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2011年3月11日の大地震・巨大津波によって東
北・北関東一帯は壊滅的な被害を蒙った。約2万人
が犠牲となり、建物被害は約37万戸におよんだ。今
日においても多くの人々が、将来への不安を抱えな
がらの生活を強いられており、心からお見舞い申し
上げる次第である。
この地区には半導体関連企業が数多く立地してお
り、その被害が大きな注目を浴びた。そのような中
で明らかになったことの一つは、半導体が日本にと
って、如何にかけがえのない産業であるかというこ
とである。被災した半導体工場で作っていたマイコ
ンが手に入らなくなったことで、自動車やテレビな
どのハイテク製品の生産ができなくなり、国内のみ
ならず、海外にもその波紋が広がった。被災工場の
復旧支援のために、国内各地の企業から一時期2500

人の応援者が集まったといわれている。
半導体工場の被災によって、半導体製品だけでな
く自動車の輸出が激減した。自動車の輸出減の大き
な要因は半導体不足によるものと言われており、半
導体が輸出減の大きな要因だったのである。ここで
大震災直後の第2四半期（4月－6月）の統計を見てみ
よう。
自動車と半導体をあわせた輸出額は対前年1.1兆
円のマイナスであった（－32％）。このマイナス額
は輸出全体のマイナス額（1.4兆円）の8割をも占め
ている。これによって貿易収支は1.2兆円の赤字と
なったが（前年同期は1.8兆円の黒字）、赤字になっ
たのは統計開始以来はじめての事である。貿易立国
の日本にとって「貿易収支の赤字」は由々しき問題
であり、国の存立基盤を危うくする。その鍵を握っ
ているのは半導体である。
私は2006年に「一国の盛衰は半導体にあり」を上
梓した。国の盛衰と半導体の盛衰とは相互に強く結
びついていることを述べたものである。
その中で以下の点を挙げている。
・「日本の奇跡」ともいわれた戦後復興を支えたのは、

世界に先駆けて半導体
を家電品に応用し、巨
大な輸出産業を創出し
たことによる。
・90年以降の「日本の失
われた20年」では国全体と半導体が同期して勢い
を失っている。
・米国は80年代に半導体とともに国の勢いを失い、
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言わしめる
屈辱の時代となった。その後、総力を結集して半
導体の強化につとめ、復権を果たした。今日、ア
ップル、グーグル、インテルなどのハイテク産業
が米国の牽引車となっているが、その基盤を支え
ているのは、言うまでもなく半導体である。
・アジアにあっては韓国、台湾、シンガポールなど
の目覚しい発展の背景には半導体への国を挙げて
の取り組みがある。強力な半導体エンジンを育て
たのである。
さて、これまで日本半導体は長期低落傾向にあっ
たが、大震災の後で「半導体ユーザーの日本はずし」
と「半導体メーカーの日本離れ」の動きが顕在化し
つつある。この様な動きは低落傾向にあった半導体
に対する強烈なパンチである。
半導体はあらゆるハイテク産業の基盤であること
に変わりはなく、更に21世紀型の新産業――環境、
エネルギー、電気自動車、ロボット、医療・健康な
ど――にとって欠くことはできない。半導体を失っ
て日本の将来はない。
そのために最も大事なことは、国民全体が新しい
マインドに切り替えて将来に立ち向かうことであ
る。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれた
時代はとうに過ぎ去ったが、いまだにその残渣は消
えていない。そのようなマインドを完全に払拭し、
「ジャパン・アズ・チャレンジャー」としてのマイン
ドに切り替えなければならない。そこから国の再建
が始まるのだ。

牧本次生（半導体産業人協会 理事長）

半導体を失って日本の将来ありや？

特集号

シンポジウム「大震災を乗り越えるニッポン半導体の挑戦」の報告
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シンポジウム 

半導体復興への提言 
提言書 

・半導体単独の売上はＧＤＰの１％弱、 

しかしアプリケーションマーケット、 

他産業への波及効果を入れると製造業の 

44％に達する！  

・半導体による雇用は２０万人 

アプリケーション産業も入れると 

雇用は２４０万人 

・半導体はエレクトロニクス機器、自動車等の 

産業の根幹 

・機能、性能、品質、信頼性、コスト等は 

半導体が鍵を握る 

・半導体無くしてこれら産業は成立しない 

・環境、エネルギー（スマートグリッド、省エネ含む）、 

医療等も半導体無くして成り立たない！ 

大震災後のニッポン 

半導体復興への提言 

    釜原 紘一 
半導体産業人協会  論説委員会委員長 

                                                        

 

論説委員会では、日本の半導体産業が永年の低迷から抜け

出せない状況を踏まえ、2010年度の活動として「日本の半導体

産業復興への提言」をまとめ、Encore 誌 2011 年 4 月号に掲載

させて頂いた。ところが2011年3月11日の東日本大震災が起

こり、日本の半導体産業は未曾有の危機に直面することとなっ

た。これにより日本半導体衰退の流れが一気に加速する恐れ

が生じ、半導体に基盤を置くエレクトロニクス産業、自動車産業

等の弱体化も予想され、さらに今後の成長が期待される環境、

新エネルギー、医療等の分野も伸び悩む恐れが生じた。 

このまま放置すれば日本半導体の将来は無い、ここで何か

手を打つべきであるとの思いで論説委員会では昨年度の提言

を見直し、大震災後の状況も踏まえた提言をまとめ、11月14日

のシンポジウムにおいて報告した。以下はその概要である。 

 

１．半導体産業は 1％産業にあらず 

WSTS 出荷統計によれば 2010 年の世界の半導体市場は

2,983 億ドルで、そのうち日本市場は 466 億ドル、世界市場の

16％を占めている。一方経産省生産動態統計によれば 2010

年の日本国内での半導体生産は 3.8 兆円であった。そしてそ

の年の日本の GDP は約540 兆円だったので、日本における半導

体の市場規模や生産額はGDPの 1％足らずと言う事になる。 

しかし、半導体技術を基盤とするアプリケーション産業は製

造業の 44％に達し、また半導体・製造装置関連産業における

雇用者は約20万人、半導体アプリ産業の雇用者は240万人に

もなっていて、半導体の波及効果は非常に大きいものがあると

言える（注）。   [ 注 「知られざる半導体産業のインパクト」 

半導体産業研究所  ] 

半導体はエレクトロニクス機器、自動車等の主要産業の根幹

をなすものであり、その機能、性能、品質、信頼性、コスト等は

殆ど全て使われる半導体によって決まってしまう、半導体無くし

てこれらの産業は成り立たないといっても過言ではない。それ

は今回の大震災によりマイコン等の供給が不足して、国内外の

自動車が大幅減産を余儀なくされたことからも窺い知れる。 

また、これからは環境、新エネルギー分野（太陽光発電、風

力発電、スマートグリッド、省エネ技術等）、医療分野などが大

きく伸びると期待されているが、これらはみな半導体無くしては

成り立たないものである。 

 

２．半導体産業の衰退は国家の将来を危うくする 

上述の通り半導体産業が衰退すれば、エレクトロニクス産業、

自動車産業等の衰退を招き、環境、エネルギー、医療分野な

ど今後期待の産業も伸び悩む恐れがある。これは雇用の大幅

減と外貨を稼ぐ産業の縮小を招き、ひいては GDP の縮小へと

繋がって行く。 

1.巻頭言 大震災を乗り越えるニッポン半導体の挑戦  牧本次生理事長 1頁

2.提言 大震災後のニッポン半導体復興への提言 釜原紘一 2頁

この提言を業界に広く訴える一つのイベントとして以下のシンポジウムを開催した 

3.シンポジウム報告 

*基調講演  今後10年で半導体消費は様変わりする 南川 明 5頁

*パネルディスカッション 

・日本半導体産業復権に対する提言 山口純史 9頁

・大震災を乗り越えるニッポン半導体の挑戦 吉澤六朗 12頁

・パネルディスカッション  14頁
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・企業自身の問題も大きい 

製品戦略、国内志向、横並び経営、 

希薄なコスト意識、マーケティング力、技術力 

半導体産業が衰退すれば 

⇓ 

エレクトロニクス産業、自動車産業等の 

衰退を招く 

⇓ 

環境、エネルギー、医療等 

今後期待の産業も伸び悩む 

⇓ 

雇用が激減する 

外貨を稼ぐ産業が縮小する、GDP が減少する 

半導体産業が衰退すれば 

⇓ 

ハイテクの心臓部を海外に握られる 

⇓ 

製造業のリスク増大、国家安全保障の危機を招く 

加えて産業の根幹となる半導体デバイスを外国に握られる

事は製造業のリスクを増大させ、国家安全保障の危機を招く恐

れがある。それは、昨年夏、海外からのLSIが入手できなくなっ

た為、日産自動車のラインがストップした事や、近年世界で圧

倒的シェアを持つ中国がレアメタルの輸出を制限して、世界の

産業界に多大な影響を及ぼしている事などを見れば、明らかである。

半導体産業が衰退すれば、日本の将来は極めて危うい。 

 

 

３．東日本大震災で事態は更に悪化した 

 

東日本大震災により被災地の半導体工場が甚大な被害を被

ったため、半導体のサプライチェーンが破壊され、マイコン等

の供給が大きく滞る事態となった。この為、国内外の自動車が

大幅減産を余儀なくされ、このことから半導体の調達を日本以

外に求める「日本外し」が発生した。更に福島第一原発の事故

により、定期点検中の各地の原発の運転再開の見通しが立た

ず、これから定期点検に入る原発も次々運転が止まったままに

なる事が予想され、長期にわたり電力の供給が不足する恐れ

が生じてきた。それに最近の超円高も加わって海外への生産

シフトの動きが活発化している。 

 

このまま何も手を打たなければ日本の半導体産業は縮小し

ていくのみであり、ここは思い切った手を打つべきである。この

期に及んでも思い切った事が出来ないようでは日本半導体の

明日は無い、これがラストチャンスである。 

 

４．半導体製造特区の設置を提言する 

特区設置により製造業が負うハンディキャップを解消し、海

外企業及び海外での生産と同じ条件で戦えるようにする。 

（1）半導体産業育成の要因 

 

半導体産業が育つためには、先ず良い土壌（インフラ）が必

要である。良い土壌をつくる事は、国や自治体の仕事である。  

そして企業は土壌を良くしてもらう為に、政治家や行政機関

に正しい情報を提供し、現状を正確に認識してもらうよう努力

する必要がある。そして良い土壌に種をまき肥料をやって育て

るのは企業の仕事であり責任である。残念ながら今の日本はこ

の二つとも上手く行っていないのではないか？ 

 

日本のインフラの悪さはまるで製造業は外へ出て行けと言わん

ばかりである。高い税金、高い電力料金、電力供給不安、高い土

地代、高い人件費、諸々の規制など国際的な厳しい競争に晒され

ている製造業にとって不利な要因ばかりが並んでいる。業界とし

てはこれらの改善を国に対して強く訴える必要がある。 

企業自身に起因する問題はこれまでにも多くの議論がなさ

れており、それを繰り返すことは避けたいが、事業戦略（製品

戦略、国内志向、横並び経営等）の問題、コスト意識、マーケテ

ィング力（製品・市場動向の把握、新市場の開拓等）、技術力

（品質とコストのバランスに関わるもの）などの弱さが指摘されて

いる。しかし、論説委員会ではこれらは個別の企業に関わる問

題であり、SSIS が関与する問題では無いと考える。我々の提言

は日本企業が上述の問題を解決し、体質が強化されることを前

提としている。 

（2）半導体製造特区設置提言の理由 

日本企業がグローバル化を進め世界的に強くなることは非

常に重要である。しかしながら、国内における製造を確保する

事はそれに劣らず重要であると考える。製造はモノづくりのノウ

ハウ蓄積に不可欠である。製造現場が存在しない所でどうやっ

て技術を蓄積できるだろうか？ 製造業はまた、エンジニア、事

務員、マネジメント、ワーカ、パートタイマー等多種多様な人材

に対し雇用の機会を与えるものである。 

・半導体単独の生産規模、市場規模のみで 

半導体産業を軽視する事は 

重大な誤りを犯すことになる 

・半導体は国の戦略的重要産業と 

位置付けられるべきものである 

・ユーザー間で半導体調達の「日本外し」が発生  

電力供給不安の為､海外生産シフトが加速 

・今が半導体で思い切った事をやれるラストチャンス 

・半導体産業が育つ 2 大要因 

①良い土壌（インフラ）・・良い土壌 

をつくるのは政治の仕事 

②土壌に良い種をまき肥料をやり 

育てるのは企業の仕事、責任 

・日本の土壌（インフラ）は極めて悪い！ 

高い税金、高い電力料金、電力供給不安、 

高い土地代、高い人件費、超円高、諸規制 
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実効法人 業務用電気 工業団地地価

料金 （１平方メートル）

税率（％） （円/KW）

日本（横浜） 40.69 10.6～11.5 14万8458円

韓国（ソウル） 24.2 4.5 2万0800円

中国（上海） 25 9 6900円

台湾（台北） 17 6～８ 5万7500円

　　2010年度JETRO調べ2011年9月読売新聞

・世界で最も進んだ優遇税制を導入 

・加速償却により投下資本の早期回収が 

可能な償却制度の導入 

・投資に対する免税制度の導入 

・安い電力の供給、安い土地の提供 

・諸々の規制緩和 

・誘致企業は国籍を問わない 

・環境・新エネルギー関連企業、グローバルな基盤を 

持つ研究所（ＩＭＥＣ等）などの進出も歓迎する。 

一案として、被災地に半導体の拠点をつくる事を提案！  

・思い切った復興策に「半導体製造特区」構想は 

馴染み易い、広大な土地の確保が可能、  

・多くの人々に雇用機会を与えられる、工場は高台に 

建て、最先端の免震耐震構造を採用し地震・津波 

対策に万全を期す（国の支援を受ける） 

（3）半導体製造特区の内容 

製造インフラに関するアジア主要国と日本の比較データの一部

を下表に示す。この種のデータはこれまでにもいろいろなところ

で紹介されているので深く立ち入らないが、日本が競合するアジ

ア各国・地域に比べて極めて不利な立場にある事は明確である。 

我々が提案する特区では世界で最も進んだ優遇税制の導

入、加速償却により投下資本の早期回収が可能な償却制度の

導入、投資免税制度の導入、安い電力の供給、安い土地の提

供、その他諸々の規制緩和の実施などを行う。 

一案としてこの「半導体製造特区」を被災地に造る事を提案する。

被災地では思い切った復興策が検討されているが、この「半導体

製造特区」構想も思い切った施策であり、復興政策に取り入れ易

いと考える。特区には広大な土地が必要とされるが、被災地では

土地の確保も比較的容易であると思われる。また、職場を失った

多くの人に雇用の機会を与えることもできる。 

 

もちろん工場は高台に建てて津波対策には万全を期し、世

界最先端の日本の免震技術、耐震技術を取り入れるなどの地震対

策にも万全を期す。これらの費用は国の支援を前提とする。 

安い電力確保のために特区内に小型発電所を建設し、送電、

保守、保険などのコストを抑制する。また最初に進出した企業

には、例えば10年間無税とするなどのインセンティブ政策を取

る事も考える。特区には半導体メーカのみならず、材料、半導

体製造装置等周辺産業や研究所の進出も促し、大きなハイテ

ク・クラスターを形成するようにする。 

特区に進出する企業は国籍を問わない事とする。現実的には

投資意欲のあるメモリ製造の東芝、エルピーダ、ファウンドリーの

TSMC、グローバルファウンドリーズ、サムスン、日本に多くの顧客

を有するインテル等が進出企業の有力候補になると思われる。さ

らにパワーデバイスなどの環境・新エネルギー関連企業、さらに

はグローバルな基盤を持つIMEC等の研究所の進出も促す。 

特区は海外企業が魅力を感じるような内容でなければならない。

また、海外企業にとっては、①日本には、電子機器、自動車など

の分野で世界的な半導体ユーザーが多く存在する、②理工系教

育機関が多数あり、優秀なエンジニアの供給が可能である、また

訓練された優秀なワーカの供給も可能である、③ユニークで高度

な技術、技能を保有する多くの中小企業が存在しその利用が可能

である事、などが魅力となるであろう。 

特区で日本企業は何を作ればいいかと言う問題は、本来個別

企業の戦略に関わる問題であるが、日本がまだ戦えている製品、

例えばメモリ、マイコン、パワーデバイスなどが作るべき製品の有

力候補となろう。これらの製品についても将来にわたって戦える

製品で有り続けられる保証は無いので、製造特区の活用は必要

になるだろう。 

５．結言 

半導体製造特区を造る事によって国内における半導体製造

が確保され、それが一つの要因となって日本半導体が強化さ

れれば、エレクトロニクス産業や自動車産業の競争力維持と発

展が期待でき、それが雇用の確保増大へと繋がり、最終的に

は GDP の伸びが期待されるようになるだろう。 

 

論説委員：  釜原紘一委員長、 市山壽雄、 相原 孝 

川端章夫、高橋令幸 

アドバイザー：溝上裕夫、和田俊男 

 

・特区内に小型発電所を建設し、 

安い電力を確保！ 

・最初に進出した企業には１０年間無税とする等の 

インセンティブを！ 

・材料、半導体製造装置などの半導体周辺産業、 

研究所の進出も図り、 

一大ハイテク・クラスターを形成 

・「半導体製造特区」設置により、 

  日本企業が負うハンディキャップを解消！ 

・日本企業が世界的に強くなる事と 

同時に国内製造の確保も大事！ 

・製造はモノづくりノウハウ蓄積に必要 

製造はあらゆる人々（エンジニア、 

ワーカ、事務員、マネジメント、等）に 

雇用機会を与える 

・半導体は他産業への波及効果大！ 
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M&Aによる新興国市場開拓の事例
東芝 スイスの大手スマートメーターメーカー、ランディスギアを買収（約1800億円）
NTTデータ イタリアの情報システムメーカー、バリューチームを買収（約300億円）
楽天 ドイツ電子商取引サイトの大手。買収額は非公開だが数十億円
ダイキン工業 トルコの第2位の空調メーカー、エアフィル社を買収し（買収額約200億円）、トルコ市場へ本格参入する

武田薬品工業
スイス製薬大手ナイコメッド（チューリヒ）を2011年9月までに買収。96億ユーロ（約1兆1100億円）で完全
子会社化し、東欧などの市場へ本格進出する

コクヨ
インドの文具メーカー大手、カムリン（ムンバイ）を2011年内にも買収する。インド市場に進出するほか、
両社で協力してアジア市場を開拓する

今後 10 年で半導体消費は  

様変わりする 
                    南川 明  副社長 
                    IHS アイサプライ・ジャパン㈱ 

 
1.日本の製造業の空洞化 

急激な円高により、日本の製造業を海外に移して行く記

事が多くなっている。 昨年末、経済産業省が輸出製造企

業など 102 社に対して行ったアンケートによれば、円高が

継続した場合、製造企業の 4 割が「生産工場や開発拠点等

を海外に移転」、6 割が「海外での生産比率を拡大」と回答し

た。流石にこのままでは持たないというのが事実なのだろう。 
 

現在、日本の製造業が置かれている環境で問題となって

いるのが、以下の 6 つと言われている。 
 

① 円高 
② 高い法人税 
③ 貿易自由化（FTA 締結）の遅れ 
④ 突出して高い二酸化炭素の削減目標 
⑤ 厳しい解雇規制など高い労働コスト 
⑥ 高い電気料金と電力不足 

従来は、国内拠点では高付加価値品、海外拠点では汎

用品というすみ分けが一般的だったが、震災以降は電力不

足への対応や海外顧客からの要望などにより、高付加価値

品の生産を海外に移転する事例が増えてきた。 
 
   
以下に幾つかの事例を紹介する 
A）リスク分散のために海外生産にする例 

NOK
現在、日本だけで生産している自動車向け変速機用オイルシールの一部を海外の工場に移す。
二本松事業場（福島県二本松市）で生産する部品を中国とタイの両工場に分散する考え（2012年度までに）

HOYA
半導体の生産に不可欠な原版部材「マスクブランクス」を海外生産する（1年半後を目安に生産開始予定）。
同社は現在、同部材を山梨県北杜市の長坂事業所1拠点で生産している

リコー
カラー印刷に適した複合機用の新型トナーを米ジョージア州の拠点で生産することを検討中。
現在の生産拠点は、東北リコー（宮城県柴田町）と沼津事業所（静岡県沼津市）の2ヵ所で、東日本大震災で
東北リコーが被災したことを受け、リスク分散を図る。

クラリオン
タイにカーオーディオ等の車載機器の生産拠点を建設する（2012年4月生産開始予定）。
タイは世界の自動車メーカーの工場集積が進み、今後も需要が拡大すると判断。
ＦＴＡを生かして、インドや欧州などへの輸出拠点として活用する。

旭化成

韓国で200億円を投じ、家電や自動車に使うABS樹脂の主原料であるアクリロニトリルを８割増産する（2013
年1月稼働予定）。
これにより同社の韓国拠点が同原料では世界 大の生産拠点となる。
FTAに積極的で輸出に適した韓国を同原料の中核生産拠点と位置づけ、海外需要を取り込む。

東レ
韓国に炭素繊維工場を新設する（2013年１月稼働予定）。
韓国のほか中国などアジア市場の需要増を見込む。韓国政府が各国とのＦＴＡの締結を急いでいることも、輸
出拠点として韓国を選択する一因となった。  

 
B）M&Aを伴い海外シフトする例 

 

シンポジウム 
半導体復興への提言 

基調講演 
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C）震災の影響で生産シフトを促された例 

宇部興産 
サムスンと合弁で耐熱性の高い樹脂材料を韓国で生産する（2011 年 8 月に新会社設立）。基板をガラスから樹

脂に置き換え、折り曲げ可能なパネルの実用化につなげる 

日立化成 
リチウムイオン電池の負極材で世界シェア首位の同社は、2012 年 3 月をめどに中国・山東省で生産を開始す

る。同社が負極材を海外で生産するのは初めて 

住友化学 
サムスングループと合弁でスマートフォン用のタッチパネルの工場を韓国に建設する（2012 年 1～3 月稼動予

定） 

日立金属 

今夏の電力制限をにらみ、真岡工場（栃木県真岡市）で生産している自動車部品の生産の一部を米国と韓国

に移管。現在は安来工場（島根県安来市）のみで生産している自動車用ピストンリング材で初めて海外生産に

踏み切る（中国蘇州） 

三井金属 
スマートフォン向けなどで世界シェア 9 割を握る極薄電解銅箔の新ラインをマレーシアに設ける。従来はノウハ

ウを保持するため、上尾事業所（埼玉県上尾市）のみで生産してきた 

三井化学 
食品のレトルトパウチ包装などに使われる独自素材で、これまで国内のみで生産していた高機能ポリエチレン

の一種をシンガポールで生産する。国内に匹敵する年産 30 万トンの工場を建設する計画で、2014 年稼動予定

三井金属 スマートフォン用の回路基盤の銅箔生産の一部を国内からマレーシアや台湾に移転 

NOK 中国やタイで自動車の油漏れを防ぐシールの増産を検討 

HOYA 
半導体生産に不可欠な原版部材「マスクブランクス」の海外生産を今後１年半以内に実施。またカメラ用のレン

ズに使うガラス材料の海外生産も検討 

ルネサス 同種類のマイコンなどの生産を国内外の複数工場に分散させる計画を策定 

リコー カラー印刷に適した複合機用の新型トナーを米ジョージア州での生産を検討 

メイコー プリント配線板の汎用品の生産を被災した宮城工場（石巻市）から中国の武漢工場に切り替え 

サンデン 自動車用コンプレッサーのタイや中国での増産を予定 

森精機製作所 
生産拠点の世界分散を掲げ、欧州 大手の独ギルデマイスターの出資比率を引き上げると同時に、中国 大

手の瀋陽機床を含めた 3 社の合弁生産を検討 

東芝 
2011 年度経営方針説明会で BCP 対応力強化などを理由に海外での生産比率を現在（10 年度）の 53％から

60％に引き上げ（13 年度） 

 
 
理由は様々であるが、過去のシフトとの大きな差は素

材系や技術流出の理由で海外シフトをしなかった企業が

動き出していることだ。 

2．日本での半導体製造は無くなるという議論 

ここで、半導体業界について考えてみたい。 

1980 年代に日本は円安の恩恵を受け、半導体やエレ

クトロニクス製品を輸出して外貨を稼ぎ、世界でトップに

上り詰めた。しかし、1985 年のプラザ合意を境に円高が

進み、今も円高で苦しんでいる。一方、韓国はウォン安で

急成長を続けている。 

日本の高コスト体質は誰もが認識しており、海外移転

は仕方ない事だと考えられている。しかし、本当にそれを

鵜呑みにして良いのだろうか。最近TI がスパンションジャ

パンの会津工場を買収しアナログ製品を製造すると発表

した。また、オンセミコンダクタは三洋電機の半導体事業

を買収することに決めたことには理由がある。この 2 社が

日本の製造拠点を求めた理由は何だったのか？ この事

実が日本の製造業の生き残りを意味しているのではない

か。海外メーカーがなぜ日本の製造拠点を持つ意味を

再確認すべきである。 

確かに日本の半導体製造コストはアジアと比較して2-4

割程度高いと見られる。しかし、高品質・高信頼性の製品

を長期間にわたり安定的に出荷する能力はずば抜けて

高い。また、新製品投入からの立上スピード、トラブル時

の対応スピードなども優れている。特にアナログ IC やミッ

クスドシグナル IC、パワー半導体などは特性のバラツキ

は工場によってかなり違ってくる。ここは日本の工場が最

も得意とするべき製品なのだろう。More than Moore とよ

ばれるアナログ、パワー半導体、LED、センサー、MEMS

などはまさに日本での製造に意味がある製品だと思われ

る。 

3．消費市場を分析する 

１）世界の消費市場 

2009 年の世界の消費支出は 35 兆ドルで前年から 3％

減であった。08 年の 9％増と比べて減少したのは金融危

機の影響による。2009 年の新興国の世界の消費市場に

占めるシェアは3割(31.3％)であり、先進国は7割(68.7％)

であった。新興国シェアは 2020 年には 40%を超えると予

測されている。 

こうしたアジア新興国における個人消費が拡大する中

で、中間層（世帯可処分所得5,000以上35,000ドル未満）

の拡大が注目される。アジア新興国における中間層は、

2000 年に 2.2 億人から、2010 年には、9.4 億人に拡大し

ており、米国、EU を合わせた人口規模を上回っている。

また、アジア新興国における中間層は、2020年には20億

人に拡大することが見込まれており、世帯可処分所得

35,000ドル以上の富裕層2.3億人と合わせると、アジア新

興国全体の 3 分の 2 を占めるまでに拡大すると予測され

ている。この予測で行くとすれば 2010 年から 2020 年まで

にアジア新興国で約 7.2 億人、その他新興国で約 1.8 億
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人の計 9 億人のエレクトロニクス購買層が誕生する。やは

りこの 10 年間はアジア新興国地域をターゲットにした戦

略が求められる。特に中国、インド、インドネシアの中間

層はこの 10 年で 2 倍以上に膨らむと予想されている。そ

の他新興国ではブラジルとパキスタンが市場規模と成長

率から注目される。 

 

図-1 世帯可処分所得別の人口推移 

出典：Euromonitor International からアイサプライ作成 

 

図-2 新興国の中間所得層の人口 

中国、インド、ASEAN 主要5 ヶ国（タイ、マレーシア、イ

ンドネシア、フィリピン、ベトナム）の 7 ヶ国の人口を合計

すると、約 30 億人と世界人口の 4 割以上に達する。数が

多いだけでなく、人口構成で見て若い人口層の比重が大

きい。総人口に占める 20 歳未満の割合(2010 年)は日本

が 18.8％のところ，最も低い中国で 27.7％であり，フィリピ

ンやインドは 40％を超える。新興国では若い人口層の消

費が市場のけん引役になっていることも先進国とは違う特

徴である。 

２）年齢と所得水準で見た各国の消費構造 

一般に低所得国であれば、食料・飲料の支出割合が

高く(エンゲル係数が高い)、高所得国に移行するにつれ、

医療、教育、教養娯楽の支出

割合が高くなる。高所得国や

中所得国ではやはり住居、娯

楽や家事用品の比率が高くな

りエレクトロニクス消費が活発

である。特に中所得国になると

急にエレクトロニクス消費を始

める傾向がある。各国の消費

市場の特長を見てみると違い

があることから、各国ごとの戦

略を立案することが求められ

る。 

 

中国：一人当たり GDP が

4,000 ドル、今後は富裕層、ア

ッパーミドルの拡大が見込まれ

る。口コミ、インターネット、健

康・食の安全意識が高まって

いる。電子機器の普及で期待

できるのは選択的耐久財と言

われる PC、デジカメ、車などに

なる。 

 

インド：中間層の拡大で小型

自動車、家電製品を購入でき

る層が増加。クレジットカードが

普及。中間層をターゲットにし

た韓国製品が普及。中国より

基礎的耐久消費財である TV、

エアコン、冷蔵庫、洗濯機の普

及率は低いので、これらの製

品とともに選択的耐久消費財

の両方の消費が期待される。 

 

ベトナム：国外からの投資拡

大と海外からの送金を合わせ

て GDP の 8％になる。リード役は 30～40 歳台から 18～30

歳台の世代に移行。基礎的耐久消費財の普及はかなり高

く若い購入層の増加で選択的耐久消費財が期待される。 

タイ：所得の拡大から質を重視する傾向が高まる。情報

に敏感になり、ワンランク上の商品を求める。日本食ブー
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図-3  TOP10 の人口を持つ国の年齢別構成 

ム。人口は少ないがアッパーミドルと言われる中間所得

層の中でも高収入の人口が増えているため高級志向に

向かっているので、選択的耐久財でも高めの製品を求め

るようになっている。 

 

マレーシア：富裕層、アッパーミドルが増加、2015 年に

は一人当たり GDP が 1 万ドルを超える。ASEAN では最も

富裕層が多く、すでに基礎的耐久消費財の普及率は高

い。かなり先進国に近い消費構造であると認識した戦略

が必要である。 

 

フィリピン：米国志向が強い。ASEAN 第2 の人口、海外

からの送金も多い。今後、中間所得層でも所得が低い人

口が増える傾向にあるため、まだ基礎的耐久消費財の販

売が期待される。 

 

3）グローバル市場を取り込むビジネスモデルとは 

何か 

第 2 次世界大戦終了後、世界の人口は急激に大きくな

り始めた。そして、戦後 60 年以上が経った今、人口爆発

とともに、先進国では少子高齢化が新たな問題として浮

上してきた。経済発展を遂げた先進国では少子高齢化が

進展し、その結果として人口減少が大きな問題となってき

た。その一方で、経済発展から取り残された国では、依然

として人口爆発と貧困が大問題となっている。 

15 歳未満と 60 歳以上の人口構成比を見てみる。15 歳

未満の構成比は人口の多い Top10 国のすべてが 1990

年以降減少傾向に入っている。人口の特に多い中国で

は 1970 年頃には 15 歳未満の構成比が 40%と最も高かっ

たが 2010 年には 20%にまで落ちてきた。インドはやはり

1970 年頃に 41%となりその後減少して 2010 年には 31%に

落ちている。一方、日本では 1950 年頃に 35%であったが

2010 年には 13%にまで落ちている。 

60 歳以上の構成比を見ると、2010 年で中国は 8%、イン

ドは 5%、米国は 13%、日本は 23%と世界でも最も高齢化が

進んでいる国となった。注目は 2020 年には中国が現在

の米国とほぼ同じ、日本の 1990 年頃の 60 歳以上構成比

と同レベルの 12～13%に達してしまうことである。 

将来の基礎的消費製品の消費を支えるのは 15 歳未満

の年齢構成が多い国であり、現在では中国がリードして

いるがインドやインドネシアは次のリード役になる可能性

がある。すでに中国は製造拠点としての役目よりは消費

を牽引する国としての役目に移行している。 

日本企業がこれらの新興国市場への取り組みとしては、

これまでの富裕層向けの高付加価値製品だけでなく、勃

興する新興国の中間層向けの低価格品を取り入れた両

面戦略が求められる。それも各国で購買の中心となる所

得層、年齢層が違ってくるため販売の中心となる製品は

違ってくる。 

製造拠点は当然国内だけでは対応できないため、海

外企業との連携が必要になる。海外への部品調達のアウ

トソーシングなどは、これまで技術流出の恐れ、品質や納

期に問題があること、良いパートナーが見つけにくいなど

から、進展してこなかった。しかし、リーマンショック以降、

コスト競争の激化と、中間層への対応が急務となり、一層

の進展が見込まれる。新興国の消費が本格化するのはこ

の 10 年間だろう。今から行動すればまだ間に合うと思う。 
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     日本半導体産業復権に 

        対する提言 
山口 純史 

  ＪEＩＴＡ 半導体部会部会長 

         ルネサスエレクトロニクス株式会社 顧問

 

 

 

東日本大震災では先輩方にご心配をお掛けしましたが、ルネ

サスをはじめ、東芝、富士通、ローム他、いろいろの企業が震災

で被災を受けたが、ほとんどすべてが回復した。日本の半導体

が持っている底力を感じた次第で、先輩方に改めて御礼を申し

上げます。JEITA の半導体部会長として半導体の世界から見た

時、日本半導体産業復権についてどうなのかをお話ししたいと

思います。 

1989 年には世界の半導体市場において日本が 5 割を超える

シェアを持っていたのが2010年、11年には2割を切る様になっ

てしまった。なぜこんなことになってしまったかを知らずして将

来の計画の話をしても打つ手が見えてこないので、おさらいを

させて頂きます。 

これが半導体のランキングで、1989年にNECが1番、東芝が

2 番、日立が 3 番と DRAM が強かった。もっと以前の 1980 年代

前半もロジックが強く、電卓やマイコンもあり、我々が輝かしい時

代であったが、これにDRAMも加わりあまりにも強くなってしまっ

たため、日米半導体摩擦が起き、80 年代後半から 90 年代にかけ

て、がんじがらめにされてしまった。その間に韓国が台頭し、結果

的にみると日本の半導体メーカの競争力が落ちてしまった。 

我々として反省しなければいけないのは、まだ半導体協定が

あった 90 年代にどういう方向に行くのか手を打つべき時に、客

観的にみると半導体供給過剰とか経済問題があった時に、日本

メーカはのほほんと過ごしてしまったことである。一方、欧米メー

カはサバイバルというか、インテルでも 1980 年代半ばに倒産し

そうになり、その時に自分たちの持ち分の集中と選択を行って

おり、1990 年代にはトップに浮上している。 

韓国と台湾は、1980年代後半からDRAMとかファウンダリー、

さらにFLASHに集中してきた。日本でも90年代にそういうことを

やりたかったが、お客様の存在、DRAM が存在したということで

大きな構造改革が遅れてしまった。一方でファブレス、ファウン

ダリーモデルが 2000 年以降に急速に拡大し、ここでいわゆる

ASIC から ASSP 化に乗り遅れたと言える。 

なぜそうなったかを考えなければならない。 

2000 年代の半導体のパラダイムシフトがあったのは、デジタ

ル化の非常に大きなインパクトで、参入障壁が非常に下がり、誰

でもデジタル化に楽に参入できる様になったことである。半導体

産業へ楽に入って来られる様になり、それが ASSP に結び付き

ODM に結びついた。日本のお客様に「すりあわせ」をやってい

た我々が取り残されてしまったのが 2000 年代の初めごろであり、

それから一気にグローバルに世の中が動き始める時に初動に

遅れてしまった。マーケティングの主体が日本にあり、世界に行

かねばならない、グローバルスタンダードを作らねばならないと

言っていながら、ガラパゴスのお客様に付き合っていたことで乗

り遅れた。今では携帯電話や TV など世界 高の技術を持って

いた日本のお客様がいなくなってしまった結果、我々のビジネ

スも無くなってしまった。 

2000 年代で参入障壁が下がったのでエレクトロニクスのビジ

ネスのルールが全く変わってしまい、資本力がある企業、ローコ

ストが出来る企業が強くなり、低価格化が起きて来た。また参入

メーカの増加、新興国への普及による種々のマーケットのシフト、

開発の TAT の急速な短縮、ビジネスルールの変化、ハードで

の差別化が困難など、いろいろ変化が生じて来た。こういった動

きに対し ASIC から ASSP に切り替えが遅かった、ターンキーもで

シンポジウム 

半導体復興への提言 

パネルディスカッション 
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きなかったなど、南川さんが言われたことの裏返しのことが出来な

かったことが反省点である。 

近の話ですが、iPad が出来ましたと言ったとしても、iPad は

APPLEが囲い込んでいるのでそうでもないですが、Googleの世

界で Android の定義をした瞬間に何が起きるかと言うと、その仕

様が出来ているので、半年もしない内に同じようなものが出来て

しまうことになってしまう。 

 

このことから付加価値の源泉はどこにあるかと言うと、お客様

もそうであるが、ハードではなくてビジネスモデルであると言え

る。APPLE の様に、ハードウェアが 先端でなくともビジネスモ

デルをきちんと作れれば儲かる流れが出来るわけで、それがお

客様に移ったことになる。それにともなう ASSP 化、ソリューション

化が出来なければ半導体メーカがお客様に付いていけないの

が、厳しいデジタル化による世界である。その結果、デファクト、

部品の標準化、汎用化が起きて来るので、2002 年には ASIC は

大きなポーションであったが、2010 年に ASIC のポーションは小

さくなってしまった。ASIC の市場はフラットで ASSP の方が一気

に伸びたので、半導体市場全体は年率 9％の成長率で伸びて

いても ASIC が漸減している。ASIC と ASSP の差が非常に大きく

ASSP への移行がセントリックスであったが、我々はそれもでき

ず、一方ファウンドリーにもなり切れなかった。ここでの動きが非

常に中途半端でであったことが、日本の半導体の反省点でなか

ったか？ 

TV の例でも、2002 年日本メーカのシェアは 2002 年の 77%が

2010 年では 28％に低下、2011 年はもっと減るだろう。円高がな

くてもTVは超コモデティになってしまった。そして、2011年の一

気の円高で日本の TV メーカは 10％にシェアを落とした。その

位恐ろしい勢いで世の中は変わってしまう。 

 

携帯電話も同じでドコモがルネサスとモデムのチップを開発

したが、スマートフォンになった瞬間に使えなくなり、需要はゼロ

になってしまった。 

 

こういう事で日本の半導体のシェアを見ると 1989 年の 51%が、

90 年末には 30%、2010 年には 20％まで落ちた。 

1990年代にDRAMがフェーズアウトして行ったのにその代わ

りの製品を作り出せなかったし、さらに2000年代にはSOCという

ASSP 化デファクトおよびソリューションが作れなかったわけで、

日本のお客様とのすり合わせ技術にこだわりすぎたために世界

に打って出るマーケティングが出来なかったということが非常に

大きな問題であった。日本メーカも競争力があるところに出ない

と勝てないということで、ルネサスと NEC が合併して強い所にポ

ートフォリオを持って行こうということで、マイコンは世界の 30％

のシェア、車用では 40％のシェアを得ている。NAND では東芝、

DRAM ではエルピーダ、CMOS センサーではソニーがいる。競

争力があって強い製品が NAND、FLASH、DRAM、マイコン、パ



 

 

半導体産業人協会 会報 No73(‘12 年 1 月)              11 

ワーデバイス等であり、ここにきちんとフォーカスできるような動

きが震災の前から起きていた。震災が起こったことにより、それ

をさらに加速しないとお客様の日本の半導体企業離れが加速して

しまう。そういう危機感をそれぞれの半導体メーカが持っている。 

日本の半導体復権に向けてどうするのかということで、半導体

メーカの政策の転換がここ 2～3 年にわたり起きて来ている。日

本メーカも企業統合を推進して来ており、ルネサスの誕生、エル

ビータの誕生、東芝もディスクリートとNANDに集中、富士通もロ

ジックに専用、ソニーもセンサーに特化、とそれぞれ強い所に

選択と集中をしてきた。こういった動きは震災以降一気に加速し

て来ている。 

IDM の強みが発揮される分野があり、ASIC はなくならない。

新市場の成長分野はどこであるかというと、環境問題対応には

強い付加価値が付いているし、メディカル、安全・安心も強いの

でこういう分野に高信頼性、少量多品種で付加価値が付いてい

る。ASIC では富士通やルネサスなどが世界でのシェアが高く利

益を出している。 

 

新たなエレクトロニクスの潮流を見ると、社会のテクノロジの進

化でクラウドコンピューティングをどうするのか？ 新成長分野と

して高齢者社会、安全・安心、環境問題があり、新興国も一人当

たり所得が 3000 ドルを超えるとローコストの製品が大量に出て

来る。マイコン、ディスクリートが大量に使われるので、資源を集

中しようとしている。 

クラウドコンピューテングはどうするか？ これについては、セ

ンシング技術、モバイル端末の技術、高速の通信の技術、東芝

が取り込もうとしているSSDなどに半導体企業が開発投資してい

る。 

ソリューションビジネスは新興国のニーズを把握してビジネスを

行う必要があり。マーケティングや開発を行い、中国やインド、

ブラジルにローカリゼーションを進めなければならない。中国で

はシェアの大きなビジネスを日本半導体で持っているので短期

ソリューションに注力し、簡単なものでも作る必要がある。新興国

市場は、日本市場と成長分野は変わって来る。 

サマリーとして半導体産業がどうなるかだが、民生市場は薄

利多売に、ハード、ソフトは融合する。社会の成長分野が変わっ

て来て、スマートグリット、健康があり、新興国は忘れていけない。

設備投資は巨額になり出来る企業は東芝、エルピーダであり、

ソニーもセンサーで継続的に投資する。それ以外は古いファブ

を使うか、ファブレスになって行く。どう変化するかは ASSP 化も

避けて通れない。 

半導体メーカはシェアの大きい所しか利益が出ないので絞り

込みを行い、マイコン、FLASH、DRAM、センサー、ディスクリー

ト等を拡大しないと勝てない。水平分業はファブレス、ファウンド

リーが拡大し、日本も積極的に TSMC、UMC などを使うようにな

って来ている。 

 

シェアの高いFLASH、DRAM、センサー、マイコン、パワーデ

バイスにリソースを投入している。信頼性が高い、少量多品種の

市場はたくさんあり、環境、ヘルスケア、セイフティなどに付加価

値を付けて行く。さらなる成長を目指して新興国のローカルビジ

ネスは避けて通れないので注力する。経営のスピードを上げて

選択と集中を実行しないと日本の半導体がつぶれる。震災の時

の様に、あれだけ集中力があるといろいろのことが短期間で実

現出来たので、今まさに日本の半導体メーカは集中すれば

Turn Around 出来る自信が付いてきたのでないか、これから 1～

2 年を目指して復活にかけたいと思っており、今回いろいろ提案

をして頂いたのでそれを業界として実行して行こうと考えます。 

有難うございました。 

              以上 

    ｛  記事は講演をテープ起こしで作成  ｝ 
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 大震災を乗り越える 

    ニッポン半導体の挑戦 
     吉澤 六朗   代表取締役社長 

         グローバルファウンドリーズ・ジャパン㈱ 

 

 

グローバルファウンドリーズを簡単に紹介すると、AMD

のファウンドリーと Chartered セミコンが合併した会社で、お

客の企業数は150社、社員11 千人、パテント 6 千以上、投

資額は$8B 以上(2010 年～2011 合計)、大株主はアブタビ

投資庁 ATIC で株式は公開していない。 

＝ 半導体産業復権に対する提言 ＝ 

日本の半導体企業の立ち位置を見ると、大手 IDM を念

頭に置いてですが垂直統合が特徴的な事で、本日はキー

ワードとして「How to make」、「What to make」を説明させて

頂きます。日本の IDM は何を作るかよりも、どのように、い

いものを、早く、安く作るか、そういう意味での How to make、

製品単体としては強みがある。一方で end application から持

ってきた何を作るかという意味で what to make が従来から強

みを発揮できない部分とみている。 

 

作るものが決まっているメモリーのようなものは比較的得意

であるが、何を作るか、どんなものを作るか、ということに関

しては今まで苦戦をしてきたという印象です。 

率直に考えて将来的に日本の半導体産業がどうなるの

が良いのか？ シンプルな発想ですが、国内外の半導体

製造業が日本に進出して大きくなり、日本を元気に支える

という事がそれに相当するかと思います。もう少し俯瞰的に

考えると半導体の開発・供給・消費という全体の循環の中

で日本がいかに付加価値を作りこむかがポイントになる。

日本に進出する動機として、企画開発・コスト・市場性・イン

フラ・time to market 等の観点がある。日本の半導体産業と

して復権をしていくためには、そのキーワードとして付加価

値をどのように創造するかが大事になると思う。 

シンポジウム 
半導体復興への提言 
パネルディスカッション 
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第 1 番として国際協調とグローバルな展開で、ファウンド

リー等外部の色々な業態と協業関係を密に持ち、How to 

make はファウンドリーに任せて、日本の半導体産業はもっ

と How to make から What to make に舵を切る事がポイント

になる。当然、ワールドワイドでの自社の位置付けとか製品

の強みなどを分析しての方向付けが必要です。 

第２番として痛みを伴う構造改革が必要と考える。垂直

統合型から、水平分業型にパラダイムシフトが起きている。

これをどの様に統合していくかが、一つの試金石である。

What to make について、 これは日本の総力を挙げてどの

様な産業、どのように活性化するかを、短期、長期のビジョ

ンを示して、特化する産業を方向付けして、さらにそれを半

導体産業に落とし込み、半導体産業がその中でどのように

かかわりを持つか、あるいは半導体産業として色々な関連

産業と協業関係をどう打ち出していくかが大事になって行

くと思います。 

さらに何を作るかもう一つの切り口で、企画、開発では将

来の重点産業界にそった戦略、ワールドワイドでの展開、

忘れてはならないのは国際標準化を牽引する力が日本は

強くないので、日本が情報発信して世界の標準化（グロー

バルスタンダード）をリードする様になることが重要である。 

ロジスティックスは集中化から分散化の方向へ向かって

いますが、グローバルな視点を持った分散化（glocal 化）の

視点が大事である。 

コストとしても水平分業化というパラダイムシフトの中で海

外の拠点も含めて、どうやってワールドワイドで稼いで、日

本に還流させるという視点とかも大切であろう。 

日本の市場の魅力は、市場の活性化と新規事業の創出

をどのようにやっていくかがキーになる。インフラの充実は

税制など以外に企業の設立のしやすさ、サポートのベンチ

ャーキャピタルのあり方にも及ぶ。日本では事業がうまくい

くことが見えてから資金をだすところがあっても、最初から

資金提供し、かつ助言をしながら育てていくという土壌がな

かった。 

関連産業でクラスターを作るとか、シナジー効果を狙うと

か、もう一つ大事なのは開発品をどのように応用分野にす

ばやく展開するか、IMEC co.では、開発したもののアプリ

ケーションを色々な産業と連携して素早く生かす仕組みを

持っている。生み出されたものを応用分野に早く展開する

仕組みが大事である。 

人材のボーダレス化によって異なる文化の人材を混ぜて

刺激しあう中から色々な発想が出てくる、ということも必要で

ある。 

日本で半導体を製造することは産業のコメとして広いイ

ンフラを支えるという意味で不可欠である。 

How to make、What to make は車の両輪で、両輪をどうや

って結びつけるかがキーになる。それをやるために長期的

に日本の半導体を含めた産業が長期的なグランドデザイン

の中で半導体を位置づけられるかの視点が重要である。 

 同時に、こういう状況の中から何か行動を起こさなければ

いけない。短期的にやるべきこととしては、海外からの開発

機関・工場などの誘致成功例を作る事で、そういう企業が

日本へ進出するクライテリアがどういうものかが、浮き上が

ってくるのでないか？ 成功例を作る事で次の誘致の呼び

水になり得る。その為にも特区の活用を含めた環境整備が

必要であろうと思う。 

海外ファウンドリーの観点で日本進出する場合、何に魅

力を感じるか？ まず、ビジネスチャンスがある事である。

日本の企業は付加価値を付けるというところにもっと特化

すべきである。又人的な交流、それから、何を作るかはデ

バイスだけでなくてシステム、ソフトウェア、サービスの組み

合わせにより、そのアプリケーションは無限に可能性がある

のでないかと思う。日本の長期的な産業育成ビジョンが見

える、日本の市場の将来性が見えるように、インフラの整備

をする。大事なことはそれを実現させる意思・工程が外から

見える仕組みを作ることであると感じている。 

以上 
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泉谷－山口さんから

は、半導体でなぜ日

本が後退して行った

のかということで、グロ

ーバル化、デジタル

化、ASIC カルチャー

の後退が大きいという

話、吉澤さんからは海

外からの開発拠点、

工場誘致を真剣に考

えてくれという話をし

て頂きました。 

空洞化の話が出たので話がしにくいが、3.11 以降、産業タ

イムズとして色々調べており、本当に空洞化しているのかどう

か？ 自動車部品マーレが直方市に新工場の進出を決定、フ

ランスの断熱材自動車部品の大手のサンゴバンが三重県の

津に進出決定、Umicore が工場立地を決定・・など海外から日

本に進出して来ている事実がある。日本に魅力的なアプリが

あれば部材メーカーが日本に来る可能性がある。 

中国人と話しても、中国の製造業はコストが合わなくなり5年

も持たないと言っている。これからは、ブラジルや東南アジア

に出て行き、また、付加価値が高い製品は日本に工場を作る

方向になろう。 

ここで、海外から参加のマルコム・ペンさんのご意見をお聞

きしたい。 

PENN－(FUTURE  HORIZONS  LTD. /CEO ； 

Semiconductor Market Research, Analysis and 

Reports) 

I came here today just for this meeting 

because semiconductors are my life and 

passion and I believe in a strong 

semiconductor industry future. 

There are four basic problems.      

First a complete loss of confidence in the industry. For 

example, the data presented by iSuppli today forecasts the IC 

market to grow just 4% per year.  There is no substance behind 

this number, especially when IC units are growing 11% per year. 

It implies ongoing ASP decline, for which there is historical 

foundation at all, it is pure conjecture. 

Yet we are forecasting fantastic opportunities in smart-power, 

the environment, medicine, and other huge growth areas all for 

negative revenue growth. By so doing we are driving investors, 

business people and governments away from the industry. If we 

don’t believe there is a good future, why should they? 

Second, where are the men of vision driving companies forward 

with clear objectives where they want to be, not in one month, 

the next quarter but in 5 year's time? 

Third we have cut back on inventory and outsourced way 

beyond reason and in doing so 

have lost control of who is  

supplying what and to whom.  Industry badly needs to 

re-address this issue. 

Fourth the widely accepted belief that chips have no 

strategic value.  We don’t want to make the ICs 

ourselves, we commit only to outsourcing everything. 

This is no answer; lose control of the wafer you lose 

control of your business. 

I ask you one simple question.  Does Japan really want 

to be wholly dependent on the 23rd province of China for 

its advanced IC manufacturing because this is exactly the path it 

is marching on? 

The fundamental problem for Japan is lack of sales, not cost. It 

is simply not selling enough for the products it has.  Free 

Economic Zones won’t solve this; only strong leadership and 

investing in the future. 

Thank you. 

泉谷－日本のポテンシャルに対して信じている方なので逆に

激励された。 

泉谷－世界には大量のこれから出てくる 10 億人のローエンド

のマーケットがあり、もちろんハイエンドのマーケットもまだ残

っている。2020 年に最終製品市場は 200 兆円、その中の半導

体市場は 40 兆円に拡大すると予測されるが、日本の選択とし

てどちらに行くのが良いと考えるか？ 

南川－どっちかではない。最終製品が二極化するので、高品

質で日本が得意とするサポートが必要な部分は残る。また、ロ

ーエンドの製品はボリュームが非常に大きいので、日本が得

意でない分野もある。両方のバランスをどう取って行くかが重

要だ。二極化した最終製品は、それぞれのスペックが違う、考

え方も違う、製造も違う、品質の考え方も違うので、両方の製品

を一社でやるのは無理があり、外のパートナーを使ってやっ

て行くべきと思っている。 

泉谷－日本の感性として、1 年や 2 年で壊れるものを作れと言

われると苦しいと思うが。 

シンポジウム 
半導体復興への提言 
パネルディスカッション 
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南川－壊れるものを作れということではない。ローエンドの国

でも 2～3 年もすればもっといい品質を求めるようになり、同じ

価格でいい品質の製品を提供できる能力を持つようになり、そ

れに見合った品質レベルを決めて作ることになる。 

泉谷―日本はこれまで世界最先行の製品で勝負して来ており、

それに使う半導体で勝負して来たが、最近は APPLE の後追

いとか、スマホの後追いとか、後手後手に回っているがなぜ

か？ 

山口－iPoｄが出た時にも大議論になったが、お客様で成功し

ている企業は最先端の技術を使っていない。1 世代前の技術

で、お客様の視点に立ってコスト、アプリケーションなどを含め

て使いやすさが製品企画の源泉になっている。日本のメーカ

ーはハードを徹底的によくする方向で、例えばドコモの携帯

は世界一の技術を常に使うので、チップが高い、使い勝手が

悪いということでお客様には不評である。ＴＶも同じで日本の

TV メーカーは、複雑な最先端の技術を使い、デカチップを作

りきれいな絵出しをしてかつ品質もよいものを作る。ところがそ

れを米国に持って行き 2～3m 離れて観ると、価格が半分の安

いＴＶと差異がわからなくなるので勝てない。車でもトヨタは最

先端の塊であるが、現代ではお客様が満足するレベルを調べ、

グローバルでの市場価格はいくらか、半導体の価格がいくら

から始まる。それに見合う半導体を作らないとビジネスが成り

立たない。グローバルでやるメーカーのビジネスと日本のメー

カーのビジネスに大きな違いがある。かつて日本メーカーに

競争力があった頃は、価格が高くても売れた。現在でも、日本

は最先端の技術を持ち、また一番素晴らしい技術者を持って

いることは世界中が認めているが、しかし、一番大きな市場で

コストのアロケーションに合った半導体を作らないとビジネスに

勝てない。最近、ＴＶとかスマートフォンを見ていて、それが現

実に起きているのでそこをどう乗り越えられるかである。 

泉谷－ファウンドリービジネスを展開している立場から日本企

業を見た場合に何か処方箋はないですか？ 

吉澤－日本の半導体メーカーの土壌は、これまでは良いもの

をどう作るかにフォーカスして来た。これからは十分に需要ニ

ーズを満たす、あるレベルに如何にベストフィッティングする

かについてアプリケーションの視点からアプローチすることが

必要になってくる。ワールドワイドでみて最終製品からデバイ

スにフィードバックする what to make の範疇に入ると思うが、シ

ステマチックに自分たちが持っている強みを組み合わせる事

により、いつもすべていいものを作るのでなく、いろんなアプリ

ケーションに応じた種類のものを作っていくという自分たちの

製品戦略を立てることが必要である。どんどん外部のリソース

を使いこなすという方向より、いかに自分の強みを出して行く

かにフォーカスする方に復活の余地があると感じる。 

泉谷－IMEC の話は、研究開発から商業化のスピードなどモ

デルとして素晴らしい。こういったシステムが日本に出来たらよ

いと思うが、竹井さん日本の技術研究にかけている方としてご

意見を頂きたい 

竹井－（技術研究組合 BEANS 研究

所 副所長・宮城県県庁参与）宮城

県に関わっているが、仙台地区は震

災前から生産を整理してよそに移っ

ていく状況で、それが震災後に加速

している。半導体関係の工場が空い

ており、クリーンルームを含めて無償での貸し出しを行ってい

る。仙台地区は東北大学があり、暮らしやすく、また環境もよい

が、雇用機会に乏しい。国の支援事業もあることでもあり、東

北を何とかしないといけないのでよろしくお願いしたい。 

泉谷－東北においての事例としては、日本ガラストロニクスが

福島に台湾から拠点を移して、中小企業と福島ブランド デン

カイを創り、CCFL 照明を委託生産で始め、CRTTV も作ると言

っている。ところで釜原さん SSIS として具体的に提言をどこに

持っていくのか？ 

釜原－どこに提言するのかとよく聞かれるが、国に対して提言

したい。今回シンポジウムを持ったのは、世論を喚起すること

が大きな目的で、半導体が大事なものであることを広く知って

頂きたい。他国はSIAなどの団体があり政府などに圧力をかけ

ている。日本も声を上げる必要がある。 

泉谷－外国では半導体工場の着工式には政府首班が出席し

ているのに、日本では誰も出席しない。特に政治家の関心が

少ない。経産省 師田室長、今までの議論をお聞きになりどう

お考えになりますか？ 

師田室長－（経済産業省）今日は、半

導体産業をどう復活させるか、日々

悩んでいる立場として何かヒントが得

られるかと来た次第です。先ほど、開

所式に政府の幹部が出席していない

と言われていますが、たまたま、本日、

ソニーの長崎で CMOS センサーの工場 の

開所式に経産省から局長が出かけて挨拶している。経産省と

しても半導体産業を重要とみてサポートしている次第です。今

日の提言は、経産省として受け止めさせて頂きます。今日の

感想としては、半導体固有の問題と産業全体の問題とを切り

分けて議論する必要があると考えています。円高、電力の問

題等々は製造業全体の大きな問題と考えており、これは全体

で考えなければならなくて、半導体だけでは受け入れられな

いと考えています。半導体固有の問題も多数あったと思いま

すので、半導体固有の問題として提案して頂けると動き易い

ので、そういった提言を頂きたい。皆様と力を合わせてこの難

局を乗り越えて行きたいと思います。 

泉谷－フリーなトークにしたい。 

加藤－今日は聞きたいことが2点ある。①半導体の復権・復興

はどの状態をもって復活と考えるか？ ②東北地方の復興に

対して半導体産業を東北で起こす事がよいのか？ 太陽電池

や電気自動車、バイオ、メディカルなどに関した半導体産業を

持って行った方がよいと思うが、半導体を持って行く理由はな

にか？ 

釜原－復活の定義までは議論していないが、現状では日本

の半導体のシェアーが低下し続けているので、それが反転し

て将来が見通せる状況を作らないといけないと思っている。半

導体が産業を支える根幹をなしている事を認識するべきであ

る。 

山口－世界の半導体メーカーを眺めると、営業利益率が 10％

以上でないと、再投資して R&D をやる事が出来ない。日本の

メーカーはまだそこまで行っていない。ロームはアナログに特

化しているので、高い営業利益率を半導体専業メーカーとし

て誇っている。同じ様に選択と集中をし、かつ売上を確保して

シェアーを拡大し、営業利益率を 10％に上げて R&D に 15%を
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出し、Capex が 10～15％の勝ち組の指標をクリアーして、利益

が出る体質にしないと半導体の復興もないことをトップはみん

な認識している。半導体産業の重要性に関しては、日本の半

導体メーカーは少し前には大会社の一部門で部品屋としか認

識されていなかった。そのため親会社やお客様に遠慮があり、

また半導体が政府にお願いをしたことも少なかった。今回の大

震災の際には半導体メーカーでまとまり、エネルギーの供給

を経産省にお願いして了解を得ることができた。先日、国会議

員さんに説明したが、ほとんど半導体業界を知らない。自動車、

鉄鋼、化学などの業界は強いロビー活動をしている。今後、半

導体の業界活動を如何に行うかが問題で、意見をどんどん言

って行ける体制を作らないといけない。今、その準備をしてい

るところだ。 

牧本－貴重なご意見を頂き有難うございました。歴史的に日

本の半導体メーカーは、お客様が作ったスペックに従って設

計・生産して来ており、スペックを definition する力がプアーで

体質的な問題である。エンジニアの構成にしても米国では半

導体だけのチームでは意味をなさず、必ずシステム関係者が

入ったチームを作りプロダクトを自分たちで definition する。日

本でもこの様な体制に変えなければならない。 

今回のインフラをどうするのかというテーマで SSIS がシンポ

ジウムを行うことは僭越かもしれないが、SSIS の強みは利害関

係がなく、どんなことを言っても経産省からお怒りを受けること

はないということで開催させて頂きました。今回は JEITA、

SEMIジャパン、その他3団体に協賛して頂きました。本来であ

れば、海外のＳＩＡのような組織が主催するのが筋道であるが、

日本ではそのような組織がないのが問題だ。業界の意見をＳＩ

Ａのように大きな声にまとめる組織が必要ではないかと考えて

いる。 

山口－震災の時の対応では JEITA の中で声を上げるのは動

きにくく、難しいので半導体産業研究所で提言をまとめて経産

省に働きかけた。日本の半導体もSIAの様な組織を作らないと

いけないと考えているが、まだお客様や株主から賛成を得ら

れていない。半導体の圧力団体が各国にあり、議員や政府と

結び付いており、提言・意見がストレートに政府にあがる。各

国政府は半導体の重要性を理解し、雇用促進するには半導

体産業はインパクトがあると認識している。日本でもいろいろ

な方に教えを頂きながら実現したいと考えている。 

泉谷－山口さんから全体をまとめた話を頂きありがとうござい

ました。広報・宣伝活動により、政治家に対しても、一般に対し

ても半導体が如何に重要かを認識させることが必要です。日

本は一般の方は半導体を知らないが、台湾では 100%の方が

知っている。半導体が重要であることに対する意識が薄いこと

が問題である。もう一つは半導体産業復権を推進して行くもっ

と大きな半導体の組織的な力を得るために、経産省のご指導

を頂き、組織的な団結も必要かと思っています。 
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