたのです。おまけに、一番重要な設計は

すべてベンチャー企業に丸投げです。重要な部材

のところは、まさに半導体メーカーに丸投げであり、

しかも 先端の半導体を使わず、一世代から二世

代前の半導体で立ち上げて、コストを下げてしまう

のです。アップル社はユーザーインターフェースと

全体企画の進行だけはきっちりと管理し、まさにボ

ロ儲けしたのです。iPod の場合、オープンイノベー

ションを実行したことで、なんと製品の企画立案から

実出荷まで 6 ヶ月間で成し遂げる、というウルトラ離

れ業を演じたのです。 
 こうした事例を見ても、オープンイノベーションは

IT 業界にとって今後重要なファクターとなっていく

でしょう。半導体業界は、かねてより秘密主義が強く、

社内ですべて行おうとする風潮が強いのです。しか

しながら、アップル社に代表されるように、今後の IT
の主流がオープンイノベーションになっていけば、

半導体業界も IT 業界に合わせた製品の作り込み

をしなければなりません。おおまかな目標や計画が

示されているうえで、コンペチターと戦いながら、オ

ープンな環境の下で 短技術で立ち上げる手法が

求められるのです。もちろん、もっとも早いリードタイ

ムで出した場合にぼろ儲けできるということは、半導

体業界にとってもかつていくらでもあったことです。

今後はオープンイノベーションの波の中で劇的なコ

ストダウンを実行する半導体業界の手法が問われ

てくるのです。 

一方で、半導体産業は企画立案、回路設計から

前工程、後工程までを一貫して製造する垂直統合

式から、すべての工程を企業別に分けていく水平

分業へ構造展開しようとしています。これまたコスト

の劇的な下げにつながります。たとえば、回路設計

のところをすべて自社内でやっていたメーカーが、

外部のベンチャーに委託したとします。社内でやっ

ている場合には、激しい競争原理が働きません。つ

まりは「なあなあ」となってしまいます。ところが、委託

したベンチャーはそれこそ死に物狂いでもっともスピ

ードある技術で、もっとも素晴らしいデザインを追求

しようとします。そうでなければ、明日の仕事がない

からです。しかし、大手企業の場合には、たとえ一

つや二つをしくじっても次の仕事はあるのです。ど

ちらがコストが下がるかは明白です。ベンチャー同

士の価格競争が激しいわけですから、コストが劇的

に下がるのは当たり前です。ファウンドリーと呼ばれ

る製造委託についても同じことが言えます。スパイス

モデルやプロセス改善を社内で考えた場合、巨額

の R&D を投入し、多くの人員を使います。しかし、

ファウンドリー企業に外注してしまえば、それらの経

費は一切いりません。コストダウンを追求する場合、

ベンチャー企業やアウトソーシングを活用することは、
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もはや半導体業界にとっても重要な案件となりつつ

あるのです。 

 
○定価の存在しない半導体は相場ビジネス 

の世界だ 
半導体産業が特殊な事業構造であることのひと

つは、一切、定価というものが存在しない、ということ

です。簡単に言えば、相場に左右される博打ビジネ

スこそが半導体だと言えるのです。通常の製品は、

材料価格や研究開発、設備投資などのすべてを含

めリーズナブルな価格（つまり定価ビジネス）が成立

しますが、半導体は典型的な相場ビジネスであり、

ユーザーとサプライヤーの駆け引きで価格が決まっ

てしまうのです。極端なことを言えば、500 円で作れ

る製品を 3 万円で売り付けたとしても、半導体業界

の場合、それは正しいのです。相手が必要とするな

らば、どんなに高くても買うというケースが往々にし

て巻き起こります。もちろん、その逆の場合もありま

す。需用が急速に退行し、設備投資のやりすぎで

製品が一気に過剰状態になれば、価格は激落し、

その会社始まって以来の損失を出し、果ては倒産

してしまうこともあるのです。メモリー半導体の世界

ではよく起きることですが、主力汎用メモリーが、た

った一年間で価格が 5 分の１、6 分の 1 まで下がっ

てしまうことが、局面によっては起きてしまうのです。

ほかの業界でこうした製品の劇落ぶりを見ることは

できません。 
半導体メーカーが直接にユーザーに対して直販

するというケースも増えてきていますが、いまだ大半

は半導体商社が存在し、彼らのアンテナと駆け引き

で半導体の価格相場が決まってきます。この場合、

ただ安いか高いかだけではないのです。納期まで

にきっちりと製品を納められるかどうかもポイントです。

また、年間を通じて安定して供給できるかどうかも問

題です。さらには、ユーザーの製品規格に合わせて

開発を進められるかどうかも重要なことです。こうし

た要素をすべて取り込んだうえで、営業マンの口の

うまさも加わって価格が決まっていくのです。実際に

あったケースとしては、A 社のチップは非常に安い

が納期は 6 カ月かかる、しかし B 社の製品は高いが

納期は 3 カ月で行けるとなれば、B 社の方に発注し

てしまうこともままあることです。この場合、スピードが

価格に勝ってしまうのです。 
半導体産業の特徴は、旬のビジネスだということ

です。旬の季節に必要な半導体チップを間に合わ

せなければ、不要の産物として何の価値もありませ

ん。いくら安くても誰も買いません。自動車産業にし

ても、パソコン産業にしても、家電やその他の産業

機器にしても、一刻も早く優れた安価な製品を出し

た奴が勝つのです。そこにマッチングした半導体製

品を提供できるかどうかが勝負の分かれ目です。 
それゆえに、半導体産業の儲けの仕組みは、実

に複雑です。前記したように、製造コストの引き下げ

も重要です。また、ユーザーとの駆け引きも大事で

しょう。何よりも、製品出荷の旬の時期に合わせた

作り込みが大切です。製品立ち上げのスピードと価

格がクロスオーバーする不思議ワールドなのです。 
かつて半導体産業はぼろぼろに儲かって仕方が

ないという時期がありました。つまりは、需要がはる

かに供給を上回ってしまうことが多く、どんなに高く

ても買うという季節がいくつも訪れました。しかしここ

に来て、半導体の相場ビジネスも変化しつつあると

言えます。その一つは、日本をはじめとするいくつ

かの国で始まっているデフレスパイラルです。 先

端でなくても良いから安いものがよい、というデフレ

特有の購買力は、半導体業界に膨大な設備投資

や研究投資をさせることができません。そしてまた、

高価格でも買うという風潮もかなり薄れてきています。

そんなに高いなら、一世代前の半導体でいいや、と

いうユーザーも多いのです。60 年間以上も続いた

半導体の成長神話に暗雲が立ち込めてきたことは

事実です。それはとりもなおさず、半導体ビジネスの

産業構造が変化し、儲けの仕組みが変わってきた

からにほかなりません。 
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1. はじめに 
1975 年に日立製作所の中央研究所に入社して、35

年以上が過ぎようとしています。当時、LSI の微細

化のトレンドは 5μm から 3μm に変わろうとしてい

ました。現在は 35-50 nm の時代です。何と二桁以

上の進歩です。ご存じのように、これを成し遂げた

原動力は｢スケーリング則｣と｢ムーアの法則｣であり

ます。これだけの長足の進歩(指数関数的)を遂げた産

業を私は知りません。Si 半導体産業を振り返ってみ

ますと、1970 年代は黎明期、1980 年代は発展期で

Japan as No.1 と言われた時代、1990 年代は転換期

で日本は「失われた 10 年」とも言われた時代、2000
年代は成熟期、2010 年代は「ムーアの法則」の終焉

も視野に入れた大変革期に突入するものと思われま

す。 
その時代毎に技術課題がありました。最初は微細

加工プロセス技術であり、DRAM は日本が得意とす

る微細加工技術の「華」として一世を風靡しました。

そして、インテルは 1985 年頃、DRAM 事業から撤

退し、事業の軸を MPU に移しました。微細化は LSI
の性能を高める手段でありますが、さらに性能を高

める為、スケーリング則に反して電源電圧を一定に

した時期がありました。このため、デバイス内に高

電界が発生し、種々の信頼性の問題が発生しました。

当時、「信頼性を制するものが LSI を制する」と言わ

れたものです。その後、発熱(消費電力)の問題、さら

には、ばらつきの問題が発生してきています。全て、

信頼性に関わる問題です。LSI の発展は 1) 微細化

(Down-Sizing)追求、2) 性能(Performance)向上、3) 
信頼性(Reliability)克服の歴史といっても過言では

ありません。そして、その半導体産業は、垂直統合 

→ 水平分業 → コモディティ化 →「成熟産業」

になりつつあります。また、半導体のアプリケーシ

ョンであるコンピュータも、大型汎用コンピュータ 

→ パソコン → クラウドコンピューティングや

携帯端末(スマートフォン)の時代になって来ました。

さらに、時代のうねりは「IT 革命」から「ET 革命(エ
ネルギー革命)」へと確実に移行しています。これら

のパラダイムシフトを捉え、ネットワーク性を重視

した「関連性知」ビジネスについても言及したいと

思います。 
 
２． 信頼性物理の重要性 
トランジスタ(MOS タイプ)の最初の信頼性の問題 
 

 
は Si-SiO2 界面の表面準位による閾値電圧の変化で

あったと記憶しています。その後、微細化が進むに

つれて、電源電圧を一定に保っていた為、デバイス

内部に高電界が発生し、ホットキャリヤ(電子と正孔)
効果といわれる現象が 15 年近く半導体デバイスの

信頼性問題としてクローズ・アップされて来ました。

微細化に伴う高電界効果はデバイスだけでなく、配

線ではエレクトロマイグレーション、酸化膜では

TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)、そ

してメモリでは α線ソフトエラ－が LSI の信頼性を

脅かしてきました。全ての現象に共通したものは“ホ

ット”になった(高エネルギーを持った)電子や正孔の

振る舞いに起因するものであります。正に半導体物

理の世界です。また、この高電界効果は現在のフラ

ッシュメモリで使われている動作原理そのものであ

ることも我々は注意する必要があります。つまり、

ある程度、酸化絶縁膜を壊しながら動作していると

いうことです。 
微細化に伴う問題の 2番目は応力(メカニカルスト

レス)です。配線ではストレスマイグレーション、デ

バイスでは移動度の増加や減少、酸化膜や基板では

ストレスによる欠陥の発生等が大きな問題になって

いました。これらの問題解決には発生のメカニズム

に関する「物理」が重要に成ってきます。この信頼

性物理なくしては一チップ上に 10-100 億個のデバ

イスが載っている VLSI の信頼性が確保できなくな

ります。その当時、農業といわれた半導体産業(作っ

て見るまで分からない)に科学のメスを入れたのは

信頼性物理の登場でした。現在、数十ナノの世代に

入っていますが、材料やデバイス構造が違っても方

法論は 1980 年代とあまり変わっていないように思

います。ここでは、信頼性物理の代表例としてホッ

トキャリヤ効果を取り上げ、その物理の重要性につ

いて述べたいと思います。 
 
2.1 ホットキャリヤ効果 

我々は 1980 年頃からシリコン集積回路デバイスの

研究を行い、とりわけ、微細化に伴う MOSFET 信頼

性の最大の課題であった「ホットキャリヤ注入による

特性劣化現象の機構解明と信頼性予測技術及びその抑

止技術」の研究に取り組みました。 
 
2.2 ホットキャリヤ注入 

MOSFETはシリコン基板表面上に形成されるゲート

    ― 「関連知」のビジネスの台頭 ― 

第二フェーズの半導体産業と新しいパラダイム 

           元日立製作所 武田 英次 
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電極とゲート酸化膜、および、シリコン基板内部に形成さ

れるソースとドレインと呼ばれる不純物拡散層から構成さ

れています。電流はソースとドレイン間を流れますが、そ

の際、ドレインには高い電圧が印加され、基板の内部に

は高電界領域が発生します。この領域で電流の媒体で

ある電子や正孔が加速され、エネルギーの高い状態で

あるホットキャリヤが発生します。これがゲート酸化膜中

に捕獲されて、MOSFET特性の経時変化をもたらすの

です。ホットキャリヤの抑制には高電界領域を作らないよ

うにすることが重要であり、高い電圧が印加されるドレイ

ン拡散層の不純物分布を制御して、それを実現すること

を、ドレインエンジニアリングと呼んでいます。先ず、ホッ

トキャリヤの注入モードには3種類[1]あることを実験的に

発見しました。 

１） チャネルホットエレクトロン(CHE)注入：  

これはドレイン電流がドレイン近傍で加速され、高

エネルギーを持った電子の極一部がフォノン散乱に

より向きが変えられてゲート方向に流れるものです。 

CHE：Channel Hot electron 

2) アバランシェホットキャリヤ注入(DAHC)：  

ドレイン近傍で加速された電子(n-チャネルの場

合)はimpact ionization(衝突イオン化)を起こし、電

子と正孔が発生します。発生したキャリヤの一部がゲ

ート側に流れてゲート電流として観測されます。特に、

ホール(正孔)電流を世界で初めて観測したのは我々

だったと思います。何故観測できたかは、その当時、

世界中の誰よりも微細なデバイスを手にしていたから

だと思います。 

DAHC：Drain Avalanche Hot Carrier  

3) 二次的に発生した電子注入(SGHE)：  

上記のようにドレイン近傍で発生した電子と正孔の

内、正孔の大部分は基板電流として基板に流れます。

しかし、基板の電圧が大きいと基板の空乏層の端で

衝突イオン化を起こし、発生した電子・正孔対の電子

がゲート側に流れてゲート電流として観測されます。

この電子注入も世界で初めて観測したものです[2]。

現在、この電子注入を用いたフラッシュメモリも報告さ

れています。 

SGHE：Secondarily Generated Hot Electron 
 
２．３ デバイス劣化のメカニズム  

ドレイン電圧とゲート電圧に依存したホットキャリヤがゲ

ート側に注入されることにより、MOSFET特性の経時変化

（劣化）を引き起こします。具体的には閾値電圧（Vth）シ

フトと伝達コンダクタンス(Gm)の劣化であります。特に

我々がしたことはホットエレクトロンに比べてあまり重要視

されていなかったホットホールによる新しい劣化機構を発

見し、その重要性を最初に指摘したことです。簡単に述べ

ますと、質量の大きなホットホールがSi-SiO2界面の表面

準位を増加させ、Gmの劣化を加速させます。また、出来

た表面準位に電子が捕獲され、Vthがシフトします。図１

に示すようにホットホールによる基板電流（IBB）とGm劣化

に強い相関があることが分かります。衝突イオン化によっ

て発生したホットホールがデバイス劣化の最大の原因であ

ることを実験的に突き止めたことが下記の寿命式に繋がっ

て行きます。つまり、衝突イオン化の電圧依存性：イオン化

率 ∝ exp(1/VD)、が寿命式の中に入っています。 

２．４ デバイス寿命式 

ホットキャリヤによる MOSFET 特性の経時変化を統

一的に記述するモデル式を 1983 年に世界に先駆けて

提唱し、MOSFET 特性とその寿命を結びつける手法を

確立しました[3]。この方法は、簡便でありながら、ホット

キャリヤの物理現象に立脚しており、信頼性予測手法の

原理のひとつとして現在でも使われています。このことは

信頼性に関わる複雑な現象が簡単な物理モデルで説

明がつき、予測可能になったことを示しております。 

ホットキャリヤ劣化抑止技術に関しては、ホットキャリヤ

発生の原因であるシリコン基板中での高電界発生を抑制

す る 技 術 （ ド レ イ ン エ ン ジ ニ ア リ ン グ ） を 提 唱 し 、

DDD(Double Diffused Drain) 構 造や GOLD （ Gate 
Overlapped Drain）構造などの新しいMOSFET構造を

提案しました[4]。拡散が速く、不純物分布をなだらかにで
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図１ Gm 劣化と基板電流の相関 
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きるリンを用いた拡散層と、拡散が遅いために不純物分布

は急峻でありますが、低抵抗化できる砒素を用いた拡散

層とを組み合わせた構造DDD（2重ドレイン構造）を提案

しました[5]。これは実際のデバイスに使われています。ま

た，同時に基板の不純物分布を制御することの重要性も

示し、ドレインエンジニアリング、基板エンジニアリングとい

う概念を提唱し、不純物プロファイルの重要性を認識させ

る研究を行いました。 

現在は微細化と共に電源電圧が低下していますのであ

まりホットキャリヤ効果の問題は顕在化していませんが、Si
基板の中で発生する電子と正孔の振る舞いは種々の信頼

性の問題を引き起こしています。酸化膜の信頼性、α線ソ

フトエラーの問題等すべてホットキャリヤが関係しています。

「電子と正孔の動きを物理的に理解することが半導体デバ

イスの制覇に繋がる」といっても過言ではないでしょう。そう

いえば、少し古い話になりますが、「トランジスタの父」とい

われたウイリアム・ショックレーの本のタイトルも『Electrons 
and Holes in Semiconductors with Application to 
Transistor Electronics』になっています。  

 

３． 第二フェーズの半導体 

21 世紀に入り、半導体産業は成熟産業に成りつつあ

ります。半導体が本来持っている供給過剰性のためコモ

ディティ化が進み、生き残りを賭けて、ファブレス、ファウ

ンドリ業務の水平分業化や半導体メーカの再編が行わ

れています。また、Gordon Moore 氏自身が言っている、

10-15 年後に迫っている「ムーアの法則」の終焉も加速

しています。その中で技術的には次の三つの動きがあり

ます。 

1) [More Moore] (ムーアの法則をさらに維持するた

めに微細加工に注力する） 

2) [More than Moore] (微細化よりも機能重視で、

LSI の 3 次元化、センサ混載、光混載、MEMS 
(Micro Electro Mechanical Systems) 混載、

等々の動き) 
3） [Beyond CMOS] (現在の回路やシステムのアー

キテクチャを使わない動きで、量子コンピュータ等

が代表例） 

微細加工のトレンドが終焉した後でも半導体産業はも

ちろん続きますが、嘗ての様な指数関数的伸びはないと

思います。むしろ、日本はファブレスの方に向かい、組

み込みソフトウェア、IP (Intellectual Property)といっ

た、より知的な部分で競争できるようにならなければ生き

残れないでしょう。今まで日本は「モノづくり」を強調しす

ぎた感があると思います。強調すべきは「モノづくり知」で

はないでしょうか。LSI の製造を支え、根底に流れてい

た「知」は「半導体物理」であり、「信頼性物理」でありま

す。これからは、クァルコムのように通信方式＝知、やグ

ーグルのように検索エンジン＝知、画像処理方式＝知、

といった、方式やアーキテクチャを生み出すソフト力が求

められると思います。それを基にビジネスをすることが苦

しくてもする必要があると思います。 

また、半導体は材料とシステム・アーキテクチャに付加

価値がシフトしています。2010 年のノーベル物理学賞

はグラフェンという新材料分野の研究に与えられました。

すぐに、Si に代わるわけではありませんが、エネルギー

革命をもたらす可能性がある高温超伝導材料と同じよう

に、「ポスト Si」を切り拓く材料であることは間違いないで

しょう。コンピュータのアーキテクチャも、現在ほとんどが

遂次処理方式のノイマン型でありますが、近い将来、あ

る用途（並列処理や分散処理が有効な領域）には非ノイ

マン型が用いられるようになると思います。 

 

４． 「関連性知」ビジネスの台頭 

時代の流れは、「モノ」財から「知」財に付加価値が移

り、分野の違う「知」同士がネットワークによって関係付け

られ、新たな「知」が生み出される時代が始まっています。

このような時代には「モノ」のそのものを成り立たせている

古典的「知」だけでなく、関連性によって生み出される

「知」が重要になります。 

アマゾン・コムにしても本の情報（どこに、何冊あるか、

また、何冊売れたか等）を管理し、制御しているのです。

グーグルにしても生の情報を作り出しているのではなく、

情報と情報の関連性を調べ（これが検索）、それを新た

な情報（エレガントな知）として提示しているのです。スマ

ート・グリッドや医療の IT 化にしても電力や医療技術そ

のものの根底にある「知」を深めるのではなく、むしろ、そ

の知を利用しながら IT との関連性を深め、新しい「知的

資産」を構築しようとしています。 

かつて、トランジスタの発明、超伝導の解明、UNIX
の OS 等で輝かしい成果を出した米国 AT&T 社のベル

研究所で言われた「研究とは A と B との関連をつけてい

くことである」という言葉は今から思うと慧眼であると思い

ます。「古典的知」を解明するにも種々の現象の関連性

をつけていく行為であり、また、今後重要度を増す IT と

の「融合」ビジネスも関連性の中に「知」を見出す行為と

理解されます。我々は、今後、この「関連性の知」をより

深く研究する必要があり、即、ビジネスに展開することが

重要になります。 

最近、注目を集めているクラウド・コンピューティングに

しても雲の彼方、つまり、インターネットの向こう側で巨大

なコンピュータが動き、その中に膨大なソフト（＝「モノ」）

が格納され、必要なときにネットワークを介して引き出さ

れるようになっています。ソフトと IT との関連によって付

加価値が生じています。IT 革命時には「人と人」とのコミ

ュニケーションが主流だったものが、ET 革命時には「人

とモノ」「モノとモノ」「モノと情報」「情報と情報」が関連つ

けられ、新しい「知」が形成されていきます。サービスビジ

ネスとは「モノ」同士や、「人とモノ」の関連つけることによ

り、利益を生み出すビジネスであります。この関連性によ

り多くの付加価値を創造することが、今後の、新たな

「知」の地平線を築くことになるでしょう(図 3)。この変化こ

そ「モノ」財から「知財＝関連性知」時代への大転換なの

です。 
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日本における知的財産の創出にはこの「関連性知」を

強化する必要があります。「社会インフラ」事業にしても

電力、鉄道、水、建機等の事業の付加価値は IT との

「関連性」に移ってきている。どのような関連性を見出す

かがビジネスを左右し、イノベーションに結びつきます。 

「モノ」そのものを極める、すなわち「モノづくり」も重要

でありますが、技術一辺倒ではすぐ「コモディティ化」が

進み、商品に新しい付加価値をつけることが出来なくな

ります。これが極端に進むと日本だけにしか通用しない

「ガラパゴス化」現象が生じます。もちろん、「モノ」を極め

ることにより、新材料や新システムを採用した新たな展開

も必要でありますが、これだけだと必ず、早晩、「コモディ

ティ化」が起こります。一世を風靡した日本の自動車産

業も電気自動車（EV）が主流になったときにはモジュー

ル化の促進により、異業種の参入も容易になり、コモディ

ティ化が進むものと思われます。今後は、「モノ」や人と

の関連性（ネットワーク性）を強く意識した商品が市場を

席巻するものと思われます。「モノ」や「情報」を如何に利

用するかといった視点が重要になってきました。表１に

｢関連性知｣から生まれるビジネスの例を示しています。 

最近の欧米発の学会の動きで注目すべきは、この「関

連性知」を IoT (Internet of Things)と言って学問体系

を作ろうという動きです。「Things」の中には「モノ」だけ

でなく、「人」や「情報」を含むべきだと思いますが、日本

ではコンセプト的にこの｢関連性知｣の重要性の認知度

はまだ低いと思います。「IoT」にはRFID（トレーサビリテ

ィ）やスマート・グリッド、IT を使った水ビジネスも入って

いますが、｢関連性｣という視点からは明確にビジネスを

定義していません。あくまで、インターネットビジネスとい

う見方であります。 

「モノ」づくりから「コト」づくりという言葉も「モノ」づくりの

意味や物語性の重要性を示唆していますが、「モノ」や

｢人｣、そして｢情報｣、三者間の「関連性」の重要性は暗

示していません。「モノ」そのものの独自性や差別化、そ

して意味付け（＝「コト」）も重要でありますが、今後は「関

連性」の新規性が問われるようになってくると思います。

ここにサービス産業の本質があるような気がします。 

 

表 1 「関連性知」から生まれるビジネスの例 

 

５． おわりに 

1980 年代という日本の半導体が一番輝いていた時代

に研究者として活躍できたことに感謝申し上げます。ま

た、その当時、日立中央研究所で、大容量 DRAM のプ

ロジェクトを通じて世界に通用する数多くの研究成果が

出たことは注目に値すると思います。その原因として大き

なリソース（優秀な研究者と多額な設備投資）が投入さ

れただけでなく、日本のお家芸として DRAM の開発で

成功した技術者たちの自信 (我々でも世界を相手に勝

負できるのだ！) が良い結果を生んだのだと思います。

しかし、時代は大きく変わり、成熟期を迎えた半導体産

業の中で再度、輝くのは何時でしょうか。その鍵は｢知｣

であると思います。これからの 10 年間で世界は大きく変

わっていきます。BRICs や VISTA といった新興国が大

きなマーケットを提供しながら嘗ての日本がそうだった様

に、ものすごい勢いで伸びてくるでしょう。その時、我々

はどうすれば生き残っていくのでしょうか。1980 年代に

半導体物理や信頼性物理の｢知｣がその後の LSI の道

を切り拓いたように、システム、方式、アーキテクチャとい

う、より上流の分野で｢知｣を競う時代が日本にも来ている

感じがします。また、自然界の「原理原則知＝物理」より

も、社会･人間界の「関連性知＝ネットワーク性」が重要

になって来ています。我々は 21 世紀の「知のパラダイム

シフト」にも注意を喚起する必要があるでしょう。 
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observation of hot-carrier injection mechanism,” Jpn.J. Appl. 
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[3] E. Takeda and N. Suzuki, “An empirical model for device 
degradation due to hot-carrier injection,” IEEE EDL, vol. EDL-4, 
pp. 111-113, 1983. 
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overlapped device (GOLD) on deep submicron VLSIs,” IEEE Trans. 
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S. Asai, “An As-P(n+-n- ) double diffused drain MOSFET for 
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1．  「志村資料室」開設への私感 

技術ジャーナリストとしての私の半導体産業との関わ

りは早くも半世紀近くに及ぶが、その時間軸の長さと拙

い経験が買われてか、この度「日本半導体歴史館」の

ウェブサイトに「志村資料室」が開設される運びになっ

た。私自身は同歴史館のアドバイザリーボードの一員

として及ばずながらお手伝いをしてきた。それが何とも

晴れがましいことに私の名前を冠した資料室を立ち上

げて頂くことになったのだから、ミイラ取りがミイラになっ

たようなものである。 

資料室の冒頭にも記したことだが、第 2 次世界大戦

直後に誕生した半導体産業は 60 余年の年輪を刻み、

草創期はもちろん発展期の出来事や製品までが、

人々の記憶を含めて歴史の彼方に消え去ろうとしてい

る。現に、業界の再編や工場の改廃が繰り返される中

で、当時の技術資料や製品サンプルは予想以上に散

逸し、まるごと消失しているケースも少なくない。俳人中

村草田男は「明治は遠くなりにけり」と詠んだが、今日

では「戦後」さえも遠くなった。私の資料室がそんな技

術資産の空洞化現象をいくらかなりとも補完できるなら

望外の喜びというものである。 

振り返って、日本の半導体産業は米国をお手本にし

てスタートしたが、その技術や生産方式を積極的に受

け止め、時代時代の節目で、単なる「受容」を超えた、

内発的で創造的な役割を演じてきたように思われる。

日本が一時的にせよ、米国をしのぐ半導体生産国にな

ったのは、この産業にかかわり合った人々の叡智と努

力の賜物というほかはない。21 世紀を迎えた今日、日

本の半導体産業は非力の極みにあるが、「往時の勢い、

今いずこ」と嘆息するのは、私だけではあるまい。 

それはともかく、今回の作業に取り組んで改めて感

じたのは、日本の研究者や技術者が半導体時代の到

来を予感（というより予測）して早い時期から着実にそ

の準備を進めてきたという事実である。いささか大仰な

言い方になるが、その先見性と研究蓄積こそが、ベル

研究所によるトランジスタの発明を契機に開花し、米国

を追う半導体工業国の原動力になったともいえる。 

この点については資料室でも若干触れたが、本稿で

はさらにいくつかの資料を提示して私見を例証したい。 

 

２． 八木秀次論文の先見力 

よく知られているように、A.H.ウィルソンは金属にお

ける整流理論が確定していなかった 1931 年に「電子

的半導体理論」と題した論文を発表して、いわゆるウィ

ルソン模型を提示している。この論文には、自由電子と

自由正孔(キャリア)の概念が導入され、キャリアの数に

よって金属、半導体、絶縁体に区別されている。ウィル

ソン論文には表題を含めて「Semi-conductor」という

術語が用いられている。 

では日本で「半導体」という用語を初めて用いたのは

誰か。新田尚道の報告「朝日技報」（1994 年 7 月号）

によれば、日本の学術論文にこの術語が登場するの

は意外に古く、大正時代のことである。 

なかでも、最も古いと思われる論文は、1920（大正

9）年 3 月 20 日発行の「電信電話学会雑誌」に掲載さ

れた理学博士・小幡重一の「電子論及相対性原理概

要」とされる。文中には、「又半導体にあっては其導電

の一部は金属導電であり一部電解導電であるものもあ

ります。是等金属導電に非ざるものの特徴はオームの

法則の行はれない事であります」といった説明がなされ

ている。 

論文名に半導体という用語がずばり使われているも

のには、「電気学会雑誌」1925(大正 14)年 6 月号に掲

載されている岡部金治郎の「半導体の電導度測定上

に現はれる金属板の影響」がある。岡部は東北帝国大

学を卒業して 1928 年に陽極分割型マグネトロンを発

明し、44 年に文化勲章を受章している。 

トランジスタの出現など全く予期しなかった時代に半

導体の将来性を見抜いていたのは、八木アンテナの

発明者で、日本に弱電工学（今日のエレクトロニクスを

指す）の基盤を築いた八木秀次である。「電気通信学

会雑誌」1938(昭和 13)年 5 月号には、写真 1 に示す

ように、その八木の「電子管の将来」と題した特別講演

の全文が記載されているが、そこにはむしろ真空管時

代から半導体時代への転換が予見されていて驚かさ

れる。以下にその核心となる部分を引用する。 

日本の半導体研究事始 

諮問委員  志村 幸雄 

(技術ジャーナリスト、金沢大学講師) 
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「今迄の物理学にあった以前のモデルに依りますと、

世の中に電気を導く金属があり、導かない絶縁材料が

あることなどは説明出来ない。又半導体と云ふものは、

殆ど説明が出来ない。それは新しい物理学に於ては

分って来て居るのでありまして、ここらでは以前の考え

を変へて考へ直さなければならない。さうしたならば物

質の方面は非常に進む筈と思ひます。…私の信ずる

所は、技術の進歩は飛躍的に起って来る。それは役に

も立たないと思はれる基礎の学問を進めることによって、

横槍を入れて来るやうな進歩をするものである。電子

管の将来は主に材料の研究に支配されると思ひます

が、材料の研究、それは電子管に限らない。…新しい

物理学の理論並方法をもって研究しますと材料が非常

な勢ひで進歩する。是は近い将来のことでありませう。

さうすれば電子管などは革命的の何か変更を余儀なく

されてくると信じて居ります」 

この論文が発表された 1938 年といえば、ショットキ

ーダイオードで知られる W.H.ショットキーが金属-半導

体接合モデルを提案した年である。また、この 30 年代

は前出のウィルソンが整流理論を提唱(1932 年)し、

O.H.ヘイルが電界効果トランジスタの原型につながる

最初のアイデアを提案(1935 年)するといった半導体の

夜明けの時代だった。そんな時代の胎動を敏感に読

み取って、研究開発面の取り組みに「革命的な変更」

を促している八木の先見性は見上げたものである。 

 

３． 戦中からスタートした同好会・勉強会 

こんな背景のなかで、昭和 10 年代には早くも半導

体を対象にしたと思われる研究組織が誕生しているの

は興味深い。トランジスタ出現以前のことだから、半導

体といっても、蛍光現象に始まって電子放射、整流・検

波などに関わる「半導体的電気伝導材料」ともいうべき

ものが対象だったようだが、いくつかのグループが並走

する形で発足したことが確認されている。 

その流れの１つが電気放射同好会、蛍光体同好会

などの同好会活動。これは当時東芝に在職していた浜

田成徳、西堀栄三郎の両氏によって提案されたもので、

1941(昭和 16)年頃から研究者間の同好会活動として

全国各所に広がった。 

当時、幹事役としてこの運動の推進に当たった関壮

夫(後に日立製作所中央研究所副所長、日立電子取

締役)は、「当時、日本の若い研究者はそれぞれの研

究機関や企業や大学の中に孤立しており相互に接触

するのは年に 1～2 回の学会の堅苦しい会合だけとい

うのが普通だった。浜田、西堀の両氏は若い研究者た

ちが専門ごとの同好の士として手弁当で会合し、親しく

楽しく頻繁に報告し討論し合えるようにすれば、研究者

たちの競争心と協力心によって研究のレベルが向上し、

研究者のためにも企業や研究機関のためにもなるとい

う意見をもっていた」(西澤・大内共編『日本の半導体開

発』)と述べている。 

もっとも、この同好会組織は、政府が戦時下の日本

の技術レベルの向上のために利用することになり、名

称を「研究隣組」と改めている。その是非はともかく、こ

れが契機になって、自発的に結成された研究組織が

国家組織によって援助されることになったのである。し

かしその研究隣組も終戦とともに解散を余儀なくされて

いる。関は「若い研究者が同好会的な雰囲気で話し合

う会合は形を変えて戦後まで残り、今の半導体関係に

この雰囲気は濃いと思う」(同)と語っている。  

もう 1 つの流れは、大学の専門研究者を中心にした

勉強会的な集まり。その代表例が逓信省傘下の電気

試験所神代分室で展開された渡辺寧東北帝国大学教

授による「神代スクール」である。渡辺は当時、同試験

所の技師を兼務していたが、1939（昭和 14）年に神代

分室ができて以来、分室員に毎月 1 回、電子放射材

料としての半導体に関する講義を行っている。 

その教えを受けた前出の関が、「そのエネルギッシュ

で難解な内容に感嘆しつつ辟易しつつ勉強し、半導

体に対する興味と理解力を深めた」(同)と振り返ってい

る。 

この種の私的な同好会や勉強会の伝統は、戦後、ト

ランジスタ発明を契機にして発足した「トランジスタ研究

会」などに引き継がれた。まさに「ローマは一日にして

成らず」の感が深い。 

 

４． 終戦前夜に早くも専門書が登場 

トランジスタ出現の気運を予知したか否かはともかく、

第 2 次大戦終結前後に早くも半導体関連の専門書が

相次いで刊行されているのは、継続的な研究活動によ
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る蓄積があったればこそだった。 

当時からの古典的名著には、N.F.モット、R.W.ガー

ニーによる『イオン結晶論』があるが、この翻訳書が終

戦直前の 1945(昭和 20)年 1 月に丸善から出版されて

いる(写真 2 参照)。訳者は落合麒一郎、高橋秀俊、高

木豊の 3 氏。定価 8 円 10 銭で発行部数 3,000 部とさ

れている。 

 

訳文は「電子のぬけて居る場所のことを本書では

“正の孔”と呼ぶ。正の孔は恰も正の電荷を持ったもの

のごとくはたらく」といった具合で、いささか時代離れし

ているものの、訳者による序には、「近来隆盛に赴いて

居る導電体の研究或いは光化学現象等に本書の参考

されるところ少なくない。…原著出でてより既に4年、必

ずしも最新の書とは呼び難いであらうが、訳者たちは

其の生命のまだつきて居ないことを信じて、之を上梓

する次第である」と、その意気は軒高である。序の最後

に「昭和 19 年 3 月」とあるから、戦時下それも空襲が続

くさなかの訳出だった。 

ちなみに、W.S.ショックレーの代表的著作『半導体に

おける電子と正孔』の邦訳書は『半導体物理学』と題し

て 1957(昭和 32)年、吉岡書店から上下 2 巻で出版さ

れている。長文で難解な論文が川村肇のこなれた訳で

仕上げられている。写真 3 は、同書の刊行にあたって

ショックレーから寄せられたメッセージである。 

一方、日本人研究者による代表的著作として、

1950(昭和 25)年に産業図書から出版された『電子放

射と半導体』がある(写真 4 参照)。著者は川村肇(大阪

市立大学)、小林秋男、納賀勒一（いずれも東芝）、久

保亮五(東京大学)といずれも当時を代表する研究者で

ある。 

本書について著者の一人、久保が「日本物理学会

誌」第 32 巻第 10 号(1977 年)の座談会で次のように語

っているのが目を引く。 

「この表題は、ちょっとユニークである。外国にもこん

な題の本はないだろう。しかし、大げさにいえば、この

本は日本で近代物理が近代技術－この場合はエレク

トロニクスだが―に浸透し始めた時期の、ささやかな記

念である。このころのエレクトロニクスの花形であった真

空管、その基本である電子放射、その物理を固体電子

論の立場からアタックしようという意欲からこの本がやっ
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と生まれた。皮肉といえば皮肉、この本がやっと日の目

を見た頃、トランジスタが生まれ、数年たらずしてトラン

ジスタラジオが世を風靡し、真空管は影を潜めたが、

戦争のすこし前から興っていたこういう研究が、半導体

の新時代への日本としての地固めになったことを忘れ

てはなるまい」 

久保の話によれば、川村も含めて当時東芝マツダ

研究所に在籍していた 3 人と議論を交わすため、「川

崎工場の薄汚い研究所にたびたび出掛けて…これか

らの発展に役に立つような本を書こうと意気込んだ」と

いう。当時の研究者は『坂の上の雲』に登場する明治

の志士さながらに、新しい時代の到来を予見しながら

獅子奮迅の努力を積み重ねたのである。 

 

５． GHQ 経由のトランジスタ情報に敏感に反応 

ベル研究所におけるトランジスタ発明の情報が

GHQ(連合軍総司令部)を通じて日本の研究機関にも

たらされる経緯は資料室で詳しく述べているので重複

を避ける。 

私が注目しているのは、情報を入手した電気試験所

の駒形作次所長や前出の渡辺らが事の重大性に気づ

き、情報の整理や事後の対応策を的確かつ敏速に講

じていることである。 

実際、GHQ から入手したトランジスタ関連資料は少

なくとも3通あったとされるが、これらの文書は直ちに駒

形研究室で仕事をしていた佐々木亘(後に東京大学理

学部教授)の手で改めてタイプされ、関係者に配布さ

れている。私はこの実物を同試験所電子管部に所属し

ていた一宮虎雄(後に理化学研究所副理事長)に見せ

てもらい、そのうちの何枚かを写真に収めた。私が編集

長をしていた「電子材料」誌のトランジスタ発明 25 周年

記念特集号に収めるのが目的だったから、1972 年初

めのことである。 

写真 5 はその 1 枚で、ベル研の公式発表日の

1948(昭和 23)年 6 月 30 日に先立つ 6 月 23 日、米

国内で軍関係者らを対象にして開かれた特別説明会

の発表内容を参加者の一人がまとめたものである。説

明者はベル研の O.E.バックレーで、なによりもまず軍

への説明を優先している点が興味深い。 

他の 2 つの資料のうち、１つは同説明会のために用

意されたトランジスタの動作機構に関するノート（7 月 6
日付）、もう 1 つは 6 月 30 日の公式発表の際、R.ボー

ン部長が行った説明の要旨である。 

いずれの文書にもトランジスタ発明というパラダイム

の一大転換をやってのけたベル研究所の自信と高揚

感のようなものが溢れていて感慨深い。 

 

６． おわりに―先達から学ぶべきもの 

以上、我が国における半導体研究の黎明期の状況

を手許にある資料を中心にまとめた。かえりみて、半導

体という肥沃な土壌(ある米国の研究者は「インテリジェ

ント・エステート」と呼んでいる)は、研究者たちのロマン

や好奇心を満たすのに格好の対象であり、私どもの先

輩たちはその標的に向けて果敢に挑戦した。日の丸

半導体の低落現象を見るにつけ、「温故知新」、「隗よ

り始めよ」でこれら先輩たちの理念や行動原理に学ぶ

のも一案ではないか。 

なお、本稿の作成にあたっては、前出新田の論稿か

ら示唆を受けたことが多く、ここに謝意を表する次第で

ある。 

                       (文中敬称略) 
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＜沿革＞   会社設立 2009 年 6 月 

 

＜事業内容＞ 

人材紹介 ：技術職、専門職、管理職、総合職、一般職 

人材派遣 ：各種ｴﾝｼﾞﾆｱ、設計開発、各種研究開発職、 

        生産技術、設備技術、品質管理､生産管理、 

        ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ、安全管理等 

   (登録者数 ： 紹介、派遣 合計 500 名程) 

技術サービス ：各種生産設備の組立、立上､修理、 

ﾒﾝﾃ、改造、移設、ﾘﾌｧﾌﾞ、解体、廃棄等 

          ：中古設備、中古パーツの売買 

 

＜弊社理念＞ 

弊社の目標は、「人は生を享けた時から必ず世の中の

役に立つ」という理念のもと、100 人 100 通りの適材

適所を見極め配属出来る“人事”でありたいと考えて

おります。人材事業に携わる会社として、使命感を持っ

て社会貢献すべく取り組んで参ります。また、何事におい

ても積極的に挑戦する気持ちを持ち続け、お客様からの

ご要望はすべて「Yes」の返事で行動することを心掛けて

おります。 

 

＜人材サービスの特徴＞ 

弊社は主に技術職や専門職を中心に、半導体産業に

携わる国内、外資、海外におけるメーカーや商社の中途

採用を支援させて頂いております。研究開発や設計開発

等の技術者、設備保全やフィールドサービス等のエンジ

ニア、営業や経理等の専門職、工場長等の管理職やコン

サルタント等、幅広いニーズに対応致します。 

特に経験が必要な職種において正社員採用が難しい

ケースは、ベテラン層(高齢)の派遣も提案しております。

また、将来を担う若年層(未経験者)採用においては、紹

介予定派遣等のミスマッチを低減する取り組みも行って

おります。 

弊社の最大の特徴として、弊社派遣社員を派遣先企業

にて社員採用する、いわゆる“転籍”を推奨している点で

す。多くの派遣会社は売上の基である派遣社員の転籍を

認めておりません。優秀な人材であればある程、単価も

高く売込が容易だからです。 

 

なぜ、弊社は転籍を推奨するか？ 良く問い掛けられま

す。 

一つ目として、社員が一番活躍出来る時に、より安定し

た環境で仕事が出来るためです。社員の立場から考える

と派遣契約がずっと継続される保証は無く、常に不安が

付きまといます。派遣先にて採用されると、正社員という

身分が保証されます。また、それが実現するように常にモ

チベーションを高く維持しながら仕事に取り組むという波

及効果もあり、早期の成長・実績が期待出来ます。 

二つ目として、顧客の立場から考えると、教育してきた

人材を即戦力として迎え入れることが出来ます。さらには、

技術の流出を防ぐことにつながります。 

このように、両者(社員、顧客)にとってメリットが大きく幸

福な結果に繋がります。 

一方で弊社にとっては、即戦力の人材が居なくなり、

“売上減少”、“人材不足”というデメリットが大きいので

は？ というご質問も頂戴します。しかしながら、弊社はこ

う考えます。両者ともに良い結果となったことにより、弊社

の「応援団が出来た」と。目先の利益よりも人との繋がりが

大きな財産となるように、将来に向けて関係を築いていく

ように取り組んで行きたいと考えております。 

 

＜技術サービスの特徴＞ 

顧客へ派遣している弊社社員やご縁のある方々(社員

紹介した方等)から、相談されたことがきっかけで取り組み

始めました。特に、古くなって流通していないパーツや修

理を対応する業者が居なくなった設備等に関する案件が

多く、そのような問い合わせに少しずつ対応するようにな

りました。現在では実績も重ね対応出来る幅も広がってお

り、取り扱い製品も省エネ関連等、多種に亘っておりま

す。 

将来的にはこの技術サービス事業を通じて、若手エン

ジニアの育成及び、ベテランエンジニアの活躍の場を確

保出来るように取り組んで行きたいと考えております。 

 

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。 

まだまだ未熟な会社でございますが、皆様からの叱咤

激励を賜りたく今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 
(株)アビリーブ HP  http://www.abelieve.co.jp 

株式会社 アビリーブ 

代表取締役社長  吉崎 寛信 人材事業を通じて社会に貢献すべく企業活動を行っています 
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事務局長 就任挨拶   理事 内海 忠     (2011 年 10 月 1 日 就任) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

事務局長 退任挨拶   理事  片野 弘之   (2011 年 9 月 30 日退任) 

新旧事務局長 挨拶 

この度、事務局長に就任

いたしました内海です。 

前任の片野さんは、7 年間

にわたり事務局長を務めら 

れ、その間、理事長交代、一 

般社団法人化、協会名称変 

更等、協会活動推進上の波

を乗り切ってこられました。大変なご苦労だったと思いま

す。本当にご苦労様で  した、又、お疲れ様でした。 

この半年間、交替に先立ち、事務局の業務をお手伝

いしてきました。軽い気持ちで事務局長を引き受けるこ

とにしたのですが、業務範囲が多岐にわたり実情を知

れば知るほど大変さが解ってきて、正直、務まるのかと

心配が増えるばかりです 

さて、協会も設立から 13 年を経過し、取り巻く環境も

大きく変化しています。協会自身も変化をしなければな

らない時期だと思っております。 

 

昨年度、法人化を期に今後の 10 年間をにらんでビジョ

ンの策定を行いました。 

ビジョンのキーワードは「繋がる」であり、当協会をキー

ステーションとして、個人会員、賛助会員企業の繋がりが

広がる、これが協会の提供するサービスの源泉だと感じ

ています。 

しかしながら、現状では、この 1 年間で協会が行ってい

る活動に参加した会員は 50%程度であり、まだまだ活性

化、サービスの向上を必要としているのではないでしょう

か。一方、協会の運営を維持拡大するためには財政基盤

の強化も又必要とされています。 

当然、このような課題を解決し、協会の存在意義を高め

ていく活動の中心は、各委員会活動ですが、より組織的

かつ円滑な運営が出来るよう環境を整備し、裏方に徹し

て活動を支援することが事務局の役割と認識しています。

役不足ではありますが、このような思いで、事務局長を務

めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

この度、9月30日をもって事務局長を退任いたしまし

た。10月1日より後任として理事の内海忠様に引き継い

でいただきます。何卒、私にお寄せいただきましご指

導、ご支援を同様に後任事務局長にもお寄せいただき 

ます様宜しくお願い申し上げます。 

2004 年6 月の中旬、金原諮問委員(当時)からお電話を

頂き、半導体シニア協会の事務局長の座が空席になる

ので、2～3 年務めてくれないかとのお誘いがありまし

た。数日後にご指定いただいた場所で、金原様、梅田

様(当時運営委員長)にお会いして、お引き受けすること

になり、その週に開催された 6 月度の運営委員会にオ

ブザーバー参加させて頂きました。翌日に会員として入

会手続きを済ませ、6 月末から事務局勤務が始まりまし

た。当時の事務局は神田駅近くの日本橋室町でした

が、既にその数ヶ月前に賃料の安い新宿への移転が決

まっていて、事務局業務の勉強・見習い・引継ぎと引越

準備の慌しい日々からのスタートでした。 

右も左もわからぬ中での混乱と 

失策の繰り返しの日々で、運営委 

員、各委員会の委員長・委員、会 

員の皆様のご理解とサポートがな 

ければ任務は続け得なかったと思 

っております。人材情報センター、 

10 周年記念行事、一般社団法人 

化移行、会員拡大計画、地区活動 

の活性化など、どれをとっても対症療法的な対応で、満足

に取り仕切ったと思えるものはなく、自己評価点は 50~60
点です。 

幸い、現在は理事会、執行会議というしっかりした体制

が整い、軌道に乗ってきています。明晰な内海事務局長の

もと、社会に貢献する半導体産業人協会としての発展をお

祈りします。 
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新入会員 (2011.7.1～2011.9.30) 

個人会員              (ご入会順、敬称略) 

梁  軍     東田  美登里    宇佐美 光雄 

早田  智    向   喜一郎     小原  操 

深井  功    小林  伸至 

 

* 新たにご入会の皆様、宜しくお願い申し上げます。 
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SSIS 特別シンポジュウム開催のご案内 

 『大震災を乗り越えるニッポン半導体の挑戦』 

    ＝半導体産業復権に対する提言＝ 

・日時 ： 11 月 14 日(月) 14：00－17：00 

・場所 ： 全林野会館プラザフォレスト(東京・文京区) 

・主催 ： 一般社団法人半導体産業人協会 

 協賛 ： 一般社団法人電子情報技術産業協会 

       SEMI ジャパン 

 後援 ： 社団法人日本半導体製造装置協会 

       社団法人日本半導体ベンチャー協会 

       日本半導体商社協会 

・内容 ： 

(1) 挨拶    SSIS 理事長       牧本次生氏 

(2) 基調講演  IHS アイサプライジャパン(株) 

                          南川 明氏 

(3) SSIS からの提言   SSIS 論説委員長 

                         釜原紘一氏 

(4) パネルディスカッション 

  パネラー 

   一般社団法人電子情報技術産業協会 

                            山口純史氏 

   グローバルファウンドリーズジャパン(株) 

                                  吉澤六朗氏 

IHS アイサプライジャパン(株)    南川 明氏 

    (社)日本半導体ベンチャー協会  釜原紘一氏 

  モデレータ  (株)産業タイムズ社    泉谷 渉氏 

 (5) 懇親会 

◎参加費 ： 無料  但し、懇親会は 2,000 円 

◎参加お申込：一般社団法人半導体産業人協会事務局宛 

<奮ってご参加ください>詳しくは HP でご覧下さい。 

URL：http://www.ssis.gr.jp 
 

      会員状況 (9月 30日現在) 
    個人 316名、賛助  43団体       

2012 年度社員総会・特別講演会の予告 

2012 年度の社員総会/特別講演会の開催を下記のと

おり予定しております。 

開催期日 ： 2012 年 2 月 17 日(金) 

開催場所 ： 全林野会館プラザフォレスト 

         東京都文京区大塚 3-28-7 

プログラム 

・諮問委員会 ： 13：30－14：30 

・社員総会   ： 15：00－17：00 

・特別講演会 ： 17：30－19：00 

  講演  『スマート革命が開く新しい社会』 

       ＝エネルギー問題の 1 つの処方箋＝ 

  講師   貫井 清一郎氏 

         アクセンチュア株式会社 執行役員 

        通信・ハイテク本部 統括本部長 

・懇親会    ： 19：00－20：00 

◎日本半導体歴史館『志村資料室』を開設 

新しい展示室としてこの度「志村資料室」を開設いた

しました。 

長年に亘り半導体業界を取材されてこられた志村氏 

が貴重な写真や資料を基に、日本の半導体史に残 

る特筆すべき逸話 100 編を纏めて戴きました。 

今回、そのうち第Ⅰ部として、初期のトランジスタにま

つわる逸話 35 編を掲載いたしました。是非、ご来館

下さい。引き続き第Ⅱ部、第Ⅲ部と掲載いたします。 

ご期待下さい。 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－- 

◎『半導体アドバンスト講座』成功裡に終了 

 10 月6日、7 日の 2 日間にわたり第2 回のアドバンス

ト講座が全林野会館で開催されました。昨年の受講

企業の要望を参考に、初日、2 日目個別に受講でき

るようにし、大変好評でそれぞれ 26 名、19 名の参加

を戴きました。 




