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第12回 SSISシンポジウム開会挨拶

 
1．デジタル遊牧民の時代来る 

最近のエルピーダの破綻、ルネサスの苦境など、

日本の半導体産業は出口の見つからない泥沼の中

にあります。この泥沼からの突破口は過去の延長線

上には無い、新しい分野にあると思います。その意

味で本日のテーマ

である医療の分野

には大いに期待を

しています。私は

15 年前に｢デジタ

ル遊牧民｣という本

でＰＣの時代から

携帯端末が生む新しいライフスタイルが来ることを予

言しました。最近になって「ノマド出張仕事術」といっ

た本や「ヒルズ族よりノマド族」といった表現が出てき

てデジタル遊牧民の時代が到来したことを実感しま

す。2011 年にはスマートフォンの出荷がＰＣを抜き、

スマートフォンを中心とするデジタルコンシューマが

需要の中心となっています。 

 

2．半導体が拓く新分野 

しかしこのデジタルコンシューマの時代も永遠で

はあり得ません。次に半導体の市場になるのは環境、

医療、健康、自動車、ロボットといった新しい分野で

す。この関連で最近の話題を紹介しましょう。医療、

健康の分野では島津の田中耕一さんが癌の早期発

見に取り組んでいて、「エレクトロニクスで医療は変

わる。これを使わない手はない。機は熟したといえ

る！」と言っておられます。またスパコン「京」を使っ

た創薬技術の開発、スマホをハブとするPANを構築

して日々の健康管理を行う方法が提案されています。

自動車分野では電気自動車にシフトすることに伴う

製造の水平分業への変革が進むと思われ、ロボット

ではお掃除ロボット、環境ではスマートハウスといっ

た身近なものが今後半導体を牽引する大きな市場

になると期待されます。 

 

3．多様化する半導体技術 

こうした需要の変化に伴って半導体も従来の微細

化による進化のみではなく、それぞれ材料の機能を

活かした光センサー、MEMS、LED、太陽電池といっ

たいわゆる”More than Moore”デバイスの比重が次

第に大きくなって行くと思われます。 

666

多様化する半導体技術

● 光センサー

● ＭＥＭＳ

● ＬＥＤ

● 太陽電池

● ディスプレイ

● バイオチップ

● パワーチップ等

微細加工寸法

1990 2000 2010 2020

Dr. T. Makimoto (TechnoVision)

 

4． 盛者必衰あれば敗者復活あり 

現在の日本の半導体産業は非常に厳しい状況に

ありますが、格言にもありますように、洋の東西を問

わず勝者は常に勝者ではあり得ませんし、敗者は常

に敗者であるとは限りません。今こそ敗者復活を目

指してチャレンジするときであります。 

半導体なくして日本の発展はあり得ないということ

を肝に銘じ、国の総力を挙げて半導体復活に取り組

まなければならないと思います。 

勝機は外挿線の外にあり！ 

        －新分野への期待― 

半導体産業人協会理事長 牧本次生

一般社団法人 
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第 12回 SSISシンポジウム 

このシンポジウムも SEMI FORUM JAPAN の歴史

と同じく、12回目を迎え、今年も 6月 14日大阪国際会

議場（グランキューブ大阪）にて開催しました。我々シニ

ア世代になると健康の問題は最大関心事の一つになり

ます。私も最近に手術を受けることがあって体験したの

ですが、最近の医療の進歩は目覚しいものがあります。

そしてそのいずれもが半導体を中心とする IT の進歩に

大きく関わっていることを実感しました。 

昨年は今後有望な半導体アプリケーションは何かを

論じ、その中で目玉の一つが医療関連であると結論づ

けたのですが、今年はその医療の進歩が半導体技術と

どう結びついているかをテーマとして取り上げました。基

調講演には半導体と医療機器双方に精通されておられ

る㈱リガクの浅井様にお願いし、「IT と医療」の現状と今

後を総括していただきました。パネルディスカッションで

は前日米国から帰国されたばかりの岐阜大小倉先生、

医療機器の最前線でご活躍中のオムロンヘルスケアの

志賀様、前日 SFJのマーケットセミナーで講演された野

村證券の和田木様と、お忙しい専門家の方々に浅井様

も加えて産総研の井上様の司会により「次世代医療と半

導体技術の将来展望」につき、活発な議論が行われま

した。いろいろ新しい知見を得たのと同時に問題点も浮

き彫りになってきたように思えます。 

以下その様子をご報告します。 

 
関西地区委員長 田中俊行 

 

 

 

 
私は日立製作所で

半導体の研究開発を

やり、日立メディコで

医療機器を扱ったの

で双方を知る者として

今回のテーマで話す

ことを頼まれました。 

とは言え、私の持つ情報は限られています。そこでこ

の講演に当たり、日立メディコ、日立中研、東大染谷教

授、東北大芳賀教授、メムスコア小切間専務などと討論

し、資料提供をいただきました。深く感謝いたします。 

IT と医療技術は相互に影響しながら進歩しています。

医療画像診断には最先端の半導体が使われており、今

後はナノ材料や、有機エレクトロニクスも診断や治療に

使われていくと予想されます。最新のワイヤレス通信技

術にも医療ニーズが高まっていて、電子カルテなどの医

療情報システムはインターネット、クラウドコンピューティ

ングの世界の中で発展し、私達の安全、安心を担って

行くものと期待しています。 

 
１． 診断技術と IT 

種々の物理手法によって直接目で見えない人体の

構造や態様を画像にする技術が医療画像技術です。 

CT、MRI、超音波、内視鏡といった種類があり、これ

らをモダリティと呼んでいます。モダリティを組み合わせ

基調講演 

「 IT と医療 」 
㈱リガク 浅井彰二郎

・巻頭言       勝機は外挿線の外にあり！    牧本次生    1頁 

・基調講演      ＩＴと医療    浅井彰二郎   2頁 

・パネルディスカッション 次世代医療と半導体技術の将来展望     5頁 

・3月度 講演会  オンサイト地震防災システムの構築と有効性        高松謙一   10頁 

・5月度 講演会  ベトナムの設計会社 ～その理想と現実～         佐藤恒夫   14頁 

・6月度 講演会  国際競争力：半導体産業投資優遇税制の事例      立本博文    19頁 

・寄稿文       行き詰る国内半導体産業 求められる「事業の創造性」  稲葉雅巳   22頁 

・寄稿文       日本を強くする原発利用の素材特区構想           崎谷文雄   26頁 

・半導体事始    有機 ELディスプレイ事始め（後編）        米田 清   30頁 

・半導体工場見学記  2012年春季工場見学報告 九州地区  山崎正雄・荒巻和之   34頁 

・委員会報告    教育委員会                              高畑幸一郎  37頁 

・協会だより       38頁 
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ることにより、診断技術は長足に進歩しました。 

先ず CT ですが、X 線管と検出器が同じ位置関係を

保って回転しながら被写体を徐々に移動させて撮影し、

コンピュータ処理をすることにより任意の位置での輪

切り、軸方向及び立体画像が得られます。最近は一

度の照射で多くの画像が得られるように工夫して、ス

ループット、解像度を上げたものが出ています。 

コンピュータ処理をすることにより任意の位置での輪

切り、軸方向及び立体画像が得られます。最近は一度

の照射で多くの画像が得られるように工夫して、スルー

プット、解像度を上げたものが出ています。 

モダリティ   CT 

MRIの原理 

次に MRI ですが、トンネル状に形成された静磁場の

中に被写体を通すことにより、身体の中の水分の水素

原子核が磁化します。図にあるようにこの核磁化は斜め

から RF パルスを与えると動き、止めると元に戻ります。

この戻る時間が組織によって異なる現象を利用して画

像化するものです。位置情報は距離に比例した勾配磁

場をかけることにより得られます。MRI は放射線被爆が

なく、原理が異なるためCTでは分からないところが見え

る長所があります。 

超音波は最近非常に進歩していて胎児の顔などもは

っきり見えるし、動画で心臓の動きまで分かるようになっ

てきています。また手のひらサイズの小型の超音波装置

も開発されていて聴診器と同じ感覚で現場にて使用し、

骨折の有無などが分かるようになっていますこのように超

音波で鮮明な画像が得られるようになった背景には雑音

処理、画像処理の技術が大きく進歩したことによります。 

PET は癌細胞がブドウ糖を早く吸収する現象を利用

して半減期の短い核種を合成したブドウ糖を患者に注

入し、カメラでガンマ線を撮影すると癌の場所が分かる

仕組みです。CT 画像と組み合わせて癌の位置を特定

します。 

カプセル内視鏡（スマートピル） 

最近飲み込んで内臓内部の画像を発信するカプセ

ル内視鏡も開発されて小腸のように上からも下からも遠

い内臓の撮影に用いられるようになっています。 

要素技術  半導体メーカの医療機器マーケットへの取り組み 

 
こうしたモダリティに半導体がどう使われているかを見

てみます。一例としてテキサスインスツルメンツのホーム
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ページを見てみますと CT装置の機能ごとにクリックする

とそこに推奨する半導体が出てくるようになっています。 

医療機器の市場規模を見てみますと、日本放射線業

界の市場が年間 3280 億円、装置台数で X線が 1000

台、CTが 600台、超音波が 500台、PETが 100台と

いったレベルで装置の数は限られています。これに専

用の ASIC を作ることはペイしないので、勢い医療画像

機器に使われる半導体はDSPを組み込んだ FPGAが

主流になります。ASICに比べると開発期間が短く、プロ

グラムの変更が容易ですが、単価は高くつきます。

NVIDIA というベンチャー企業が非常に性能の良い画

像処理デバイスを作っていて MRI などにぴったりです

が、まだ使われていないようです。医療用の場合、サプ

ライヤーの永続性が重要視されています。 

アナログデバイスは医療用各機器に多用され、重要な

役割をしています。インテルがDSPを入れたCPUを出し

て画像処理用として注目を浴びています。 

MEMSではバイオチップ、DNA処理、蛋白質チップ、

細胞解析、身体に埋め込む再生医療用などのチップが

将来医療用として伸びるであろうと予測されますが、残

念ながら現時点ではそれほどの市場にはなっていませ

ん。唯一現在広く使われている医療用 MEMS は超音

波トランスデューサで亀の子状のメンブレンを振動させ

て超音波を発生させるチップです。 

要素技術  MEMS技術による超音波トランスデューサ 

 

２． 治療技術と IT 

治療分野にも ITを使った技術が大きく進歩していて例

えば内視鏡画像によりロボットを操作して手術を行うことも

できるものがあります。写真はダヴィンチという米国製の外

科手術用ロボットですが、日本でも今年の4月から前立腺

の摘出手術に保険が適用されるようになりました。 

ロボット外科手術 

新しい薬を創る分野でもスーパーコンピュータを用い

て患部に最も有効に作用する分子構造を探し出すこと

が行われています。 

東大ではミセル構造高分子表面に標準分子をつけ

て癌細胞に選択的に集まる新薬を開発するプロジェクト

を発足させています。東工大ではフェライトをナノ粒子

に入れて患部に誘導するといった試みもされています。 

 
３． 情報バックエンドと医療事業の階層 

現在は一人の人が複数の病院で受けた診断結果、

健康診断結果、投薬記録といったものはそれぞれの施

設に別々に保管されています。こうした記録を本人が必

要とする時いつでもアクセスできるようにすれば診断が

より迅速的確に行われるでしょう。しかし今の日本では

電子カルテの規格もばらばらだし、本人が必要でもアク

セスする手段も限られています。こうしたところに新しい

法規や規制が必要です。 

GEの医療部門は X線管球を足がかりに診断機器で

成長し、モダリティを充実させ、その後電子カルテ企業、

試薬大手企業、ヘルスケア IT企業を次々買収して今で

は健康管理サービスまでの総合化を果たしました。売上

高も 2000 年には 7.9B$だったものを 2011 年には

18.3B$に伸ばしています。世界の医療機器事業の 3大

会社といわれるSiemens、Philipsの各ヘルスケア会社

も GE と同様に関連企業の買収を繰り返し、この 10 年

で数倍の大きな成長をしています。その点、日本の企業

はM&Aが苦手で伸びが鈍いと思っています。 

ワイヤレスの環境が近年急速に進化しています。現

状では大きな画像データは繋がり難い状況ですが、有
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線と組み合わせて電波の負荷を減らすことにより、環

境は改善されると思います。医療の面でこのワイヤレ

スの環境進化は非常に大きなインパクトがあります。 

 
４． 医療産業の今後 

医療関連の市場は毎年安定的に成長していて、マ

ーケットとしてこんなに魅力的なものはないと思います。

新しい息吹として先ほど触れましたスーパーコンピュー

タを用いた標的分子創薬や医療用の MEMS の他に
有機エレクトロニクスを用いたものがあります。東大染

谷研では人体に埋め込めるポリイミドに載せたトランジ

スタが開発されていますし、東北大芳賀研ではCCDカ
メラを搭載した能動カテーテルが開発されています。 
新しい医療産業を振興させるには医の安全を確保

する必要があります。例えばCTでは被爆の問題があり、
安全性について厳しい基準があります。日本では厚生

労働省が医薬品・医療品総合機構と一緒になってこう

した規制を作っているのですが、米国では例えばFDA
（食品医薬局）とDOE（エネルギー省）は相互に知見を
交換しながら医療機器等の信頼性、安全性の検証を

行っていて、単に規制でなく、開発、臨床採用に関与

しています。日本では採用を促進するようなメカニズム

がなかったのですが、最近そういう動きが出てきたこと

は歓迎すべきことと思っています。 
個人の病歴や、検査記録、投薬記録などが統一され

たフォーマットで何処でも使えるようにする電子カルテ

は実現しなければならないものでさらにこれは年金や

税金も含めた国民全員がマイナンバーを持つことに繋

がります。こうしたことは政府がもっと積極的にリードし

て進めて行かなければならないことだと思います。 
最近のエルピーダの破綻に関して日経は教訓として

「政府は中途半端な延命策をするな、やるならもっと早

くサポートすべきだった、今後はもっとパワー半導体の

ようなものに金をだすべきだ」と言っていますが、同業

者が多すぎたのです。私は「皆で同じことをやるな」とい

うのが最大の教訓だと思っています。 
政府がやらなければならないことは規制の強化と緩

和をもっとメリハリのあるものにすることです。携帯の端

末と接続を切り離して自由な環境を作ること、マイナン

バー制度を入れた年金と税の見直し、大企業に集中し

ている雇用の流動化促進、防衛（環境、宇宙）、資源の

確保、教育など民間でできないことに集中することが大

切です。民間では他と一味違うことをやってゆかねば

生きてゆけないと思っています。 
 

 

 

 

井上 昨年のシン

ポジウムでこれから

の新しい半導体の

アプリケーションは

何かを議論しまし

たが、その中の大

きな目玉が医療・

介護分野でした。

SIRIJの松本氏の講演資料によりますと新規市場 45

兆円、新規雇用が約 280 万人という数字が出ていま

す。また平成 22 年に経産省が打ち出した産業構造

ビジョンにも医療・介護・健康・子育てが戦略産業5項

目の一つとして挙げられています。ただこうしたものが

半導体産業とどう繋がって行くのか、見え難いところも

ありますし、これからなすべきことは何か、各界のご専

門の方々と議論して参りたいと思います。 

 

小倉 私は岐阜

大学で救急医療

の医者をやって

おりまして、現場

にヘリコプターで

飛びまわるような

生活をしていま

す。医療に最新

の IT を取り入れ

ることで様々な試みがなされていますが、現場のニー

ズを枯れた技術で反映させることを主眼に GEMITS

（救急医療情報流通システム）を岐阜で展開していま

す。また、内閣府 IT 戦略本部の「医療情報化に関す

るタスクフォース」の主査もやっていますが、これも IT

戦略に救急医療現場の意見を伝えることが私の役割

だと思っています。 

パネルディスカッション 

次世代医療と半導体技術の将来展望 

パネリスト 

  ㈱リガク              浅井彰二郎 

  岐阜大学             小倉  真治 

  オムロンヘルスケア㈱     志賀  利一 

  野村證券㈱           和田木哲哉 

モデレーター 

  (独)産業技術総合研究所  井上  道弘 
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米国では自由にかかれて、安くて、質が高いという

三つの要求を満足する医療は無理だと言っています

が日本ではこの三つを同時に実現しています。国民

一人当たりの医療従事者が米国の 7～8分の 1 という

状況の中でこれが実現している理由は医者の過重な

労働に依存していると思います。私も若いころは月

100 時間以上の残業はざらで、何とかしなければなら

ないと思っていました。 

救急の連絡が入るとき、その患者の状況は事務員

からの間接情報だったり、あわてていたりして正確な

判断材料が足りないケースが多いものです。また、そ

の症状に対して何処に最適な病院があり、何処に最

適な医者がいるかを特定するのがまた難しく、患者の

たらい回しのようなことが発生します。病院側に受け

入れ基準はあっても絶対的に医者の数が少ない状況

では絵に描いた餅になっています。 

こうした状況を打破するためには患者の医療情報

が正確に把握され、かつその症状に対して最適な医

者が何処にいて、またその医者が対応できる状況に

あるかを知ることが大切になります。 

日本では病院を選ぶ権利は個人にあり、またその

人の医療情報は個々の病院で別々に管理されてい

ます。内閣府の「医療情報化に関するタスクフォース」

ではこうしたばらばらの情報を一元化し、患者自身が

必要最小限の自己情報を電子化された形で保有す

ることを提言しました。そのためにどう情報を絞り込ん

で、どう電子化するか、機密性はどうするかなど決め

なければなりません。また受け入れ側の病院でもその

情報に対処できるシステムが必要です。その理想的

な形が「どこでもMY病院」構想で個人が保有する IC

カードに病気治療、投薬、健康診断等の記録がイン

プットされ、それを何処でも読める形にするものです。 

どこでも MY 病院 

医療のための個人 IDは税金などのマイ ID とはそ

ぐわないので私は独立したものが良いと思います。 

全国に先駆けて岐阜では救急医療情報カードシス

テムMEDICAを構築して高齢者 4500人に救急医療

に必要な情報をインプットしたカードを配付し、救急

車がその情報を読み取り、緊急の処置がとれるように

しています。 

連携パスのＭＥＤＩＣＡカード 

GEMITSはこのMEDICAカードを中心に最適医

師の存在や、空きベッドの有無、過去の診断状況な

どを知らせる病院間の情報連携、救急現場と病院を

結ぶ道路の選択や交通状況まで知らせる病院前連

携、治療後の介護まで対象にした緊急介護支援、患

者自身の病状判断から病院による最終判断までの階

層別トリアージからなるシステムです。救急医療は一

刻を争いますのでこうしたシステムがどれだけ救命に

役立つか計り知れません。また昨年の大震災のような

事態にも大きな力を発揮するものとなります。 

 

志賀 小倉先生のお話が救急医療であったのに対し、

オムロンヘルス

ケアは生活習慣

病の予防に貢献

することをミッショ

ンとしています。

ホームメディカル

ケアというのは家

庭内で計測した

データを医療機

関で活用し、予備群から病気への進行を妨げることを

事業としてやってゆくものです。 

50年後にはわが国の総人口が 30%減少する一方、

老齢化割合が 40%になり、寝たきりの老人が増えて6

「どこでもMY病院」構想の将来像（一部抜粋）

個人・患者医師・医療機関等 保険者

○「共通番号」等を用いた健康保険
証・診察券、地域包括ケアカード、
身分証明書等の中に緊急時等に必
要となる最低限の情報を格納

○最低限の情報としては糖尿病な
どの現疾病、現在服薬している薬剤
情報や副作用情報など自分の意識
がない救急時などに、医療従事者
等に見られても構わないもの

治療を担当する医師へ提示

保険者とのやりとり自らの健康管理に活用

被保険者の
健康管理に
活用

患者の治療
の参考に

救急時に

読み取り可能なICカードなど

介護機関

保健指導など

介護の質を
高める情報と
して活用

介護機関へ提示

将来の「どこでもMY病院」では個人主体の過去の医療・健康記録が持ち運び可能なように電子化
されいつでも閲覧・提示可能な形で利活用され、他方救急時などに最低限必要な情報は「読み取
り可能なICカード」のような形もあるのではないか。

Copyright 2006 Oki Electric Industry Co.,Ltd.○c S OKI CONFIDENTIAL

9

糖尿病脳卒中

薬局

連携パスとしてのMEDICAカード

救急搬送

MEDICA

共通ID番号
患者基本情報
様々なサービス情報

TM

急性期病院 回復期病院 維持期施設

かかりつけ医

各施設の回覧板
情報を正しく伝達し連携をする

専門医

かかりつけ医

専門医指導による連携治療
グラフで経過確認し投薬や栄養指導

現在飲んでいる薬の閲覧（＝お薬手帳）
各サービス（脳卒中、糖尿病など）からの処方箋受付

専用端末で患者情報を読み
取り、救急に必要な情報を取
得

9
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そのコスト負担が大変になります。高血圧、糖尿病の

患者割合が増大すると予測され、日本が世界の老齢

化社会のモデルケースになっています。要介護 5、寝

たきりの人の中で脳血管疾患が半数を占め、それを

防ぐには生活習慣病の予防が不可欠になります。 

健康機器のビジネスは過去ハード機器単体で行わ

れていたものが、今は家庭内で各種センサーを用い

てデータを採取し、情報端末機器を利用して医療機

関と結んで健康管理を行うシステムになって各社覇を

争っています。わが社は年間約 1000 万台強の血圧

計を出荷、世界の約 50%のシェアを持っていてこれ

を核に健康事業を展開しています。血圧計が

iPhone と繋がるようなことはもう起こっていてデータを

表示するシステムはできているので、メーカ側はシス

テムに似合う小型のセンサーを開発する方向に注力

しています。 

センシング技術は圧力や加速度を生体信号に変

えるものでわが社では昨年内臓脂肪面積の測定器を、

本年は胸郭の動きを非接触で捉えるセンサーを開発

して市場に出しました。健康機器は測定時以外家庭

で遊んでいるのが普通ですが、最近は超小型にして

身体に貼り付け、24 時間データを送り続けて身体の

小さな変化を探るものも出てきています。コンタクトレ

ンズにつけて眼圧を測るものや、カプセルにして飲み

込むタイプのものも開発されています。 

健康ビジネス展開イメージ 

今後の健康事業として、我々は PHR（個人の健康

記録）を自社でやることを考えています。ネットヘルス

ケアプラットフォームに家庭内で採取した種々のデー

タを総て記録し、その上に昨年ウェルネスリンクを、今

年メディカルリンクをたちあげました。ウェルネスリンク

というのは自分で計って自分で判断するもので、すで

に 20万人を超す加入者があります。世界で初めて血

圧情報の全国分布が示せるようになったのもこうした

リンクの成果です。メディカルリンクは医療の現場で使

うもので、血圧計の中に発信機を内蔵させ、データが

自動的に DB へ飛ぶものも開発しました。 

 

和田木 私の専

門分野である精

密機械メーカは

皆医療機器の方

を向いています。

富士フィルムは

フィルムからデジ

カメへうまく変身

したのですが、

今は医療総合メーカの道をまっしぐらで医療関連メー

カを矢継ぎ早に買収しています。キャノン、ニコンも最

重点を医療関連においています。HOYA は光学レン

ズ、LCD マスク、ブランクス、メモリーディスクといった

優良製品を取り揃えているのですが、最近はコンタク

トレンズや内視鏡、人工骨といったメディカル系にビ

ジネスドメインをシフトしています。時価総額の変遷を

みてもエレクトロニクス、金融が急降下しているのに比

べ、医療、ヘルスケアは着実な伸びを示しています。

収益からみてもエレクトロニクスの低調に比べ、テル

モ、シスメックス、マニーといった医療系が 2桁の高収

益を続けています。 

医薬、ヘルスケア領域への注目 

過去半導体は微細化により高性能化と低価格化を

進めることにより用途を拡大してきました。NAND フラ

ッシュも微細化効果により次々と従来の記憶媒体を置

き換えてきました。しかし此処に来て微細化は配線遅

延の問題や、装置の値上がり、歩留まり低下などによ

り、限界が見えてきました。従来のシリコンサイクルは

（1/28）

医療機関

WellnessLINKサービスプラットフォーム

薬局保険者

コンシューマ

健康関連企業
との連携

医療専門職
との連携

健
康
サ
ー
ビ
ス

プ
ロ
バ
イ
ダ

と
の
連
携

通
信
事
業
者

と
の
連
携

IT事業者との連携

健康ビジネス展開イメージ

アクセスポイントとサービスプラットフォーム

製薬、食品、フィットネス
通販、、、、

3

医薬、ヘルスケア領域への注目

NOMURA400に占める医薬、ヘルスケアセクターの割合

（出所）野村證券
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2000年以降明らかに崩れています。DRAMのビット成

長も大きく低下してきて、半導体の設備投資も上位 3

社で 60%を占めるという歪んだ形になっています。 

今後社会がどこへ向かうかは、ジャック・アタリの

「21 世紀の歴史」によると、社会保障の需要増加、国

家支出の増大、国家歳入の減少、ということから公的

サービスが行き詰まって民間サービスに依存すること

になり、結果民間の警備、軍事サービス、保険といっ

たものが伸びるであろうと書いてあります。保険が利

益を出すには健康、医療の充実が必要になります。 

また別の見方としてダウ平均株価と出生者数を 50

年ずらしたものと重ねると非常に良く一致します。これ

は 40 歳代が消費のピークにあることを意味していま

すが、今後この年代が減少するため、総支出は減る

ものの、老齢層が必要とする医療支出は増大するも

のと思われます。 

介護の現場は圧倒的に人が足りない、仕事がハー

ドである、といったことからハイテク技術による改善が

もっとも期待される領域です。半導体、とりわけ

MEMS において再び微細化、小型化することによっ

て、無線機能を実装したり、複数機能のシステム化が

期待されます。 

半導体業界にとって医療は希望の星ではあります

が、収益性を確保するためにはしっかりした事業モデ

ルを構築しなければならないこと、制度と許認可の壁

があること、実績とブランドが重視される世界であるこ

とを課題として認識する必要があります。 

 

伊藤 半導体の市場を探るとき I/O係数を使うのです

が、医療の中でメ

ディカルエレクトロ

ニクスに限定すると

どれくらいの数値

になりますか？  

医療用半導体と

いう場合、MEMS を

別とすると通常のネットワークを構成する信号処理と

基本的に変わらない気がするのですが、どう考えたら

よいのですか？ 

井上 アイサプライ社のデータをご紹介しますと世界

のメディカルエレクトロニクスの市場規模は 2020年で

10 兆円程度と予測しています。さらに半導体になると

1兆円程度の規模にしかなりません。 

和田木 I/O係数を論ずるとき、かつて PCがマイクロ

ソフトの下で DRAM の量的拡大を支配していたよう

な図式を医療機器に持ち込むのは難しいと思います。

医療機器に直接使われる量は限られていて、それよ

りもシステムとして関連機器に組み込まれるもの、繰り

返し使われる消耗品などにどれだけ取り込めるかが

大切だと思います。 

志賀 個人を対象とした健康管理システムを例にとり

ますと、必要な信号処理をセンサー側にもたすのか、

受け取る側にもたせるのかで考え方が変わります。最

終的にはバッテリーレスで使い捨てのできるものにし

たいという気があります。例えば血糖計は 1兆 3千億

円のビジネスですが、その 90%は使い捨てです。医

療機器の場合、従来のように標準的なプラットフォー

ムを作ってそれに載せるというのでなく、医療の現場

から要求されるものでアーキテクチャを作ることをしな

ければならないと考えます。 

浅井 医療機器の売り上げは年間数兆円で、その中

のエレクトロニクス、半導体の市場となると自動車など

に比べると小さいものです。MEMS も含め、半導体

産業の次世代を担うボリュームになるかというと疑問

です。従って今後は半導体単品でなく、サービスでビ

ジネスをする必要があると感じています。その場合問

題になるのは信用力で世界の 3大ヘルスケアに比べ

ると日本のメーカでこれに伍して行くのは大変なこと

だと思います。また、小倉先生の提供されているよう

なローカルなネットワークも大切だと思うのですが、フ

ランスなどでは以前から医用 IC カードを全国展開し

ています。何故日本で世界並みのシステムができな

いのかと歯がゆい思いです。 

牧本 今の議論でメディカルエレクトロニクスには使い

捨ての機器やサービスは含まれていないと思います

が、それらを含めたトータル医療関連の市場はどれく

らいになりますか？ 

和田木 昨年のSIRIJの資料で 45兆円の新規市場

が創出されると書いてあります。また日本の社会保障

関連の支出だけでも年間 100 兆円を越していますの

でサービスまで含めた市場は非常に大きなものになり

ます。東芝も日立もハードで培った力があるうちにソリ

ューションビジネスに転換しようと力を入れています。 

牧本 多分本当の市場は使う側の社会保障費と機器

価格の積み上げとの中間に存在すると思ってよいの

でしょう。 

井上 是非アナリストの方にはそういう意味でソリュー

ションを含めた市場を把握できる指標を考えていただ

ければと思います。 

和田 医療関連に使われている半導体をみると殆ど
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が海外のものです。日本のメーカは十分に作る能力

があるのに何故海外に行ってしまうのでしょうか？  

志賀 我々の目的は医療の現場で顧客が満足する

システムを提供することにあるので、そのパーツは安く

て良いものがあれば国産、海外を問わず使用しま

す。 

小倉 MEDICA の端末は韓国メーカのものを使用し

ていますが、それと同時に使用するカードも海外のシ

ェアナンバー1 のものを使用しています。その理由は

海外で最も多く利用されているものなので今後の展

開に有利になると思ったからです。救急医療の仕組

みは日本が先行しているので今後海外にも持ってゆ

けるものだと思っています。 

志賀 医療機器は認証が大変だという話がありました

が一度認証をとってしまうと、次の認証は結構容易で

す。国産、海外とは関係なく、実績とブランドが重視さ

れる世界で新規参入には壁になりますが、先行者優

位のメリットがあります。医療機器には必ずソリューシ

ョンが必要でそのノウハウがあって初めて機器が売れ

るものです。 

井上 次世代の医療にとって重要な半導体技術に関

して今まで議論のありましたセンサー用のMEMS、マ

イコンで使われる FPGA 以外に何か新しいものが出

てくるでしょうか？ 

志賀 材料としては薬の上に載っかるものとか、体内

で溶けてしまうものとかシリコンから脱出するという考

え方があります。 

小倉 能動的にデータを採るのでなく、無意識のうち

に受動的にデータを集めることはこれから多くなるだ

ろうし、そのための小型センサーの開発はより重要に

なると思います。ただ信号処理のためのより複雑な計

算をより速くということに関しては現場の感覚からいう

と必ずしも必要とは思えません。 

和田木 全く同感で処理能力よりはセンシングとアー

キテクチャが

大切だと思い

ます。 

山根 昔人工

衛星用のチッ

プを開発する

のに随分お金

と時間を使っ

た記憶がある

のですが、医療用もアーキテクチャ構築に時間と金が

かかって数が出ないもので、こうしたものの開発には

その重要性を考えると別のビジネスモデルを構築す

る必要があるのではないでしょうか？ 

亀田 最近ある病院の経営者と新しいMEMSを使っ

たシステムを導入しないかという提案をしたことがある

のですが、病院側はその価値は認めたものの認証す

るだけの金も人も時間も無いということで実現しません

でした。これが今の日本の医療の実態だと思うのです

が、このままでは新しいものが日本では出てこないと

いう危惧を感じています。 

小倉 全くその通りで今、大学病院では新研修制度

になって医者の数が大幅に減少して薬剤試験に関し

ても日本の病院でやるより海外で実証して日本に持

ち帰るほうが、時間もお金も少なくてすむと製薬会社

が考えるようになっています。医療機器に関しても同

様のことが言えると思います。 

和田 私はペースメーカを装着していますが、高価で

す。経産省は国産化しろと言っていますが、厚労省

はできないと言っています。どうなっているのでしょう

か？ 

志賀 厚労省の医療機器許認可スタッフは 10人そこ

そこですが、米国では 100 人程いてフェアな議論が

行われ、結論が速く出ます。ペースメーカも開発は日

本が先行していたと聞いています。 

井上 そういう話はよく聞きますが、これに風穴を開け

る方法はないのでしょうか？ 

志賀 風穴とは行きませんが徐々に良くはなってきて

いると思います。 

浅井 再生医療などでは遅れをとらないよう、頑張っ

ていますが、今までの認証システムは安全だという症

例を 2000 も 3000 も持って行かないと認可しないの

が厚労省です。米国は 30%の治る確率があればやっ

てみようという考え方です。この考え方の違いには軍

があります。負傷者を何とか治したいとか、戦場で使

える小型のものが欲しいという要求に採算を度外視し

てチャレンジする風土があります。またその要求に対

し、ベンチャーが対応して開発したものを持ち込むと

いったサイクルができています。日本ではこうしたシー

ズとニーズを結びつけるものが欠落しています。そこ

を埋めるには政府のよほど強力な指導がなければな

らないと思います。 

井上 医療の分野は半導体の業界にあっても夢の広

がる世界であることは間違いないのですが、色々な問

題点も見えてまいりました。本日の議論が皆様の今後

の取り組みに少しでもお役にたてば幸いです。 
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1．はじめに 

2011.3.11 に発生した、太平洋三陸沖を震源とした東
北地方太平洋沖地震は、地震被害・津波被害・原子力発

電施設被害等を伴う大災害である東日本大震災を引き起

こし、東北から関東にかけて東日本一帯に甚大な被害を

もたらしました。 
 また、タイでは大洪水に見舞われ、企業活動を継続的

に行うためには、自然災害への備えが十分な対応状況に

なっていない事が浮き彫りとなってきました。この一年は、

半導体関連産業においても、自然災害にいち早く対応す

る事の重要性が改めて認識された年であったと言えま

す。 
 
2．日本国土の立地条件 
地球は10数枚のプレートと呼ばれる厚さ数10kmの岩
盤で覆われています。 
日本は図 1 に示されるように、北米プレート・ユーラシ
アプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレートの4枚の
プレートの境界部に位置しています。 

図 1. プレート境界部に位置する日本 

 
図 2では、マグニチュード 5以上の震源位置を点で示
されていますが、世界で起こる地震の大半はこのプレート

境界上で発生している事が分かります。 
 

 

図 2. プレート境界部の発生地震 

 
1994～2003年に発生したマグニチュード 6以上の地
震回数は全世界で 960 回発生しており日本ではその
23％に当たる 220回発生しています。日本が地震大国と
言われる所以は、このプレート境界部に位置している事

であると理解できます。 
日本で発生する地震は、以下の4種類に分類されてい
ます。 

1） プレート境界型地震 
例）1994 三陸はるか沖地震 

2） プレート内部破壊地震（浅部） 
例）1994 北海道東方沖地震 

3） プレート内部破壊地震（深部） 
例）1993 釧路沖地震 

4） 活断層型地震 
例）1995 兵庫県南部地震 

 
1996年から 8年間のマグニチュード 5以上の日本周
辺地震の震源位置をプロットした図 3からプレート境界部
に沿って多くの地震が発生していることが認識できます。 
これらの状況を考慮すれば、日本国内で産業活動を推

進するには、地震災害への備えが重要である事が分りま

す。 
また、このデータは、工場からの震源距離を推定する

オンサイト地震防災システムの構築とその有効性 
オンサイト地震計により波形解析をおこなう 

高精度・高信頼性のリアルタイム地震防災システム 

 沖エンジニアリング株式会社 取締役環境事業部長 高松 謙一 

SSIS 2012年 3月度 講演会 



半導体産業人協会 会報 No.76(‘12 年 7 月)  

 

ために必要なデータとして活用できます 
 

     図 3 1996年～2003年M5以上の震源分布  

 
3．緊急地震速報 
気象庁では、世界に類の無い緊急地震速報を2007年
度から本格運用しています。地震震度の決定は、図 4 に
示されているように、気象庁、地方公共団体、（独）防災科

学研究所が全国各地に設置した計測地震計が使用され

1996 年以降は自動的に観測され速報として発表されて
います。 

図 4. 震度観測点の分布 

 
震度階級としては「震度0」～「震度7」までの10階級に
分類されており、地震のエネルギーの大きさはマグニチ

ュードで表され、マグニチュードが 1 増えると地震波のエ

ネルギーは約 30倍に、2増えると 1000倍になると言わ
れています。 
 
4．半導体工場被災地震 
半導体工場の被災した代表的な地震を図5に示します。
半導体業界でもこれまで多くの地震被害を受けています。

地震に対処するために、生産装置の固定方法の見直し

やインフラ設備配管の耐震性強化等については、1995
年の阪神淡路大地震以降、半導体製造各社は積極的に

行ってきています。 

5．地震への対応 
地震被害を低減するためには、地震の大きさに対応し

た適切な対策を実施する必要があります。 
震度4程度までは比較的に対処し易すく、建物補強、設
備固定、インフラ配管の振動対策やライフライン確立など

日常的に行っていれば問題は起きません。 
震度 5弱以上の強い恐怖を感じたり、建物被害が発生
し易い震度にたいしては、大地震や巨大地震さらに地震

を起因とした土砂災害、津波被害など被害の大きさを想

定して対策検討する必要があります。地震発生時の対応

内容を細かく設定しておかないと、いざという時に十分な

機能を発揮することができません。 
直下型と呼ばれる内陸型の地震に対する影響度を評

価し対策を立案するためには、震源からの距離が重要な

判断材料になります。 
震度はある地点における地震動の強さの程度を表わ

すもので、図6に表されるように震源からの距離や地盤の
違いにより震度は大きく違ってきます。また、過去の地震

履歴を積極的に調査し、工場立地がどの程度の地震被害

にあうかを推定しておく必要があります。 

発生日  地震名称 マグニチュード 

1995.01.17  阪神・淡路大地震 Ｍ７．３ 

1999.09.21  台湾集集地震  Ｍ７．７ 

2001.03.24  芸予地震 Ｍ６．７ 

2003.05.26  三陸南地震 Ｍ７．０ 

2003.07.26  宮城県北連続地震 Ｍ６．２ 

2004.10.23  新潟県中越地震 Ｍ６．８ 

2005.08.16  宮城地震 Ｍ７．２ 

2006.06.12  大分県中部地震 Ｍ６．２ 

2007.03.25  能登半島地震 Ｍ６．９ 

2007.07.16  新潟県中越沖地震 Ｍ６．８ 

2008.06.14  岩手・宮城内陸地震 Ｍ７．２ 

2008.07.24  岩手県沿岸北部地震 Ｍ６．８ 

図 5. 1995～2008年の半導体工場被災地震 
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図 6. マグニチュードと地震の関係 

 

日本周辺地震の震源位置がプロットされている図 3 を
活用し、地震の履歴と現在あるいは建設予定地域の震源

からの距離を推定し、被害想定をしておくことも重要であ

ると言えます。 
さらに、3.11 地震の例を見れば、歴史的な事例を含め
た調査の必要性が分ります。 

 
図 7. 東海東南海・南海連動地震 

 
近く発生すると懸念されている南海トラフ巨大地震（東

海・東南海・南海連動地震）や被害想定見直しが行われ

ている首都圏直下型地震等に対処するためには、記録と

して残っている「慶長地震」、「宝永地震」や「明治三陸地

震」等についても、地震振動の大きさや津波などに対す

る被害状況を把握しておく必要があります。 
地震被害想定の見直しを実行し、火災時の避難訓練

のように、実行性を確保するためには地震被災時の対応

訓練を定期的に実施しておく必要があります。 
 
6．緊急地震速報の活用 
弊社では、高度利用者向け気象庁緊急地震速報と、工

場敷地内に設置したオンサイト地震計の波形解析を併用

し、発生した地震の本震が工場に到着する前に、インフラ

設備や重要生産設備停止や従業員の安全確保等に有

効活用しています。 
次に、このシステムの特徴・有効性について紹介いた

します。 
 

 

図 8. 高精度地震予測装置 KXA-300X 

 
図 8 に示した、高精度地震予測装置 KXA-300X は、
次図 9に示すオンサイト地震防災システム例で分るように、
気象庁の緊急地震速報と 3台のオンサイト地震計の地震
波形解析を組み合わせ、地震の大きさ、到着時間の推定

精度向上を行っています。過去の地震にたいして、予測

システムは正常動作を行い、地震被害軽減や再稼働時

間の短縮に有効に機能しました。 
本システムでは予測した地震加速度が80Galを超える
場合は自動的に緊急地震放送を行い、危険作業の停止

や危険個所からの避難など作業者の安全確保を行って

います。 
また、予測加速度が 120Gal を超えた時に、二次被害
防止対策として、薬品供給設備や特殊ガス供給設備の自

動停止や緊急遮断を行っています。 
さらに、ビジネス損失軽減のための搬送設備停止や復

旧に長期間必要で且つ修理に高額な費用がかかる、露

光装置やテスター等も自動停止させ被害軽減や早期復

旧を実現しています。 
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図 9. オンサイト地震防災システム例 

 
このシステムでは、図 10 に示すように予測精度と実測
値は、ほぼリニアーな関係にあり、精度が良いことが分か

ります。2005年から 2008年に起きた 3回の工場被災を
受けた地震では、気象庁の緊急地震速報だけで半導体

レベルの工場を停止するには、十分とは言えなかった事

が分っています。 
 

図 10. 予測加速度と実測加速度の関係 

 
これは、気象庁の地震計は、全国をカバーするために

設置されているもので、必ずしも工場立地の近傍に地震

計が設置されているわけではありません。地震の伝搬は

地盤や建物構造により異なるために、当然のことながら、

オンサイトの地震計とは振動波形が異なります。従って、

オンサイトに設置した地震計で独自に波形解析を行い地

震動の大きさを予測する機能が非常に重要である事が確

認できます。 
弊社のシステムでは、オンサイト地震計で P 波（プライ
マリー波、縦揺れ）を、常時計測し S 波（セカンダリー波、
横揺れ）の大きさを予測しています。 
この方式の採用で、本振であるS波到着の数～十数秒
前に、地震の到着時刻を予測し自動停止機能が有効で

ある 4 秒前程度でインフラ設備等の自動停止を行ってい
ます。この方式の採用で、二次費が軽減と早期生産復旧

のBCP としての二つの目的を達成しています。 
また、システムに内蔵した通知機能を活用する事で、

工場以外の場所で、被害状況を推測する事が出来、支援

体制や復旧応援体制の早期確立が可能となっています。 
3.11以降連動地震に対する予測精度の向上や予測演
算時間の短縮等を行い、システムの安定化と精度向上を

実施してきました。P 波到着後 1 秒以内で予測を完了す
る事が出来、直下型と呼ばれる内陸型地震への対応性を

強化してきました。実際には自動停止等の動作時間を考

慮すると、約20km程度の近傍地震まで対応できることに
なります。 
 
7．まとめ 

BCP として、自然災害への備えが重要であり、中でも
日本国内では、いつ発生するか予測できない地震に対

する対応策を構築する事はとても重要となってきています。

地震災害を軽減し早期復旧を可能とする運用ノウハウが

詰まった弊社のオンサイト地震予測システムは、高性能・

高信頼性のリアルタイム地震防災システムとして半導体業

界に貢献できるものと確信しています。 
 
 
 
 

参考資料 

図1 産総研 活断層・地震研究センター 

http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/katsudo/aferc_new

s/ 

図2 地震情報サイト JIS   

http://j-jis.com/ 

図3、4 気象庁   

http://www.jma.go.jp/jp/quake/ 

図 6 内閣府（防災部門） 

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_gaiyou/pdf/h

assei-jishin.pdf 

図 7 防災システム研究所 

http://www.bo-sai.co.jp/tounankainankai.htm 
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1．発端 

2004年 7月 7日、成田発 JL759で私は初めて
ベトナム最大の都市、ホー・チ・ミン市を訪れた。夜

11 時過ぎ、長い入国審査を経て、暗い Tan Son 
Nhat（タンソンニャット）国際空港を出たとたん、じっ
とり暑く湿った夜の出口を取り囲む様に手に手に名

前の書かれたプラカードを持った、お祭り騒ぎの老

若男女の群れに圧倒された。Tan Son Nhat空港名
物、出迎えの洗礼だった。 
当時、(株)ルネサステクノロジーは日立製作所と三菱電
機の半導体部門が合併発足してから 2 年目を迎え、
SOC(System on Chip)事業を主力に飛躍しようとしていた。
SOC 製品開発にはハードウェアとソフトウェアともに莫大な
設計リソースを必要とする。「人はいくらいても足りない」事

態になると容易に想像できた。増大する設計リソースをどう

確保するか。一方で開発コストの増大をいかに押さえ込む

か。その解決策の一つが海外設計リソースの活用である。

すでにマイコン設計では日立、三菱共に中国に設計会社を

展開していたが、SOC 開発のリソースまでは手が回らない
状態だった。日立時代からベトナムに目を向けていた伊藤

達COO(当時)から未知の国ベトナムのSOC開発の可能性
を探るべく、調査と最終答申の指示が出た。 
ホー・チ・ミン市はかつてサイゴンと呼ばれたベトナム最

大の商業都市である。1975 年に南北統一された後も度重
なる戦争や紛争によって、一時は東南アジア最貧国であっ

たベトナムも、1986 年の「ドイモイ」と呼ばれる自由主義経
済転換以降、積極的な海外資本導入を基に着実に発展を

遂げていた。すでにホー・チ・ミン市には多くの外資系、日

系企業が進出していたが、そのほとんどは安価な労働力を

利用する製造業であり、半導体の設計のようなソフト商品を

扱う会社を立ち上げる例は他にはなかった。 
2004 年、初めてホー・チ・ミン市出迎えの洗礼を受けた
のは、設計開発のできる優秀な人材は豊富なのか、設計会

社を起こすとすればどこに設立するか、リスクはどの程度な

のか、といったことを調査するためである 。7月～8月にか
けて数回の踏査を実施、以下答申をした。 
(1) SOC製品開発の設計会社をホー・チ・ミン市に設立
すべきである。 

(2) 優秀な技術系大学があり、良質な人材は豊富にいる。 
(3) 設立場所は輸出加工区内とする。 

 
 
 
2．着手 

2004年8月、設計会社設立の社内稟議が下りて、すぐに
ベトナム人管理職の人選に入った。財務と人事は会社運営

の両輪である。まずこの要職に信頼のおける、優秀な人材

を配することは企業の将来を決定づける。幸い両ポジション

ともにふさわしい人物を雇うことができた。いわばヘッドハン

ティングで獲得した逸材で、二人とも女性である。このお二

人には現在も管理部門の幹部として活躍いただいている。

彼女たちをはじめ 、 これまで G&A(General and 
Administrative)といわれる管理部門のスタッフは全員女
性で占められてきた。有能な女性が働きやすい環境を作る

こともベトナムでの企業成功の秘訣かもしれない。 
会社名は Renesas Design Vietnam Co., Ltd.、通称

RVC とした。“RDV”としなかった理由は中国・北京の設計
会社(Renesas Design Beijing)が“RDB”と称しており、日
本人には“B”と“V”の発音の区別が難しいだろうとの配慮
からである。  

RVC 設立に向けてあらゆる関係者が動き出した。まず設
立場所はホー・チ・ミン市の中心から約 5km 南に位置する
Tan Thuan(タン・トゥアン)輸出加工区に決定した。輸出加
工区は基本的に製造工場団地であり、約 50社の日本企業
含め、150 社以上の海外企業がすでに操業していたが、台
湾に本社がある輸出加工区のデベロッパーは先端 IT企業
を積極誘致して、新たなハイテク産業区建設の構想を持っ

ていた。その最初の企業として RVC 誘致にたいへん熱心
で、種々の会社設立手続き支援(ワン・ストップ・サービス)や
政府関係機関との調整を図ってくれた。ベトナムの国情に

不慣れな我々にとって実に頼りになる存在であった。またこ

こに立地する最大の利点は輸入する部品、輸出する製品、

共に関税がゼロという点にある。RVC にとっても、設計開発

株式会社 人財ソリューション 執行役員   佐藤恒夫 

SSIS  2012年5月度  講演会 

ベトナムの設計会社
～ その理想と現実 ～ 

表1． ベトナムの主要経済指標の推移 

2007年WTO加盟。2008年に個人GDPが1,000USDを超えた。
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に必要なサーバーや端末機器、PCなどはすべてを輸入に
頼っていたため、関税ゼロはたいへんありがたい優遇制度

であった。 
土地の賃貸契約、会社設立申請、定款作成、社内規則

作成など法務、財務、人事など多方面にわたる処理事項の

解決には日本だけでなく、現地の方々から多くの支援を受

け、2004年 10月 5日、念願のRVC設立認可がおりた。 
 
2004年11月、輸出加工区内に準備事務所を設置。業務
開始日を翌年(2005年)3月1日に定めて、本格的な準備が
始まった。準備の中心メンバーは私を含めて 5 名。現地採
用した G&A管理部門の 2名、それにベトナム設計会社構
想の企画段階から参画してきた 2 名がいる。一人はベトナ
ム系アメリカ人 Cang Tran(カン・チャン)氏、もう一人は
RTA社（当時）駐在の中(なか)氏である。Cang氏は現地の
大学や政府関係機関との交渉役、中氏はRVCの設計開発
インフラ整備担当として、二人ともそのまま RVCで勤務して
もらうことになる。 

 
設立準備にあたり、3年でRVCの経営基盤を固める計画
を立てた。 

 
 1年目（2005年）Identification（一体化）： 

ルネサスブランド確立 
 2年目（2006年）Enhancement（拡大）： 

業務拡張と自社ビル建設 
 3年目（2007年）Continuity（継続）： 

ガバナンス確立と将来への布石 
 

まずは一番大切なのは 1年目。現地の政府、大学、商工会
などに“Renesas”の名前を認知してもらうことが、2 年目以
降、拡大、継続につながるはず。そのために RVC をどうい
う設計会社にするか、基本コンセプトを明確にする必要があ

った。 
私の提案は； 

(1) 社内公用語は英語とする。 
(2) 設計に必要十分な設計ツールを整備する。 
(3) “Renesas”の技術を受け継ぐ設計集団とする。 

(1)に関して、半導体市場は全世界に広がっているので、英
語を使うことは設計者にとって重要であり、日本の設計グロ

ーバル化にも役立つはず、というのが表向きの理由だが、

実際には日本語ができて、かつ優秀な設計者はほぼゼロ、

という現実への対応だった。結果として正しかったと考えて

いる。また(2)に関しては、大学には「半導体技術」に関する
講座は皆無。半導体関連企業に勤めた経験者もいない。 
したがって新卒の大学生を初歩から教え込み、設計ツー

ルを効率よく使える設計エンジニアを育成することが成果を

出す近道と考えた。大学には 32bit RISCマイコン SHシリ
ーズ開発キットを無償で提供したり、半導体 3ヶ月集中講座

を開講したりして、半導体や開発ツールの基礎知識普及に

努めた。 
新しい設計会社“Renesas”の魅力を若いエンジニアに
理解してもらうために、ホー・チ・ミン市内にあるいくつかの

技術系大学で会社説明会を開催した。“Renesas” の文字
を刷り込んだノベルティが目的だったのかもしれないが、毎

回数百名の学生が大教室に入りきれないほど集まり、確か

な手応えを感じた。その後の入社試験でも数十名の募集に

対して 500 名以上の応募があり、選抜に嬉しい悲鳴をあげ
ることになる。 
エンジニア採用活動と並行して、彼らの設計オフィスを準

備しなければならない。設計棟建設用地として借地契約は

済んでいたが、最初から自社ビルを建てることは許可され

なかった。そこで輸出加工区デベロッパー所有ビルの一部

を借り受け、100 机程度のオフィスを作ることになった。
LAN 配線やサーバー専用室、無停電装置、入退室セキュ
リティなどを装備した本格的な設計オフィスが 2005年 2月
に完成、こうして設計業務の準備が整った。 
 
3．展開 

2005年3月1日、エンジニア第1期生22名を迎えた。 
年 2 回、半年毎に行うエンジニア採用試験では筆記（専
門技術と英語）と、さらにグループ討論審査、個別面接を実

施している。筆記試験で 20~30％くらいに絞り、個別面接の
前に 4～5 名単位に英語によるグループ討論とプレゼンテ
ーションを行わせる。語学力だけでなく、個性や適性を確認

できて有効な手法である。こうした選抜方法は、少々手間は

かかるが、文化・習慣の違う外国人の力を評価するには必

須であろう。しかし予想以上に応募者が英語で苦戦してい

たことには少し驚いた。ベトナム人も日本人と同じくらい英

語が不得手だったのである。英語を入社条件にすることで

応募者の減少が危惧されたが、それほどの影響はみられな

かった。この選抜を最初に突破した 1 期生は英語力、技術
力ともに優れたエンジニアであった。 
入社後、新入社員は全員 3 ヶ月の基礎技術トレーニング
を受ける。これは半導体知識と設計手法を学び、同時に英

語力のブラッシュアップ、プレゼンテーション能力やチーム

ワークの基本を身につけてもらうためのトレーニングである。

狙いは「設計ツールを駆使する良質な設計エンジニア集

団」を育成することにある。カリキュラムは概念を学ぶ講義と

実際に設計ツール操作を体験するグループ学習とで構成

されている。グループ学習では5~6名のチームに分かれて、
2 週間単位でいくつか異なる設計事例に取り組む。実際の
現場に近い事例を体験することにより、できるだけ早く設計

業務に慣れさせようとする工夫である。講師は日本の設計

部の皆さんに依頼、教育したエンジニアは自分の業務に就

かせてもよいことにして、積極的にRVCに来てもらった。若
いエンジニアを教育することで、日本の設計者のスキルも

向上すれば一石二鳥となるとも考えていた。 
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トレーニングは当然英語で行ったが、教える側も教えられ

る側もお互いに苦労していた。RVC で私は３つの“A”につ
いて何度か説明した。 
 Ambition  Assertion  Attention  
それぞれ日本語でいえば「抱負」「自己主張」「配慮」となる

でしょうか。お互いに不自由な英語で会話するのであるから、

同じ目標（Ambition）に向かって、自分の意思をはっきり伝
え（Assertion）、相手の言うことをしっかり聞く（Attention）。
いつもこの 3 つの“A”を念頭においてお互い解るまで話し
合おう、というメッセージのつもりである。この説明自体ベト

ナムのエンジニアにどこまで理解されたかは心許ないが、1
年目に入社した合計約 50 名は論理検証作業という単純な
根気のいる仕事にも関わらず、我々の意図を理解し、着実

に成果を上げてくれた。 
2006年、エンジニアは 100名以上になり、RVCのSOC
設計業務を請負うことのできる見通しがついてきたので、自

社の設計棟建設が認可された。デベロッパーは輸出加工

区内の広大な区画をハイテク産業誘致区域として整備して

いた。「ハイテクパーク」と呼ぶ予定地に情報、通信、ソフト

ウェア開発、IT などの最先端企業を集めたインテリジェント
パークである。RVCはその最初のビルとして、サイゴン川を
望むその区域の一等地を占めることができ、9 月から建設
が始まった。将来の拡張性を考慮し、設計に専念できる環

境を最優先に考えて広さ、設備を考慮した。例えばホー・

チ・ミン市内最大級のサーバー室は 1,000名の設計者にも
対応可能な規模である。そのほかにもパーティションで区

切った広い設計ブース、国外にすぐにつながる多くの TV
会議室、教育専用 PC ルーム、広い実験室など、設計に専
念できる様々工夫を凝らした。 

 
 
当初計画では大学機関も利用できるビルとして、公共性

を考慮した 5 階建ての余裕あるビルを提案したが、日本側
の指示により規模を 4階建てに削られてしまった。残念なが
らこの決定は後の事業運営に少なからず影響したことは否

定できない。 

設計棟建設に伴って増資が認可され、資本金は一千万ド

ル超となった。2007年7月に設計棟は竣工、その年の9月
入社のエンジニア 5 期生を新しいビルに迎え、エンジニア
の人数は 200名を超えた。 

 
 

4．隘路 
2012年現在、従業員数は 600名強、2007年の3倍とな
り、LSI の上流工程(論理設計、回路設計)から下流工程(レ
イアウト設計、検証)まで SOCのほぼ全工程を、さらにソフト
ウェア開発も請け負っている。ハードウェア設計では最先端

の28nmプロセスを使ったSOC製品を設計できるほどのエ
ンジニア集団に成長した。短期間でこれだけの成果を上げ

ることのできるRVCの実力は高く評価されてよいだろう。 
しかし、従業員が増え、会社規模が大きくなるにつれて

様々な問題点が浮かび上がってくる。例えば、 
(1) 就業モラルの不足；時間不遵守、責任回避、約束の
不履行 

(2) 業務経験の不足；基礎知識不十分 
(3) 指導者の不足；お手本の不在、日本人依存 
(4) 高い離職率；年平均 18%  

（ベトナムの企業平均は 17％） 
(5) 業務量の変動；親会社依存 
などである。ここでは離職率からみた問題を考える。 
 
図3はこれまで半年ごとに採用してきたエンジニアの数と
在籍人数の推移である。創業以来 7年間、採用した延べ人
数は 950名以上になるが、そのうちの約 40％が RVCから
離職したことになる。離職者は次のような理由を挙げてい

る。 
(1) 大学上級課程進学、あるいは留学志望 
(2) 家庭の事情 
(3) 査定・職位の不満 
(4) 給与額の不満 
(5) 日本流会社規則への不満 
(6) 技術不足の自覚 
(7) 仕事の不適合 
申告された理由には額面通りに受け取れないこともあるが、

図１．ホー・チ・ミン市最大級のRVCサーバー室 

図2．RVC設計棟外観 
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概ね上記のどれかに当てはまる。創業当初は(1)、(2)の理
由がほとんどであり、20数名の成績優秀者の選抜が裏目に
出たともいえる。しかし、50 名以上が一度に入社するように
なると(3)以降の理由が増えてきた。 

 

一般にベトナムの人は情に篤い、家族を大事にすると言

われる。また勉強熱心で、向上心が強いことも我々に良い

印象を与える。しかし一般企業で働く場合、これらが逆効果

になることが往々にしてあるようだ。ベトナムの大学進学率

は 10％強。大学卒はエリートであり、家族の期待は大きく、
自分の就職に関して両親の意向を尊重することも多い。ま

た働くというより自分の能力を向上させることに熱心な傾向

がある。こういった面が上記(1)や(2)で離職する理由になる。
また、大学に合格できるほどの賢明さを持っていることを考

慮することも必要だろう。頭が良いので、仕事に対する自分

のモチベーションが保てないときはさっさと辞めてしまう。も

ちろん給与額が少ないという理由もなくはないが、それより

自分の納得できない仕事、自分が評価されない仕事には

非常に敏感である。彼らは日本人をよく見ている。辛抱が足

りないとか、プライドが高いとか批判して、彼らを理解しない

態度。日本の都合だけによる一方的な押しつけ管理。その

結果が離職率に表れるといってよいだろう。 
離職率を下げるために、給与改定、制度改定、賞罰基準

設定、福利厚生改善などハード面の対策はもちろん必須で

ある。現場では着実に対応策を打ってきた。しかしそれだけ

では十分とは言えないことが数字になっている。大切なこと

はトップの姿勢にあると思う。仕事量を確保し、会社の指針

を理解させ、彼らの良い面を引き出し、甘やかすのではなく、

時には叱り、正当な筋は通す。こういった揺るぎない姿勢を

もって、ベトナムの文化・習慣に同化して、彼らと真剣に向き

合うことが彼らを安心させる。従業員が理解すれば、就業モ

ラルの是正や経験の積み重ねができてきて、会社の基盤は

固まるはずである。 
 
 
 

5．展望 
8千万人の人口を抱え、30歳以下が人口の 50％以上を
占める若いベトナムはこれからも優秀な人材を多く輩出する

だろう。それに伴い経済も成長し、市場としてのベトナムの

魅力も増してくると考えられる。ハイテク企業として認定され

た設計会社、RVC はまだまだ伸びる要素を持っている。そ
れを支えるのは現地の若いエンジニアであり、生え抜きの

マネージャである。設立当初、RVC はベトナムに立地した
以上、ベトナム人の、ベトナム人による、ベトナム人のため

の会社である、と私は考えていた。創立7年目の現在、そろ
そろ経営にベトナム人メンバーを参画させる時期ではない

だろうか。離職率の問題を考えてみても、日本人だけに頼ら

ず、ベトナム人が中心になって会社運営ができるよう、早く

準備を始めることが必要である。彼らの実力を侮ってはいけ

ない。“Renesas”ブランドを海外の、しかも若輩に任せてよ
いのか、まだまだ彼らには難しすぎるのではないかという疑

問の声は承知している。しかし、現在ブランドを壊している

のは日本側ではないか。奢れるものに未来はない。 
ベトナムの首都、ハノイに JIT 社（Just Information 

Technology）という会社がある。この設計会社は、人材派
遣・紹介会社（株）人財ソリューションが 2011 年にベトナム
のエンジニアのために設立したソフトウェア設計会社である。

代表取締役は弱冠 29歳。日本で 3年働いた経験を生かし
て、日系企業を相手に携帯電話用アプリ開発を日本語で行

っている。まだエンジニアは 10名程度の小さい会社である
が、将来は組込ソフト開発も視野に入れて、自主独立を目

指している。この会社にはもう一つ役目がある。(株)人財ソリ
ューションに在席して日本の各企業で就業しているエンジ

ニアの帰国後の受け皿である。日本で一生懸命働いた後、

ベトナムに帰国してもすぐに就職先がない人のために、ま

たソフトウェア開発を継続する人のためにも JIT 社は存在
する。詳細をご覧になりたい方のためにURLをご紹介して
おく。 

 

 

 

図3．  RVCの採用人数と就業人数の推移 

PoolBoom3D ShaDeco

図4． JIT社が開発したスマホアプリの例 

JIT社のホームページ http://jit.vn/  
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私は JIT 社に関わりながら、RVC ではできなかったこと
をもう一度おさらいしているところである。 
ベトナムは日本のビジネスパートナーとなり得るポテンシ

ャルを持っている。ベトナムの設計会社が増えてくれば、技

術を理解できるブリッジエンジニアは一層重要になってくる。

日本企業で働いた経験を生かし、彼らが幅広い分野で積極

的に関わることができるよう、支援していく。 
 

6．まとめ 
「理想の設計会社」を目指して、海外の設計会社を立ち

上げた体験をご紹介するとともに、それを背景にベトナムと

ベトナム人について思うところを述べてきた。 
どんな立場であろうと、現地で起業した責任はいつまでも

付いてまわる。将来ある若い人たちを新しい会社に誘った

以上、彼らがそこで働いている限りは彼らと彼らの家族に対

して無責任ではいられない。しっかりした会社にするのが責

務である。簡単に言えば、あの会社で働いて良かった、と喜

んでもらえることだと思う。私自身はRVCを直接運営できた
のは 2007 年までであり、その後は蚊帳の外の状態だった
ので、どこまで理想にたどり着けたのか、それはわからない。

しかし、今も彼らとなんらかの形でつながりを持ち、その近

況を聞くと、私の努力も無駄ではなかったと自己満足したり

している。 
 
振り返ってみると人のつながりというものを改めて感じる。

例えば日立時代にたいへんお世話になった半導体製造会

社が RVCのすぐそばで操業していて、ベトナムの先輩とし
てまた何度も助けていただいた。ベトナム人とのお付き合い

を深めていくと、その人脈、付き合いの広さにさらに驚嘆す

る。彼らのネットワークはほんとうに広い。RVC が比較的ス
ムーズに軌道に乗り、私が問題なくベトナムの暮らしに溶け

込めたのもこのお付き合いがうまくできたからだと思う。これ

が海外で成功するための一番の秘訣ではないだろうか。 
ベトナムの設計会社に関わって、RVC の皆さん、JIT の
皆さん、また大学や役所の人々。もちろん日立～ルネサス

の時代に知り合った人々。たくさんの人たちが困ったとき、

迷ったときに私を支えてくれた。これは私の大きな財産であ

る。そんな象徴的なスナップを結びとしたい。 
 
これまで私と付き合ってくださった皆さん一人一人に感謝

を込めて、Xin Cam on！ 
 
また、本稿を執筆するに当たっては、現在の RVC 社長
佐藤点氏からたくさんのデータと RVC の現状について有
益な助言をいただいた。改めて御礼申し上げる。 
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ベトナム戦争 （松岡 完/中公新書 2001） 

ベトナム 不思議な魅力の人々（伊藤哲司/北大路書房 2004） 

ベトナム語のしくみ （田原洋樹/白水社 2005） 

ベトナムめしの旅（伊藤忍、福井隆也/情報センター出版局 2004） 

ベトナムのことがマンガでわかる本（福森哲也/明日香出版社 2010） 

ベトナムの今  第三弾 （片岡利昭/日越貿易会 2010） 

月刊ベトナムスケッチ    （エーペックスベトナム） 

 

ジェトロホームページ 

http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia 

政府のホームページ  

外務省   http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

経産省   http://www.meti.go.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

図5．若いエンジニアに囲まれて 

2007年2月11日 旧正月前の年末パーティ 
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本研究の詳細な内容は、立本博文(2009)「国家特殊
的優位が国際競争力に与える影響：半導体産業におけ

る投資優遇税制の事例」『国際ビジネス研究』第 1 巻 2
号、 pp.59-73.としてパブリッシュされております。興味
のある方はご覧下さい。① 

 
１．国際競争力とは：企業特殊優位と国家特殊優位 
本発表では、半導体産業に対する韓国・台湾・日本の

制度要因の影響について調査研究を紹介した。従来、

国際競争力の研究では、企業の国際競争力を「企業独

自の競争力（企業特殊優位:firm-specific advantage)」
と「各国の環境由来の競争力(国家特殊優位： 
country-specific 
advantage) 」に分けて
考察を行ってきた。 
国家特殊優位とは、

立地特殊優位や産業環

境由来の優位と、ほぼ

同じような考え方である。

ただし国家特殊優位と

呼んだときには、各国の

制度やイノベーション政

策といった人工的な産

業環境を重視する傾向

がある。本研究で取りあ

げた半導体産業に関す

る税制は、国家特殊優

位の典型的なものであ

る。 
国家特殊優位の研究

は、日本や NICs が欧
米諸国に猛烈なキャッ

チアップを行った 1970～80年代に始まった。日本産業
のキャッチアップを、単に企業努力のみに帰着させず、

政府を含めた産業環境整備にまで広げて考察したので

ある。国家特殊優位の研究は、一時は盛んに行われた

が、1990 年代以降あまり行われなくなった。おそらく一
つには日本産業の強烈なキャッチアップが終演したた

めであろう。さらに、グローバリゼーションの波にのって

各国市場がオープン化されると、最終的には国毎の産

業環境の違いはそれほど重要ではなくなると考えられた

ことが背景にあると思われる。 
しかし、現実には、その後も各国の産業環境の違い

は、無視できるほど小さくなることはなかった。現在行わ

れているグローバリゼーションは、実際にはセミ・グロー

バリゼーションである。結局、各国の産業環境には相応

の違いが存在している。企業・産業は、そのような違いを

活用しながら、自らの国際競争力を構築している。本研

究で対象とした半導体産業は、そのような各国間の制

度の違いの影響を、もっとも受けている産業である。 
 

表 1 半導体産業に対する投資優遇税制 
 

２．半導体産業に関する制度：投資優遇税制 
まず発表では、今日の半導体産業にとって、なぜ制

度要因の影響が重要であるかを問題提起した。半導体

産業における設備投資額は、1990 年代を通じて巨大
化の傾向をたどり、現在もその傾向は続いている。その

兵庫県立大学経営学部 准教授  立本博文 

「 国際競争力：半導体産業における 

SSIS  2012年6月度  講演会 

投資優遇税制の事例 」
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ため、タイミング良く投資が行えることが最も重要な企業

行動となっている。制度要因は、この投資行動と企業業

績に対して、大きな影響を与える。このため、国際競争

力の獲得には、各企業経営の問題だけでなく、各国の

制度要因も含めて、全体最適化のグローバル戦略を展

開すべき時期に来ている。 
表 1は、日本・韓国・台湾における半導体に対する投

資優遇税制をまとめたものである。数字は、調査時点

（2008 年）のものである。具体的には「税制」「投資優遇
策」「インフラ支援」「R&D・人材支援」を取り上げた。
「税制」では、法人税率と免税期間(Tax Holiday)制度
の 2つを取り上げた。韓国・台湾の法人税率は、いずれ
も 20%台となっており、日本の約 40%とは大きな差が生
じている。免税期間制度は、日本や韓国1では一般的に

見られない制度であるが、シンガポールや中国、マレー

シアでも施行されており、東アジアでは一般的な制度で

ある。これらの厚い産業支援策は、雇用政策と表裏一

体と考えられている。 
投資優遇策としては、償却方法（主に耐用年数）と税

額控除について取り上げた。 
まず償却方法に

ついて説明を行っ

た。3 ヵ国とも原則
的な償却方法は同

じであるが、加速償

却・特別償却のし

やすさの側面で、

大きく異なっている。

設備の耐用年数の

点で 、日本は韓

国・台湾のどちらに

も劣っていた。現

在、日本の税制で

は設備が使用可能

性を基準に、耐用

年数が定められており、耐用年数よりも短期間で設備償

却を行おうとすれば有税償却となる。しかし、台湾や韓

国では、産業競争上の陳腐化の概念を取り入れた耐用

年数が設定されている。例えば、日本的償却制度に立

てば、半導体製造装置は使えなくなるまで価値があり、

それに対応した耐用年数が設定される。しかし、台湾・

韓国的償却制度に立てば、例え最新の半導体製造装

置であっても、産業競争上は数年で、付加価値はなくな

る。よって、短期間の耐用年数が適応される。国際競争

が厳しく、かつ、設備償却が大きく産業競争力に影響を

                                                  
1 韓国では、一定の条件を満たした外資との合弁企業お
よび外資出資の企業に対して免税期間制度が適応され

る。 

与える場合、このような日本と台韓の制度差は、国際競

争力に決定的な影響を与える。 
次に税額控除についても説明を行った。台湾・韓国

では、特定設備、特定地域に対する投資に厚い税額控

除制度が存在する。投資に係る税額控除制度は、詳細

にわたるため一概に比較することができない。しかし、参

考値として、各国の代表的な企業の設備償却費に対す

る税額控除額の比率を比較すると、韓国が高いレベル

にあることが分かった。韓国的制度の特徴は、列挙主義

に裏付けられる高い税額控除の実効性であると考えら

れる。従来、列挙主義による産業促進は限定的な効果

しか持たないと認識されていた。しかし、今回の推計か

らは、メモリ・ビジネスのような巨額投資が継続的に必要

な産業では、十分実効性を持つことが判明した。これに

対して、台湾の制度的特徴は、包括主義に裏付けられ

る特定産業に対する免税期間制度（Tax Holiday）と特
定産業に対する投資税額控除であると考えられる。高

度産業促進条例によって台湾における包括主義は特

徴付けられ、税制を含めて体系的に特定産業に有利な

環境を作り出している。 

図 1 各国税制に基づくキャッシュフロー（推定） 

 

加えて、インフラ支援と R&D・人材支援に関しても定
性的ではあるが、各国の制度の比較を行った。韓国・台

湾とも、企業に対するインフラ支援や R&D・人材支援を
積極的に行っている現実が浮き彫りになった。両国とも、

単なる企業誘致策にとどまらず、国の中核産業の育成・

技術革新促進・継続的雇用創出等を狙った総合的政

策として、研究開発・人材育成、そのための環境整備に

邁進している。 
 

３．モデルによる各国間の差の推定 
以上のような各国の違いを基に、各国の制度要因の

パラメータを使用して、モデル化を行い、各国制度が企
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業業績に与える影響を推定した。モデル化に使用した

パラメータは、償却制度、法人税率、税額控除である。

これらが、税引き後の利益とキャッシュフローにどのよう

な影響をもたらすのかを分析した（図 1）。 
このモデルは「もしもファンダリ・ビジネスを行う台湾企

業（TSMC）が、韓国・日本で営業した場合、制度要因
から企業成果にどれほどの影響を受けるのか」という問

いに答えるものである。また、同様に、「メモリ・ビジネス

で代表的である韓国企業（サムスン電子）が、台湾・日

本で営業した場合」についても、シミュレーションを行っ

た。 
この結果、市場変動の少ないファンダリ・ビジネスに

おいては、台湾の制度から受けるメリットが最も大きかっ

た。一方、変動が大きいメモリ・ビジネスでは、韓国の制

度が最も有利な条件であった。比較的変動の少ないフ

ァンダリ・ビジネスでは、台湾の投資免税・税控除・償却

優遇が、又、変動の大きいメモリ・ビジネスでは、韓国の

特定設備他への税控除・償却優遇がどちらも効果的に

巨額の内部留保を生み出す事を支援している。残念な

がら、日本の制度は、どちらの場合に於いても、企業成

果に与えるメリットが最も小さかった。 
以上の結果から、各国の制度の違いが、大きく企業

成果に影響を与えることが明らかになった。制度要因か

ら生じるキャッシュフローの差は、韓国と日本の間で年

間 2,700億円程度、台湾と日本の差は 1,300億円程度
であった。いずれの場合も、韓国・台湾に比べて、日本

は劣位（キャッシュフローが過小になる）という推定結果

であった。台湾と韓国を比較した場合、韓国の方が日

本との差が大きくなるのは、推定の対象とした韓国企業

（サムスン電子）がメモリ・ビジネスを行っており、台湾企

業（TSMC)のファンダリ・ビジネスよりも投資規模が大き
いことが影響している。現在、半導体工場の新設投資

額は約 3,000億円が目安となっている。およそ 1～2年
で、1 工場分の差が生じる計算となる。制度要因によっ
て、まったく同じ営業行動をとったとしても、これだけの

キャッシュフロー差が生じるのである。当然、この差は、

企業の投資行動に影響を与え、国際競争力の差につ

ながると考えられる。 
 

４．さいごに 
この研究結果の含意として 2つのメッセージがある。1

つめのメッセージは、制度起因の差を鑑みて、自ら有利

な事業環境を整えるために、日本の制度の改革をさら

に強く主張することである。今回の調査から、制度的な

要因が、例え同じ営業活動をしたとしても、税効果や償

却制度を通じて、大きく企業業績に影響することが明ら

かになった。この国際間の制度格差の是正を求める活

動をするべきだというものである。現実にこれだけの格

差が生じてしまっている以上、何らかの制度的な改革が

起こらない限り、巨大投資を必要とする産業は海外移転

を迫られることになる可能性が高い。 
2 つめのメッセージは、企業経営として、この格差を、

どのように受け止めるかということである。日本の制度に

何らかの変革が必要であることは明らかである。ただし、

それには時間がかかる。このため、制度的な格差がある

ことを前提に企業戦略を立てて行かなくてはならないだ

ろう。この前提に立てば、大量生産は制度優位であるア

ジア諸国の半導体企業に任せて、日本企業はもっと別

な優位性を探す必要があるかもしれない。もしくは、自ら

が積極的に海外直接投資をすることになるかもしれない。

いずれにしても、非常に戦略的な行動が求められる。こ

のような戦略的行動を成功させるためには、企業内に、

情報を一元的に管理しながら、戦略的意志決定を支え

る組織が求められるだろう。参謀本部的な組織が良い

例になると思われる。 
戦略策定の中では、再度繰り返しになるが、各国の

制度要因由来の優位条件を十分考慮する必要があると

思われる。即ち、多くの多国籍企業が、市場を核に、各

国・各地域の社会インフラ・法制度・人材教育基盤・優

遇策等を総合的に加味し、研究開発・製造・物流・サー

ビス・販売面から、其々の全体最適化を目指して拠点を

統廃合して来た様に、改めてグローバル戦略を練り直

すと共に、それらを効果的にガバナンスしていく仕掛け・

方法、日本に競争力の根源として残すもの、更にそれを

強化していく施策が不可欠であると思われる。 
 
 
① 国家特殊的優位が国際競争力に与える影響 

  半導体産業における各国税制の事例 

    http://ci.nii.ac.jp/naid/110007588838 
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半導体産業が成長産業であることに過去も現在も変わり

はない事実である。東日本大震災やタイの洪水といった、

世界のサプライチェーンに深刻な打撃を与えた災害が発生

したにもかかわらず、2011年も世界の半導体市場規模はわ
ずかながら前年を上回って約 3000億米ドルとなり、過去最
高を更新した。スマートフォンやタブレット端末などが需要

拡大を牽引しており、12年も2～3％の成長が予測されてい
る。 
 
■ 前年度比22％減 
だが近年、日本において、半導体産業への見方は年々

厳しくなっている。半導体産業新聞の集計では、11 年度の
国内半導体大手 12 社の売上高合計は、円高や震災の影
響が色濃く反映されたという側面はあるものの、前年度比

22％減の3兆9000億円に急落した。12年度は見通しを公
表していないルネサスや日亜化学が前年度並と仮定しても

4％増の 4 兆円がやっという状態で、かつてのピークの
60％にとどまりそうだ。 

 
震災、洪水、円高といった 6重苦は、ニッポン半導体メー
カーの業績に大きな傷跡を残した。11 年度は前年度に比
べて、さらに 6 円の円高に振れた。DRAM のように海外メ

ーカーと数セントのコスト競争にしのぎを削る製品はことの

ほか厳しかった。22％という下落率は、リーマンショックが影 
響した 08年度とほぼ同レベルだ。 

 
だが、急落の本質は 6 重苦ではない。最大の要因は「セ
ットメーカーが世界に胸を張れるヒット商品を生み出せてい

ないこと」にある。伸び盛りのスマートフォン（スマホ）で大幅

に出遅れ、最新の OS やプロセッサーが搭載される機種は
いまだに海外端末メーカーが先に発売する。低価格スマホ

を展開する中国の新興端末メーカーの生産台数は、いまや

国内メジャーブランドを上回っている。タブレットではアップ

ルの独走を許したままだ。 
これに加え、11年度は屋台骨であったAV機器が不振を
極めた。TV 事業の大赤字はその典型。売れ筋セットにデ
バイスを納入できず、拠るべき AV 市場が急失速したこと
が、結果として電機メーカー傘下のデバイス事業を急落さ

せたと言え、６重苦は理由の一部に過ぎない。マネジメント

が負うべき責任もきわめて大きいと言える。 
12 年度はオリンピックイヤーではあるが、電力料金の値
上げや電力不足が嫌気され、国内市場では電化製品が飛

ぶように売れるとは思えない。10 年にバカ売れした TV の
買い替えは、少なくとも 7～8 年待たねばならない。これで
消費税が増税にでもなれば、消費意欲は地に落ちよ

う。 
こうした状況を鑑みれば、ニッポン半導体各社は 12
年度も海外への事業展開をさらに加速させる。デジタ

ルカメラや電気自動車、LED 照明といった国内メーカ
ーが高シェアを持つ有望なセット機器はあるものの、そ

こだけに頼らず、内弁慶体質を改善し、自社の前工程

ファブを埋める受注を海外顧客から獲得しなければな

らない。 
こうした受注を獲得できているメーカーがないわけ

ではない。ここ数年かけて取り組んできた選択と集中

で、スマホやタブレット向けに東芝やソニー、日亜など

は大ロットの受注を獲得し、6 重苦のなかにあっても、
業績や設備投資計画に反映できている。 
それが叶わぬメーカーは、事業再編を一層進める。

すでに取り沙汰されているシステム LSI事業の 3社連合、
再建を目指すエルピーダの再出発、マイコンだけに事業を

特化させたい国内 2位・世界 5位のルネサスの行方は、今
後のニッポン半導体産業を大きく左右する。「日の丸半導体

連合」が遅きに失し、半導体メーカー同士の統合では成果

を挙げられないなら、ユーザー企業からマネジメントを招聘

したり、出資を仰ぐケースがあってもいい。 

行き詰る国内半導体産業 
求められる「事業の創造性」 

半導体産業新聞  稲葉 雅巳  
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AV神話が崩れ去った今、国内で主流の 6 インチや 8 イ
ンチのラインで製造しても付加価値が取れるデバイスで勝

ち残るには、これまで以上に「事業の創造性」が求められ

る。現在、高シェアを誇っているパワーデバイス分野におい

て、次世代の SiCや GaNでも先手を取り続けることはもち
ろん、メディカルやライフサイエンス、エナジーハーベステ

ィングといった高付加価値・省エネ分野で新市場を創造し

ていくことが不可欠だ。 
加えて「クール・ジャパン」と表現される日本発の優秀なコ

ンテンツ産業とハードを融合させる取り組みも、もっとあって

いいはず。「超高齢化の課題先進国」と揶揄される日本に所

在する企業であることがメリットだと思わせるような事業を電

機メーカー、半導体メーカー双方で展開することも考えるべ

きだ。 
 
■ 分野別ファブレス案 
パナソニック、富士通、ルネサス エレクトロニクスのシステ

ムLSI設計事業の統合、およびエルピーダメモリ広島工場＋
ルネサス山形工場、富士通三重工場に米グローバルファウン

ドリーズ(GF)が相乗りして日本版ファンドリーを立ち上げると
いう構想が報じられて以来、ニッポン半導体の再編案があち

こちで議論されている。 
まさか日本を代表する大手電機メーカーが、国民の血税

をあてにして赤字事業を再編しようと考えているとは思えな

いが、支援する銀行の論理、いわゆる「資本の論理」から言

えば、再編の必要性・実現性はきわめて高いと考えざるを

得ない。そうした再編案のひとつとして分野別ファブレス企

業という妙案がある。 

 
半導体産業がこれからの日本に残すべき付加価値は何か

と問われれば、やはり「設計資産」、いわゆる IP ではないだ
ろうか。浮上している再編案を突き詰めると、結局のところ

「半導体の製造に付加価値はあるのか。日本で製造し続ける

意味はあるのか」という議題に行き着くが、その議論は少し脇

に置き、IPについて考えてみたい。 
半導体製造の歴史が長い日本には、膨大な設計資産が

蓄積されている。問題は、こうした設計資産が半導体事業を

手がける親会社＝電機メーカー内に蓄積されている、もしく

は取り残されており、流動性を失っているところにある。ある

半導体業界の識者は「某大手電機メーカー内にある IP に
値段をつければ 2兆円の価値がある」と豪語する。 
こうした IPは、決算報告書を見ただけでは価値を図れな
い。数字には見えない資産なのだ。果たして、取り沙汰され

ている 3 社連合が IP を新会社へ移管する考えのもとに経
営統合を考えているのか定かではないが、逆にいうと、IP
および人材の流動性なくして統合新会社は成り立たない。

業界識者は「日本でゼロから半導体の新会社を興して成功

するのが難しいのは、新会社には IP がないからだ」と喝破
する。 
こうした IPの流動性と半導体業界の再編を両立する策と
して、以下のような策は考えられないか。まず自動車用半導

体、家電用半導体、通信用半導体といったかたちで目的別

のファブレス半導体メーカーを設立する。ここには現在の半

導体メーカーからスペシャリストたちが集い、世界最先端の

半導体開発に挑む。文化も習慣も異なる技術者たちを束

ね、各社から持ち寄ったIPを統合する作業は困難を極める
と想像されるが、設立される新会社は間違いなく分野別に

「オールジャパン」の知の総力が結集されることになる。 
 

国が支援するべきは、こうした IP を電機メーカー各社か
ら買い取り、新会社へ再配分するところに資金を拠出すると

いう点である。知的財産が無為に海外へ流出するという懸

念はなくなり、日本が蓄積してきた知的財産は確実に次世

代へ受け継がれる。各専門分野のリーダーにふさわしい人

物が半導体業界内に見つからなければ、自動車は自動車

業界からリーダーを抜擢してもよい。半導体に詳しいだけで

なく、システム全体を見渡せる人材こそ新会社に、次世代

に、必要とされるはずである。 
仮に、こうして専業ファブレスを多数立ち上げたとしても

「国内の半導体製造拠点をどう再生させるか」という課題に

答えることはできない。それだけ、製造に付加価値を持た

せるという問題は解決するのが難しく、歴史が長く小口径の
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ラインが多い国内工場を再生する手立ては容易に見つけら

れないのが現状だ。閉鎖にでもなれば、地域経済への打撃

も大きい。日本版ファンドリー構想ですら答えを出せないだ

ろう。 
コスト競争力という壁も横たわっている。300 ㎜ウエハー
工場の製造コストに占める人件費率は 5％前後にすぎない
が、日本は水道や電力といったインフラ、高い法人税や固

定資産税といったランニングコストで海外勢に大きなビハイ

ンドがある。「本当に GFが統合構想に加入する気があるな
ら、国が出資すべき相手は国内半導体のメーカーではな

く、GFではないか」という意見を述べる識者もいる。 
国内半導体メーカーが製造拠点の集約に踏み込めない

理由のひとつに、顧客への供給責任がある。顧客が付いて

いるデバイスは容易に廃盤にできないため、作り続けるしか

ない。「小ロットでも赤字でも今後５年間作り続けなければい

けない製品を 5 カ月でフル生産してしまう。ここで生まれた
在庫を『国家備蓄』として国が買い上げ、顧客に供給し続け

る。こうすればデバイス各社が製造拠点の集約・強化を進

めやすくなるのではないか」という案を提示する識者もい

る。 
 
■ 再燃する日の丸ファンドリー 
ロジック事業を統合し新会社を設立する構想にあわせ、

国内に独立系ファンドリー企業を立ち上げようとする動きが

再燃している。これまでにも、「日の丸ファンドリー構想」は

何度か浮上していたが、結局実現には至らず、国内ロジッ

ク業界は衰退の一途を辿ってきた。本当に国内に独立系フ

ァンドリーは必要なのか、必要であればどういったビジネス

モデルを構築すべきなのか、その可能性を探る。 
ファンドリーのビジネスモデルは大きく２つに大別される。

TSMC を筆頭に現在、主流となっているのが CUSP
（Customer Use Specific Process）と呼ばれる事業形態
だ。発注元の顧客が回路設計からプロセスシュリンクなど一

連のデバイス設計をすべて行い、製造だけをファンドリー企

業に委託するもので、主に欧米の大手ファブレス企業がこ

の手法を用いている。このＣＵＳＰの対極に位置しているの

が、COT（Customer own Tooling）と呼ばれるビジネスモ
デル。ファンドリー企業側が顧客の設計段階に加わり、デバ

イスを製造するもので、設計力に不安を抱える半導体メー

カーやセットメーカーが好む手法だ。セットメーカーは自社

製品の差別化要素として、心臓部となるようなデバイスに汎

用のASSPではなく、ASICを用いる傾向があり、こうしたニ
ーズにCOTや旧来のASICのビジネスモデルは非常に合
致していた。 
富士通が 2000年代前半に、この COTのモデルを打ち
出し、業界に大きなインパクトを与えた。90nm 世代で

FPGA メーカーからの受注を獲得し、成功を収めた。しか
し、65nm世代で出遅れ、現在は完全にTSMCなど海外フ
ァンドリーに主役の座を奪われてしまった。 

クアルコムなど欧米系の大手ファブレス企業が設計部門

を自社で抱えていることから、CUSPが今後の業界のスタン
ダードになるかと思われていたが、現実はそうでもない。 
代表的な例が米アップルだ。同社は iPhonにアプリケー
ションプロセッサー（AP）の製造を韓国サムスンに委託して
いることは周知の事実。委託先として、まず候補に挙がるは

ずのTSMCがなぜ選ばれなかったのか。アップルはあくま
でセットメーカーであり、半導体メーカーではない。当然、

半導体の設計能力は乏しく、設計のサポートも行ってくれる

ファンドリーを好むことから、IDM 企業のサムスンを選択し

たという経緯がある。 
ピュアファンドリーであるTSMCも近年は、傘下の創意電
子（GUC）を軸に設計部門を強化しているが、TDM 企業と

の設計力の差はまだまだ大きいといわれている。 
アップルのサムスンへの発注という事例が、国内の独立

系ファンドリーを立ち上げる大きなヒントとなるはずだ。「製

造コストやプロセス開発は台湾、韓国には及ばないが、設

計力に関しては、日本はまだまだ世界トップクラス」（業界関

係者）ともいわれており、さらに国内 IDM企業にもまだまだ
優秀な設計エンジニアが在籍している。 
仮に国内で独立系ファンドリーを立ち上げるのであれ

ば、強みの設計力を全面に押し出し、ASICをメーンターゲ
ットに据えた事業を展開するべきだ。ただし、ASIC ビジネ
スは周知のとおり、大きな生産規模になりにくく、収益面で

大きなリスクを抱える。 
アップルの AP のような、生産規模が大きい、デバイスを
獲得するのが事業を展開するうえで不可欠だ。幸いにもス

マートフォンやタブレット型端末の分野では、アップルに限

らず専用チップを搭載する流れが今後徐々に強まると見ら

れており、チャンスはある。さらに、経済産業省の国家プロ

ジェクトとしても立ち上がり、研究開発が盛んな超低電圧デ

バイス（1V 以下）も設計力を存分に生かせる分野と期待さ
れており、重要な事業領域として認識しておくべきだ。 
国内ロジック業界に残された時間は少ないが、今が最後

のチャンスなのかもしれない。 
 
■ マイクロン買収で合意 
最後に 12年2月に会社更生法を申請し経営破綻したエ
ルピーダメモリについても言及する。同社は米マイクロンテ

クノロジーを支援企業に選定し、先ごろ買収に合意した。買

収額は約 2000 億円と見られ、今後数年間の設備投資もマ
イクロン側が負担するという。10 年以上にわたって日の丸
DRAMの最後の砦として踏ん張ってきたが同社だが、米系
企業の軍門に下ることとなった。 

4 月末に行われた 2 次入札では、マイクロンのほか、米
TPG キャピタル、中国ホニーキャピタルのファンド連合も入
札に参加。東芝との共同入札案が浮上していた韓国ＳＫハ

イニックスは、メリットが少ないとの判断から入札を見送っ

た。 
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当初、3陣営による激しい入札合戦になるとの見方があっ
たが、業界関係者は「最初からマイクロンありきの出来レー

ス。米中ファンド連合の台頭はマイクロンからさらなる好条件

を引き出すうえでエルピーダにとっては好都合だった」と見

る。実際にマイクロンは 1次入札を大きく上回る 25億米ドル
前後を 2次入札で提示している。 
経営破綻前から交渉を進めていたことに加え、広島工場

など国内外 3工場の操業を維持するとの方針が好感された
もようだ。今後、両社は更生に向けた協議に入り、更生計画

案を提出する。 
マイクロンの狙いは何か。それは周知のとおり、スマート

フォンなどに搭載されるモバイル用DRAM技術の取り込み
だ。成長が見込めるモバイル DRAM 市場はサムスン電子

と SKハイニックスの韓国２社とエルピーダの実質 3社しか
本格参入できておらず、同市場で出遅れているマイクロン

にとってエルピーダのモバイル DRAM 技術は喉から手が
出るほど欲しかったに違いない。 
エルピーダをどう組み込んでいくかなど、買収のスキーム

は今のところ、不確定な部分も多いが、マイクロンの過去の

買収事例から、最終的にはマイクロンのDRAM部門に取り
込まれていく可能性が高い。 
マイクロンにとって今後の課題は国内 2 工場の位置づけ
だ。エルピーダにとって国内工場の操業維持はまさに「譲

れない条件」だったはずで、マイクロン側もエルピーダを手

中に収めるには受け入れざるを得なかった。 
当面は操業を維持するものの、やはり国内 2工場の生産
は大幅に縮小されると見るのが妥当だ。実際に、経営破綻

前からエルピーダは広島工場の生産設備の一部を台湾子

会社のレックスチップに移管する計画を温めていた。むし

ろ、今回の買収成立を契機にこの移設案が加速する可能性

もある。受け皿となるレックスチップの生産性は業界内でも

高く評価されており、今後の生産能力の増強も十分に想定

できるなど、国内工場が置かれている状況とは対照的だ。 
台湾への移設という選択肢のほかに、水面下での交渉が

続けられている国内のシステム LSI 統合会社への広島工
場の譲渡というプランもエルピーダの経営破綻を機に再燃

している。広島工場は国内の半導体工場のなかではトップ

クラスの生産能力を有することから、新会社の生産拠点とし

ては理想的。国内の半導体産業の観点からいえば、広島工

場の操業維持は非常に重要なことであり、その意味でもシ

ステムLSI新会社の確固たるビジネスモデルの確立が不可
欠だ。 

 
 
 

 
■ 日本優位の市場はある 
システムLSIやDRAMなどの分野で国内半導体業界の
凋落がクローズアップされているが、国内メーカーが優位に

立つ市場があることも見逃してはならない。大規模な設備投

資を必要とせず、ブラックボックス化された独自技術が活き

る分野であり、具体的には CMOS イメージセンサー
（CIS）、パワー半導体などが挙げられる。 

CIS はスマートフォン（スマホ）やタブレットなどのモバイ
ル端末を中心に市場が大きく拡大している。数量的な伸び

はもちろんのこと、高画素化も進展しており、スマホなどで

は800万画素が主流となっている。こうした高画素領域では
感度を確保するために現在、裏面照射型（BSI）と呼ばれる
タイプが脚光を集めており、同市場ではソニーが圧倒的な

力の差を見せ付けている。同社は熊本や長崎などでCISを
量産しており、ウエハーを削る、あるいはウエハーを貼り付

けるといった BSI 特有のプロセスで高い技術力を有してお
り、昨今のシェア急拡大に貢献している。 
パワー半導体も同様だ。自動車や電鉄、産業機器、白物

家電など様々な分野で需要が拡大しているパワー半導体

は、システム LSI やメモリーとは異なり、大規模な設備投資
を必要とせず、資金力が限られている国内半導体メーカー

にとっては、非常に適した分野の 1つである。 
パワー半導体のなかでも、IGBT は今後さらなる市場拡
大が見込まれており、同市場では三菱電機や富士電機が

大きなシェアを握っている。両社は設備投資にも積極的で

国内工場のさらなる増産投資も今後期待されるところだ。 
 

 エルピーダ 広島工場 
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１． はじめに 
「このままでは、日本のものづくりが無くなる」半導体が死に、

液晶が死に、パソコンが死に、テレビが死に、太陽電池が死

に・・・とすべて死んでいく「日本のものづくり」であるが、政府が

することといえは、「エコポイント」や、これから始まる「太陽光発

電買い取りで世界一高い 20年間42円/kwh」（2位はカナダで
20年間35円/kwh、ただし国産パネル使用）と私には「日本のも
のづくり」をダメにすることを政府は率先して行っているように思

われてならない。 

図1 「電気料金の国際比較」 
図 1 の「電気料金の国際比較」を見て頂きたい。太陽光発電
買い取りを実施したイタリア、ドイツの電気代が急激に上がって

いることがわかる。太陽光発電買い取りをしない今でも電気代の

高い日本は、これからもっともっと電気代が上がって行く。 
今でも電気代が高いことによって、日本から素材メーカーが

海外に脱出している現実は、「日本でのものづくり」が成り立た

ない方向に大きく進んでいることを示している。 
2009年8月に「㈱トクヤマ、マレーシアに太陽電池向け多結
晶シリコンのプラントを建設、約650億円投資」というニュースが
発表された。ちょうどその年の 9 月に、中国経済産業局主催の

「中国地域（岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県）太陽電

池フォーラム」という太陽電池産業に向けた素材・製造装置開発

の研究会が始まり、そこで㈱トクヤマから参加している人に「マ

レーシアの電気代が安いので進出するのですか？日本の 1/2
くらい？」と聞いたら「日本の 1/3です」という話があった。 

2011年11月に「パナソニック マレーシア新工場 太陽電池
一貫生産、約 500億円投資」という新聞記事が出たが、「電気代
1/3なら中国に勝てるかも？」と私は思った。 
以上は太陽電池の例だが、液晶に関しても2011年に韓国や
台湾、中国に数多くの素材メーカーが現地生産のための工場

進出を決めている。また、2011年1月17日発表の「東レ、韓国
で炭素繊維の本格事業化を決定」を見て私は、全てが日本から

いなくなる感じを受けた。 
今後、日本の電気代は下がるどころか値上がりするのが当た

り前のような状況であり、実際政府がやっていることも「太陽光発

電買い取り」や「原子力発電の中止」のように電気代が上がるこ

としかしていない。 
日本は、皆さんご存知のように資源のない国で、「ものづくり」

により付加価値を付けて利益を得ているが、素材メーカーが海

外に出ていくと日本での素材が高くなり、付加価値をつけるた

めに素材を購入した時点で、他国との価格競争に負けているこ

とになる。 
まさに15年前にローツェが経験した「世界で勝つためにはベ
トナム進出せざるを得ない」理由（アルミニウムを海外で購入す

ると日本の半額以下）と同じことが続いている。 
2010 年 1 月に中国経済産業局主催の「中国江蘇省ミッショ
ン」に参加して中国の江蘇省の太陽電池パネルメーカー5 社
（中国には7社大手パネルメーカーがありその内5社が江蘇省）
を訪問して意見交換会と工場見学をした。 
私は、最初に行った会社の副社長が言った言葉が今でも忘

れられない。団長である私が最初に訪問した目的を「ここに同

行しているのは半導体や液晶の装置メーカーと太陽電池パネ

ルの装置メーカーを中心に来ております。いま世界で一番伸び

ている中国の太陽電池パネルメーカーと打合せをすることによ

り、お互いにプラスとなる装置開発などができることを期待して

おります」と言うと「日本製は素晴らしい、私が乗っている自動車

はレクサスで、テレビはソニー、カメラはキヤノンを持っている。

しかし、太陽電池のパネルを作るのに日本製を使うとその時点

で世界標準から外れる。たとえ装置を購入したとしても 1台で終
わりですよ！」と言われて、装置メーカー14 人と県や国の関係
者含め17人全員がガックリ頭を垂れた。 
その後、工場を見せて頂いたが日本の製造装置は見当たら

日本のものづくりを強くする私の提案 

「日本を強くする原発利用の素材特区構想」 

 ローツェ株式会社 代表取締役社長   崎谷文雄 
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なかった。そして残りの4社も同様に打合せと工場見学をさせて
頂いたが、そのうちの1社で設立当初に購入したであろうインゴ
ット切断機を 3台見かけただけだった。 

5社を訪問して、「これでは日本は勝てない」と思ったことを以
下に記す。 
① 5社の内2社が米国のナスダックに上場、2社がニューヨー
ク証券取引所に上場して、世界から金を集め、世界を相手に商

売している。1 社は親会社が手袋を製造していて他の 4 社と違
いベンチャー企業ではなかった。 
② 上場している 4 社の社長は会社公開によりキャピタルゲイン
(株価上昇による利益)を手にして大金持ちとなり、大変有名人にな
っている。まさに「チャイナドリーム」が始まっていると感じた。 
③ 販売している太陽電池の平均変換効率も17.5%を量産レベ
ルで実現していて、パネル価格は 0.82$/w（2009 年）と日本に
比べて大幅に安い。 
④ サンテックでは「研究開発メンバーが 320 名でその内 120
名は国際的にトップクラスの人材がいる」と説明があり、私が「国

際的にトップクラスとはどのような人を言うのか？」と聞くと「世界

に勝てる特許を持っているとか、学会発表等で誰しもが知って

いる人です」という説明が有った。 
⑤ サンテックで、発電単価が 19.5 円/kwh（2010 年）、13 円
/kwh（2011年目標）との話があったが、日本のNEDOのロード
マップでは 30円/kwh（2010年）、14円/kwh（2020年）と 9年
の開きがあった。 
以上のように中国の太陽電池パネルメーカーは世界を相手

に事業を展開している点や日本製の製造装置に比べて価格

1/10～1/5 の中国製装置と低賃金の労働力、及び日本に比べ
て 1/2の電気代で製造していたのである。 
私は、今後中国では「チャイナドリーム」を目指して多くの個

人やメーカーが参入して世界を相手に競争するであろう太陽電

池パネルは、早くやめた方が良いと思い、同行していた中国経

済産業局の人に『「中国地域太陽電池フォーラム」で太陽電池

パネルの研究会をしていると、みんなを地獄に案内することに

なるので太陽電池は止めた方が良い』と言ったら「中央で決まっ

たことは変えられない」と言われた。この中国地方でも太陽電池

パネルで大きな売上を上げていた上場会社2社が、2011年の
大不況で大きな損失を計上している。そのような状況になっても

まだ中国経済産業局は、右手に「太陽電池パネル」、左手に

「LED 応用製品」を持って「地獄案内人」を一生懸命していると
しか私には思えない。 
 
２．日本のものづくりを強くするには何が重要か？ 
政府は、「中小企業海外展開支援会議」で経済産業省を中心

に（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）や（独）中小機構基盤整備

機構が協力して、地方自治体（県、市町村）や中小企業応援セ

ンター、各県産業振興財団、商工会議所、中小企業団体中央会、

地域の金融機関と国を挙げて「中小企業の海外展開支援体制」

を強化していると言っているが、「これで本当に日本の為になっ

ているのだろうか？」と疑問に思う。 

一昨年、ローツェ㈱の機械加工をお願いしている会社の社長

さんが来られて「仕事は少ないし、これでは食べていけない。た

とえ景気が戻っても価格は合わないし会社をやめます」と言っ

て会社を閉められた。その会社は銀行に借入金があり、担保に

出している自宅含めて全て無くなった。今まで頑張ってもらった

人だったので何とかしたかったのだがどうにもならず、私も残念

でならなかった。 
その話がローツェ㈱の協力会である「グループゼロ」という機

械加工会社を中心とした集まりで出た。そこでの話は「会社をや

められる人はまだ良い。みんな機械のリースがあり、やめるに

やめられない状況だ。会社を閉めて機械を売ろうにも安くてどう

にもならない、やめられるなら俺もやめたい」という話であった。

私も「そうだろうなー」と納得したが、「こういう状況を国は本当に

分かっているのか」と頭に来た。 
国は「ものづくりが大事だ」と言うなら、『日本で「ものづくり」が

勝てるように、材料が安く購入でき、電気代等インフラを安くして

「ものづくり」を日本ですれば他国より有利になるように努力す

べき』ところを、日本にいては仕事が無くなるので、海外に進出

する手伝いや、海外の販売先を開拓したりそのための展示会出

展費用を出したりしている。しかし、上記のような加工会社が海

外に出て行って本当に勝てるのか？ 
たとえ海外に出て行ったとしても、日本レベルの給料を支払う

と、同額の税金（給与所得の 50％）を取られるので日本人の多
い会社ほど海外では利益が出ないことになる。したがって、早く

海外に技術を教えて日本人は日本に帰るのがベストなのである。

要は日本の仕事を無くすことを政府は一生懸命やっていること

にならないだろうか？ 
日本のものづくりを強くするためには、①材料が安く購入でき

る、②加工機械や空調に必要な電気代その他インフラが安い、

③無人化で製品が製造できるロボットや機械が安く購入できる、

④高生産性や高品質の製造ができる人材が多くいるなどが考

えられる。 
上記①、②は電気代が安いことが一番効いてくる。そして①、

②が安価になると③が安くなる。④については既にクリアできて

いるので、後は簡単で電気代を安くする方法を考えれば良いこ

とになる。以上は加工会社の立場で話を進めたが、半導体産業

も液晶産業も同様に、「電気代」が他国に勝つためには一番重

要だと思っている。 
私は、2008年2月に韓国の液晶パネルメーカーに行った時、
購買担当常務に質問した事がある。「液晶パネル製造において

材料費の中で何が一番高いのですか？それは何パーセントで

すか？」と聞くと、常務は「ガラス代が一番高い。材料費の約

30％位占めている」と言われた。そこでよく考えてみると、液晶
も半導体も材料費で一番高いのはガラスまたはウエハーでどち

らも電気代が一番効いているのだ。 
どちらの工場もクリーンルームの中に入ると空調があり、湿度を

取るために外気温から4度まで温度を下げて、また24度に上げて
いる、そして、クリーン度維持のために連続で送風している。 
周りを見ると装置が有るがこれはアルミ又はステンレスで出来て
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いる。アルミの製造は、インゴットを高周波炉で溶かすために多く

の電気を使用している。また、装置の中に流しているガスも材料も

ほとんどすべてが電気を利用して出来ていることがわかる。 
韓国に負けたのも電気代が韓国は日本の 1/2.7と大きな差が
あり、日本が負けるのも仕方ないと思うと共に、「どちらの国も原

油やガスを輸入しているのになぜこれだけ電気代が日本は高

いのか？企業は血のにじむ努力をして世界と競争しているのに、

公務員やその周辺にいる電力会社は自分の待遇しか考えず、

国民を豊かにするために効率において他国と競争しないのは、

結果的に日本国憲法、公務員の義務と制限にある『・・憲法第15
条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務

する・・・』に違反している」と私は思う。 
電気代が安け

れば、グローバ

ルファンドリー

社が米国で電気

代が一番安いニ

ューヨーク州に

半導体工場を建

設したように、企

業が集まってく

ることになる。 
以上のように、

電気代を安くす

ることは、「日本

のものづくり」に

直結する一番重

要なことが良く

わかる。 
 
３．電気代を安く、日本を元気にする私案 
日本を「ものづくり」に強い国にする為には、材料費を他国よ

り安く購入できるようにする必要がある。そのためには、他国に

負けない安価な電気を購入できる発電所を作り、たとえば北海

道あたりの海岸に原子力発電所を作り、その発電所から半径

30kmを「素材特区」として 6円/kwhの電気代にする。 
「素材特区」内に集中して素材メーカーが集まることにより送

電設備代が安くなり、また配線距離が短い為、停電の確率も少

なくなる。素材メーカーは 24時間連続して電気を必要とするの
で、発電電力量の調整が一番苦手な原子力発電に大変都合が

良く高効率に利用できる。以上をまとめると、図2に示す通り「原
子力発電利用の素材特区の有利性」のようになる。 
「何故、原子力発電か」というと、図３の「発電コスト試算比較グラ

フ」に示す通り、発電コストが一番安いのは原子力となっているか

らである。しかし、福島第 1 原発の事故以後「原子力発電」は最悪
の発電方法のように言われているが、果たしてそうであろうか？日

本が原子力発電を止めれば日本に放射能は来ないのであろう

か？それは違う。東芝電力システム社前川さんの資料、図４の「中

国の原子力発電の状況」にあるように、既に26基の原子力発電所
が中国で現在建設されている。そして、図４に示すように 2013年
の終わりごろからどんどん発電所が稼働し始める。 

図3 「発電コスト試算比較グラフ」 

図4 「中国の原子力発電の状況」 

 
中国政府は、福島第1原発の事故を踏まえて、新規の原子力
発電所建設の審査と認可を一時保留にしていたが、2012 年 6
月に「国際的な安全基準を満たしている事が確認できた」として

認可の凍結を解除した。今後、安い電力確保の為に数多くの原

子力発電所が出来ることになる。この中国で事故が起これば、

日本や韓国に向かって放射能が飛んでくる。 
したがって、日本は原子力発電を止めるのではなく積極的に

やるべきである。なぜなら、原発事故の経験者は日本だからで

ある。「なぜ事故に至ったか？その原因は何か？」を最後まで

追求すると共に、それ以外の偶発事故があっても対処できる安

全基準を決めて、世界中の原子力発電が安全に稼働できるよう

にする義務がある。世界一安全な原子力発電設備を日本が作り、

世界に向かって販売することにより日本の原子力産業が発展し、

日本の仕事も増える。それが出来る会社が日本にはあるわけで

すからこれを活かすべだ。 
 

図2 「原子力発電利用の素材特区の有利性 
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図5 「原子力発電の優位性」 

 
もし、政府が言っているように、原子力発電を止めて石油や

天然ガスによる火力発電で電力を供給しようとすると、図6の「日
本の商品別貿易額」にあるように、今でも輸入のトップである「3･
鉱物性燃料輸入金額」が上がる。この天然ガスや石油は、図 5
内の「エネルギー資源の確認可採年数」のように、石油 42 年、
天然ガス 60 年で枯渇に向かっている為、図 7「原油価格の推
移」や図 8「天然ガス輸入価格の推移」のように今後もどんどん
上がっていく。そのことによって、石油や天然ガスを利用した火

力発電で進めていくと、図 6「3 鉱物性燃料」の輸入金額は膨大
な金額となり、電気代はそれにつれて大幅に上がるため、全て

の生産品の製造原価が上がり、図 6 に示す通り輸出額の多い順
に、自動車や船舶などの「8 輸送用機器」、電算機類及び同部分
品、電動機などの「6 一般機械」、半導体等電子部品、映像機器、
通信機などの「7 電気機器」、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、繊維製
品、ゴム製品などの「5 原料別製品」や「4 化学製品」は競争力を
大幅に無くしてしまうこととなります。 

図6 「日本の商品別分類別貿易額」 

 
以上のように、いまでも貿易収支が赤字の日本はもっと赤字

になり、会社は海外に出ていくか、破産するので働くところが無

くなり、世界トップの失業率と借金大国になる。そして、原油や天

然ガスが買えなくなり、今までの政府のやり方からするとまた原

子力発電に移るでしょう。 
 
 

4．まとめ 
この「原子力発電を利用した素材特区」の考えは東日本大震

災の前、2010年1月に「中国江蘇省ミッション」で中国に行き太
陽電池パネルを見てショックを受けた後に生まれた。「これなら

日本も世界に勝てる！」と地元の国会議員が来られた時に話を

したら「原子力発電と言っただけで選挙に落ちる。見てみなさい、

中国電力が上関原発（山口県）を作ろうとしているが何年経って

も出来ない。みんな反対なのですよ」と言われた。私は、「別に、

広島県に作らなくても北海道でもどこでも手を挙げた所が作っ

て、そこが発展すれば落ちぶれた所も原発利用の素材特区を

作るようになるだろう」と心の中で思った。 
他の国会議員をテレビで見ても、先生方は日本の産業を強く

して日本を良くしようとしているようにはどうしても見えない。「日

本を良くするのが国会議員の役割ではないか？」と思うがひょ

っとしてやり方がわからないのかもしれない。 
それならば、企業で苦労したみんなでいろいろプランを出し

て提案するしかない。私は、かつてのアメリカのように「お父さん

の時代は良かった、頑張れば自動車も買えたし家も買えた」と

息子や孫が言う日本にはしたくない。 
SSISからは、ベトナムの話を書くように頼まれましたが、最初
の「はじめに」を書いていたら全く違う話になってしまいました。

ベトナムの話は、今年の11月にSSISでベトナム研修旅行が計
画されておりますので、皆さんと一緒に参加して自分の目で見

てベトナムにやり方を習いましょう、感激しますよ！ 

図7 「原油価格の推移」 

図8 「天然ガス輸入価格の推移」 
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前回（74号）のあらすじ 

三洋電機はソニーと協働で DVC のモニター用途向けの

LTPS  LCDパネルの生産を1996年9月に世界に先駆けて開

始した。量産の初期にクローズアップされた問題は ELA 技術

に起因する画質での筋斑不良であったが、TFT の配置を垂直

から 45°の傾斜配置にした事で、筋斑不良の大幅な改善が出

来、歩留の向上も図れた。 

そこで、このバックプレーン(BP)技術をAMOLEDにも使い、

2003年3月にSKディスプレイはDSC用途向けAMOLEDパ

ネルの世界初の量産を行った。処が、量産では筋斑不良とは

異なるシミ斑不良により画質が損なわれる問題に遭遇した。シ

ミ斑の誘発は TFT の閾値(Vth)のばらつき(ΔVth)に起因し、こ

のばらつきを制御するレベルはLSI並みのVthの 4.0%以下に

抑える必要が出て来た。 

  

LTPS TFTの特性は Poly- Siに係る粒径や均質性、更に

は粒界でのトラップ密度等の要素によって支配されているので、

Poly- Si膜を用いて均質な TFTを作製することはSiウエハ上

に比べて遥かに難しい。従って特性のばらつきは本来有るも

のとして認め、LTPS TFT を如何に使いこなすかで、

AMOLED ディスプレイの実用化が決まる。その一例として、

TFTの Vthのばらつき(ΔVth)を補正する回路を画素内に埋

め込む閾値補正回路や TFT の電流値のばらつきを補正する

回路が提案された(4)。これらの回路を画素内に埋め込む場合

には、AMOLEDを駆動する画素基本回路であるアドレス用の

選択TFT(T)とOLEDの駆動用の TFT(T)および電位固定用

の補助容量(C)からなる 2T+1C構成に比べると、TFT の数は

4～5 個に増加し、それに伴いバスライン配線も増加した複雑

な回路を画素内に組み込むことになる。その結果、画素領域

内はTFTと配線で殆ど占有されることになる。 

出射光を TFT アレイ配置側に取り出す Bottom 

Emitter(BE)構造では、輝度と寿命を同時に満足させる為に

は十分な開口率(AR, Aperture Ratio)が必要だが、それが難

しくなる。これに対して TFT アレイ配置と対抗した側に出射光

を取り出す Top Emitter(TE)構造は AR依存性を持たない。

従って、例え複雑な画素回路を採用したとしても略 100%の

AR の確保が可能となるので、輝度と寿命とを同時に満足させ

ることが比較的容易にできる。しかし、OLED デバイスの陰極

側に光を出射させる為には、半透過性金属電極を形成する工

程とBE構造とは異なる封止工程等の新たなプロセスが必要と

される。これらのプロセス技術の開発を完成させたグループの

みが TE 構造デバイスを採用することができる。その当時はサ

ムスン 1 社だけがこれらの技術開発に積極的な姿勢を示して

いたが、それでもまだ完成の域には達していなかった。 

当時の我々の開発状況も同程度であったので、2T+1C の

画素基本回路を採用することが出来るBE構造に拘り、補正回

路を画素内に組み込む検討よりもむしろ、TFT の特性ばらつ

きを外部回路で補正する off pixel compensation方法の開発

に力を注いだ。 

KODAKとの JD Programの顕著な成果が追い風となり、

三洋電機 ・KODAKの両者間で有機 ELディスプレイを事業

として積極的に展開する機運が高まり、2001年12月に三洋電

機岐阜事業所内に有機 EL ディスプレイパネルの製造合弁会

社であるエス・ケイ・ディスプレイ（株）（SK ディスプレイ）を設立

した。JDで開発してきたTFTのばらつき補正技術はこの会社

に引き継がれた。 

私は 2003 年 9 月に三洋電機を早期退職し、その年の 11

月に（財）山形県産業技術振興機構有機エレクトロニクス研究

所に副所長として入所することになった。ここでは有機 EL 照

明関係の新たな研究開発の仕事に携わることになった。 

翌年2004年の初めに三洋電機グループの液晶事業とエプ

ソン社の液晶事業を統合するとことで両社が合意し、10月に合

弁会社三洋・エプソンイメージングデバイス(株)が発足した。丁

度その年の 10月 23日に新潟県中越地方の小千谷市の地下

13kmを震源とするマグニチュード 6.8、震度 7の中越大地震

が発生した。小千谷市にあった三洋電機の半導体子会社の新

潟三洋電子（株）は震度7の地震に襲われ、甚大な被害を被っ

た。復旧は殆ど無理では無いかと云われたが、僅か半年の短

期間で復旧を成し遂げた。マスコミからもその努力に大いなる

喝采が送られた。然しながらこの震災での被災が引き金になっ

たと云われているが、三洋電機グループは 3000 億円の債務

超過に陥り、破綻寸前まで追い詰められ、銀行・投資ファンドの

支援により、何とか破綻は免れたが事業の選択と集中による財

務体質の早期改善が急がれた。液晶事業は売却、完全撤退を

＜前編 [74号 2012年 1月 ]のあらすじ＞ 
三洋電機はソニーと協働で DVC のモニター用途向けの

LTPS  LCDパネルの生産を 1996年 9月に世界に先駆け

て開始した。量産の初期にクローズアップされた問題は ELA 

技術に起因する画質での筋斑不良であったが、TFT の配置

を垂直から 45°の傾斜配置にした事で、筋斑不良の大幅な

改善が出来、歩留の向上も図れた。 

そこで、このバックプレーン(BP)技術を AMOLED にも使

い、2003 年 3 月に SK ディスプレイは DSC 用途向け

AMOLED パネルの世界初の量産を行った。処が、量産では

筋斑不良とは異なるシミ斑不良により画質が損なわれる問題

に遭遇した。シミ斑の誘発は TFT の閾値(Vth)のばらつき

(ΔVth)に起因し、このばらつきを制御するレベルはLSI並み

のVthの 4.0%以下に抑える必要が出て来た。 

有機ELディスプレイ事始め(後編) 

工学博士 米田 清 (元三洋電機㈱) 
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余儀なくさせられた。 

2006 年 12 月には岐阜の G1(ガラス基板サイズ

300x400mm2)の LTPS 工場だけでなく、鳥取三洋電機(株)

のG3（ガラス基板サイズ 550x670mm2)の a-Si TFT LCDと

LTPS TFT LCDの兼用工場、更にはG3.5(ガラス基板サイズ

680x880mm2)の a-Si TFT LCD工場までもがエプソンの完

全子会社のエプソン・イメージングデバイス(株)に移管

された。KODAK としては LTPS BP製造工場を持た

ない三洋電機と AMOLEDで協業を継続して行く意味

は最早無いと判断し、2006 年 1 月に双方の合意の元

で合弁会社SKディスプレイを解散した。 

 

５． GMCによる TFT特性のばらつき補正 

TFT特性のばらつき補正技術は幸いにも KODAK

の OLED システムズ事業部に戻され、GMC(Global 

Mura Compensation) と名付けて開発は継続されて

いた。2007 年に LPL 社(LG PHILIPS LCD)、現

LGD(LG Display)と共同でこの技術を組み込んだワ

ン・チップ LSI を開発した。その LSI を搭載した 3 型

QVGA 24万画素フルカラーOLEDパネルを完成させ
(５)、LPLに技術移転した。翌年の 2008年には、LPLからこの

3型OLEDパネルのOEM供給を受け、GMC を内蔵したシ

ステムを搭載したワンセグ TV を KODAKブランド・加賀電子

社製として、KODAK の日本国内総販売代理店である加賀電

子の販売ルートを使って販売を行った(6)。また、GMC のメモリ

容量アップし画素数のスケールアップにも対応出来るパネル

の開発を目指し、台湾の CMEL(Chi-Mei EL)と協働で 8 型

VGA 白色 OLED＋カラーフイルタ方式のフルカラーOLED

ディスプレイを開発した。このパネルを採用した KODAK ブラ

ンドのフォトフレームを 2008年の FPD Internationalをはじ

めとする日米欧の各展示会に出展し、好評を得た。 

図3  poly-Si TFTのばらつきと補正係数 

 

GMC の基本的な考え方は図 3 に示す様に標準的な画素

TFT の V-I特性と各々の画素の OLED駆動用 TFT の V-I

特性を比較し、標準的な画素TFTの V-I特性の Vgs1 と対照

している全ての画素のOLED駆動用TFTのV-I特性のVgs2

との差を測定し、さらに立ち上がり電圧 b および b’を予め測定

し、offsetおよび gainを求め、補正係数を導き出している。 

図4  GMC補正回路ブロック図 

 

図 4に示す様にワン・チップ化された補正回路のメモリにデ

ータをストアさせておき、特性のばらつきを補正している。 

図5は4型QVGA  AMOLEDディスプレイの低輝度時に

シミ斑が視認できるパネルの補正前後の画質を比較した例で

ある。補正後には完璧にシミ斑は消失し、高品質な画面が得ら

れている。このことはGMCが効果的に働いていることを意味し

ている。GMC の最大の欠点はパネルの精細度が高くなると、

例えば画素数がQVGAから VGAさらには XGAに上がるに

従って、それに見合ったフラッシュ・メモリの容量の増大を必要

とすることと、ディスプレイの駆動に使っている全ての画素の

OLED駆動用TFTのV-I特性を予め読み込ませる為に所定

の時間を必要することである。この読み込みは、量産品ではパ

ネルの出荷前に行なわれることになる。LSI チップのコストは

殆どフラッシュ・メモリのコストで決まる。フラッシュ・メモリのコス

トは年々急激な下落が見込まれるので、将来的には十分なコ

スト対応力を持つものになると信じている。 

2008年5月にディスプレイで有名な国際学会SID(Society 

For Information Display)から私はLTPS技術をベースにし

たAMOLEDディスプレイの実用化に多大な貢献をしたとの理

由で「Special Recognition Award」賞を有難くも戴いた。この

授賞はこれまでに苦楽を共にし、粘り強く頑張りぬいてくれた

関係各位のお陰と感謝している。 

2008 年の 10 月に米国で不動産バブルが弾け、米国の大
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手証券会社のリーマン・ブラザーズ社が倒産する羽目に陥っ

たリーマン・ショックは世界を震撼させた。KODAK もこのリー

マン・ショックの煽りを受けた。 

2009年 12月には早期事業化を見込めない有機 EL事業

からは撤退し、それと同時にこれまでに蓄積してきた全ての

OLED 技術に関連する特許を売却する方針が下され、2010

年 2月に全ての事務処理を完了し、特許は LGグループに売

却された。嘗て KODAKで長年研究活動に従事してきた米国

内および外の多くの技術者達は散り散りばらばらになり、最早

KODAKには有機ELの跡形も無くなってしまった。 

これまでに蓄積してきた膨大な OLED の技術とそれに係る

BP の技術遺産を誰がどの様に活用するかが今後の命題であ

る。 

図5  GMCによる補正前後の画質比較；低輝度時の 

補正前画質(a)と補正後画質(b) 

 

6．アクティブ型有機ELディスプレイの将来像 

PMOLEDディスプレイは1998年に東北パイオニアが世界

初の量産を開始して以来、携帯電話のサブディスプレイや

MP3 プレイヤーの表示に採用されて来た。しかし PMOLED

の価格は LCD の価格下落に引っ張られて下落し、現在では

事業として存続するには極めて厳しい環境の下に晒されてい

る。 

SK ディスプレイは 2003 年に DSC 用途向け AMOLED

パネルの量産に世界で初めて名乗りを上げたが、この時の販

売は台湾・欧州と限定的であった。 

その後すぐ、ソニーも PDA用途向け AMOLEDパネルの

量産に乗り出したが１年程で生産を中止してしまった。2007 年

には改めて11型AMOLEDを搭載した有機EL TVの発売を

開始し、好評を得ていたが、それも 2009 年にはコンシューマ

向けは止む無く生産を中止し、医療等の特殊な用途向けの限

られた市場にのみ供給を継続している。 

サムソンSDI社は2007年に自社開発した2.4型AMOLED

パネルを京セラ社の携帯電話のメインディスプレイに採用され

たのを契機に本格的な量産体制を整えた。その後 2009 年に

サムソン電子社は自社の中・小型LCD事業とサムスンSDIの

有機 EL 事業を取り込みサムスン・モバイル・ディスプレイ社

(SMD)を設立した。AMOLED パネルの生産をサムスン SDI

から引き継ぎ、現在では世界のトップメーカとして君臨してい

る。 

これまでに量産を試みたパネルメーカでも技術レベルの未

熟さ故にやむなく量産を中止する企業やはたまた開発だけ行

って撤退する企業が近年日本国内で多々出始めた。そのお陰

で日本のOLEDの生産や開発に関わる既存の設備は中古装

置メーカの手を渡って、中国に転売され、再活用されだしてい

る。その煽りを受けて数少ない優秀な日本の有機 EL 技術者

達でさえリストラの対象になり、OLED の仕事を続けたいと願う

なら海外に活路を見出さざるを得ず、技術の海外流出が加速

しているのは悩ましい事である。 

それでも昨年からのブームに乗ったスマートフォンの爆発的

な普及と電子ブックの市場の予想外の立ち上がりの好調さが

追い風となり、また又中・小型ディスプレイ市場が活況を呈して

来ている。この勢いに乗って、SMDが2010年にG5.5のハー

フサイズ基板を使ったAMOLEDラインを立ち上げたし、2012

年にはG6のフルサイズ基板を使うAMOLEDラインの立ち上

げを計画している。一方 LGD も G5.5 あるいは G6 の

AMOLED ラインの建設を前向きに検討している。これら韓国

勢に対して、遅まきながら、日本でも 2011年の今年にソニー、

東芝、日立の3社が連合し、Apple社向けのLCDパネル供給

を狙い、将来は有機 ELパネルの製造を睨んだ FPD パネル

製造合弁会社であるジャパン・ディスプレイ(GP)社を設立し始

動し出した。この会社の今後の動向が日本の FPD の行く末を

担っていると云えるが、ただ不安な事は Apple頼みのところが

強く、Apple がこけると皆こけたにことになりかねないことであ

る。 

スマートフォンやタブレット PC に求められるディスプレイの

仕様は以前とは大幅に異なり、タッチパネルの搭載が必須で

ある。それ故、LCDに比べ応答速度の速い AMOLEDにより

人気が集まっている。またタッチパネルのイン・セル化でも、

AMOLEDパネルは LCDパネルよりも優位性を発揮できる。

タッチパネルをイン・セル化したAMOLEDパネルは、LCDパ

ネルに比べて薄型化が可能で、その上にトータルコストで

LCD よりも安価に抑えられる事から、LCD とのパネルのコスト

差が縮まっており、これまで程の差は無くなりつつある。従って

AMOLED パネルを採用する傾向が高まってきている事で、

キラーアプリが見当たらないと永年云われて来た AMOLED

ディスプレイもキラーアプリの鉱脈を漸く探り当てた感がある。 
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しかし将来に於いても尚 LCD よりも優位な立場に立ち続け

る為には残された課題はまだまだ多い。その一つは BP に関

する問題である。斑不良が招く画質の劣化は殆ど BP の TFT

特性のばらつきに依存し、それが歩留の低下をも齎しているこ

とは事実明らかである。それでも LTPS 開発技術者の仲間内

ではその現実をすぐさま信じ、認めようとはしない。それは同じ

工場で生産している LTPS LCDパネルでは高歩留生産が出

来ているからである。LCD パネルでは斑不良と全く判定でき

無いものが、OLED パネルでは明らかに斑が視認でき、不良

と判定され弾かれる。同じ用途のディスプレイパネルであって

もLCDとAMOLEDでは必要とされるTFTの性能が異なる。

LCD は電圧駆動型デバイスであり、方や OLED は電流駆動

型デバイスであるが故に輝度に敏感に応答する。その為 LCD

よりもより厳しい条件でデバイス性能を制御しなければならな

い。OLED に用いるTFTのΔVthの制御を4.0%程度まで抑

え込んでも尚不十分である。プロセスからの改善に頼るだけで

無く、これまでに画素内補正回路や外部補正回路で見掛け上

補正する技術を開発してきたが、もっとソフト対応等を施したス

マートな工夫も組み込んだ対応が不可欠である。 

最近では、スマートフォン用途向け4型クラスのディスプレイ

には 300ppiを超える高精細度仕様が求められている。この様

に高精細度仕様になると例え TE 構造を採用したとしても、画

素サイズが縮小され、画素内に複雑な補正回路を埋め込もうと

すると高い微細加工レベルを必要とされ、その為の制約も加わ

る。それに対して GMC の様に外部回路での工夫は画素サイ

ズに囚われる事無く使えるので 300ppi 以上の高精細度仕様

にも微細加工等の制約を受けずに十分に対応できる。 

近年、フレキシブルディスプレイや大型ＴＶへの欲求も高ま

りつつある。LTPS BP の置き代えとしての酸化物半導体であ

るIGZO(InGaZnOxide)TFTや有機(Organic)TFTの研究が

活発に行われている。最近、シャープがIGZO TFTをＢＰに使

った大型LCD TVの量産に成功した。IGZO TFTやOTFT

を AMOLEDの BPに使う場合、BPの大型化は LTPSに比

べ比較的容易だが、LTPS BP で経験したばらつき制御の問

題はここでも避けては通れない。LTPS に勝るとも劣らないば

らつき制御がIGZO TFTやOTFTでもはたして可能か如何か

が実用化の鍵を握っている。LCD で使用可能になったからと

云って、必ずしも AMOLED で使用できるとは限らない。

LTPSは量産が開始されて以来、15年の歴史を背負って来て

いる。IGZO TFTやOTFTが実用化され完成の域に達するま

で必要な歴史の長さを何処まで短縮できるか興味深いものが

ある。 

 

 

 

7．おわりに 

AMLCDや AMOLEDディスプレイを量産する上で問題と

なったのは、ディスプレイそのものを動かすのに必要な BP を

どの様な方法で作り込むかであった。我々は ELA -LTPS 

TFTを BP技術として選択し、それを用いて AMLCD更には

AMOLED ディスプレイの実用化に力を注いできた。然しなが

ら適用用途によってディスプレイの要求は変わり、それと同時

にBPの仕様も自ずと違ってくることが分かった。 

将来に亘っても LTPS BP技術を用いた中・小型ディスプレ

イ市場は大いなる成長を見込めるにも拘らず、今の日本の

FPD 業界の活気の無さを見るとまだまだ低迷状態からは脱出

できないだろう。長年リーダシップを取って来た分野であるにも

拘らず、実用化に漕ぎ着くまでにすでに日本の企業は息切れ

している。昨今の韓国、台湾の台頭は無論のこと、中国も FPD

事業に積極的な姿勢で立ち回っている。永年日本で育てられ

た独創的な FPD 技術をごっそり持ち去られ、後はペンペン草

しか残らなくなってしまうのでは無いかと日本のFPD業界の今

後を占うと悲痛である。早急に活路を見出す必要がある。その

手始めがJDであり、台湾のEMSメーカの鴻海精密工業に資

本参加を仰ぎ、手を組んだシャープの行く末、ソニーとパナソ

ニックが技術提携し、AUO を抱え込んでの大型 AMOLED 

TV 戦略の今後の動向が日本の FPD業界の再生につながる

か如何は見逃せない。 

2011年 3月 11日（金）14時 46分に発生した宮城県牡鹿

半島沖海底 130Km を震源地とするマグニチュード 9.0、震度

7の東日本大震災とそれに続く 8～9mの大津波で根こそぎ持

っていかれた大惨状を TV ニュースの記録映像で見る毎に、

熾烈な競争の中にある日本FPD業界と罹災し荒廃した東北地

方の姿が２重に写しに焼きつけられる。今後の日本の FPD 業

界再生への道程は東日本大震災の復旧・復興と同じくらい険し

いものになるかも知れぬと思うと眠られない。 
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２０１２年春季工場見学会報告 
    安川電機・地域節電所・八幡製鐵所 

【はじめに】 

今春は北九州市の賛助会員を訪問、スマートコミュニテ

ィ創造事業とロボット工場見学・ミニセミナーを開催、オープ

ンゴルフ大会を併催した。また同地の製鉄所の発電所、高

炉、圧延工程を見学した。 
【見学会：４/２４午後 (株)安川電機】 

海上にある北九州空港で昼食をとり、貸し切りバスで

12:30 に出発、都市高速道に乗り JR小倉駅を経由し(株)
安川電機本社に約１時間で到着した。 

(株)安川電機様の会社概要とロボット事業・将来ビジョン
と高度化の説明があり、2015年には創立 100周年を迎え
られるとのことです。 

           会社説明 

 

参加者 17名が 2班に分かれ産業用ロボット工場を見学
した。本工場は 1977 年に日本で初めて全電気式産業用
ロボット“モートマン”を発売して以来、国内外の産業用ロボ
ット市場をリードしてきた。今後もさらなる成長・発展を望み

たい。 

       モートマンセンタ玄関にて 

 

＊最先端の工場を見学し、産業用ロボットの自動化がここまで

進んでいることに（株）安川電機様の技術力の高さに感心させ

られました。また、ロボットがロボットを製作する工程見学で、

近未来的に人手不足も解消されるのではと思いました。 

 

【ミニセミナー： 
於 (株)安川電機 
研修室】 
廉屋理事（北

九州市産業経済

局）のご挨拶・北九州学術研究都市、次世代自動車に向

けた技術開発の取組みなど、荒牧講師（北九州市環境局

統括専門官：日本アイ・ビー・エム(株)出向）から『北九州ス
マートコミュニティ創造事業の取組みについて』 それぞれ

にご説明とご講演を頂いた。 
その後 Q＆Ａで活発な意見交換が行われた。 

廉屋理事    荒牧専門官 
 
続いて当協会の牧本理事長から、 

『半導体の長期トレンド～過去・現在・未来～』 と題してご

講演を頂いた。 
北九州市と(株)安川電機様
からも 10名程ご聴講を頂いた。
その後、日本半導体のパワー

半導体など、成長分野につい

て質問があった。 
今回、(株)安川電機様には

研修室までご提供を頂き大変

感謝し、17:30 頃にバスで宿
泊先の北九州八幡ロイヤルホ

テルに向かった。         
＊牧本理事長から半導体の生立ち、現在に至る歴史を教

えていただいた中で、世界初のマイコンがインテル社で開

発されたのが、日本のビジコン社からの依頼で製作されて

いたことを初めて知り、半導体に携わった者としては恥ず

かしいかぎりでした。日本は、素晴らしい技術を持っていた

にもかかわらず、韓国、台湾および中国から凄まじい追い

(株)アビリーブ  山崎正雄

九州委員  荒巻和之

牧本理事長 
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上げを受け、苦戦を強いられていますが、今後の巻き返し

に期待したい。 

【見学会：４/２５午前 地域節電所・東田コジェネ】 

宿泊ホテルから15分程、八幡製鐵所の広大な跡地の再
開発地域にある、ヒューマンメディア財団内に地域節電所

があり、北九州市の須山担当係長に施設をご案内頂いた。 
また、4月から実証実験を開始した、地域エネルギーマ

ネジメントシステム（地域全体のエネルギーの効率的な運

用）についてはメーカ担当者から質疑に対応を頂いた。 

スマートメータのシステム構成 

 

メーカ担当者の説明、Ｑ＆Ａ 

 

＊勉強不足でスマートシティ構想に関して、全く予備知識

が有りませんでした。また、実証実験が開始されていたこと

に驚かさ

れました。

電力料金

がピーク

時間帯に

よ り変動

する料金

体系は、

新しい試

みとして、

注目され

るのではないでしょうか。震災後の電力が切迫している日

本にとっては、救世主のように思えました。 
約1時間の施設見学後、10分程にある東田コジェネに向

かった。工場入口に戸畑工場からエネルギー企画Ｇリーダ

ーの山田様が出迎えにみえた。2005年2月新日本製鐵
(株)八幡製鐵所内に建設された天然ガスコジェネ発電所で
5,500kWの天然ガスエンジン6基からなり、近隣の八幡東
区東田・前田地区の企業や公共施設などに自営の配電線

を利用して電力を供給している。また、蒸気は八幡製鐵所

内で利用している。 

東田コジェネの説明、Ｑ＆Ａ 

約１時間の見学終了後に『洞岡門』前駐車場で記念撮

影、大変勉強になったお礼を申し上げた。 
 

山田様とゲート前で 

 

＊製鉄所の近隣に電力を供給している LNG 発電所では、
凄まじい 6 基の天然ガスエンジンの稼働音に驚かされまし
た。 
また配電線の保守では、30 分以内の停電を過去に天
災で一度起こしただけであると説明を受け、電力供給責任

に対する姿勢が素晴らしいと思いました。説明いただいた

山田様は、協力関係にある九州電力に色々な面で気を使

って説明されている姿勢がとても印象的でした。 
 
 ガスコジェネ発電所 
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【見学会：４/２５午後 八幡製鐵所戸畑工場】 

ＪＲ小倉駅降車組と分れ、駅ビル内で昼食をとり以後は

ゴルフ組 9名のオプショナルツアーとなる。 
新日本製鐵(株)八幡製鐵所戸畑工場では来客用ルー
ムで案内役の福田様から会社概要と鉄づくりの工程の説

明があった。 

鉄づくり工程の説明 

 

その後、広大な工場内をバスで移動しながら、高炉と熱圧

延工程を見学した。 
 

福田様と熱圧延板（コイル）前で 

 

＊正直、あまりの迫力に圧倒されました。高炉設備のスケ

ールの大きさもさることながら、真っ赤に焼けた分厚い鉄の

板が、次々に薄い鉄板へと加工されていく熱圧延工程は、

本当に圧巻でした。公害対策等々、幾多の合併の困難を

乗り越えて、現在の新日本製鐵(株)に至っていることに歴

史の重みを感じさせられました 

 

見学後に夕食を兼ねて門司港レトロ地区の観光に向か

った。この頃から雨脚が大変強くなって、明日のゴルフ大

会の開催が気になる。バスの中から雨で煙っている関門海

峡を望む。栄華を誇った平家が滅亡に至った最後の源平

合戦・壇ノ浦の戦いを偲んだ。ホテルへの帰途夕食をとる

ことになる。この地区の地理に大変詳しい栗原さんからの

ご推薦で海鮮料理屋が決まり、携帯で早速予約した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理屋の方々と関門海峡を背景に 

 

【ゴルフ：４/２６ 九州ゴルフ倶楽部八幡コース】 

昨夜来の雨もあがり、第 5回 SSISオープンゴルフ大会
を九州ゴルフ倶楽部八幡コースで9名の参加で開催した。
著名なデザイナー黒川紀章氏によるクラブハウスと太平洋

クラブ御殿場コースなどを手掛けた加藤俊輔氏による自然

を生かしたコースを堪能しました。金原さん曰く、「もう一度

チャレンジしたいコースですね！」 

昼食時食堂にて 

 

【あとがき】 
100 年余の蓄積、日本近代製鉄発祥の地、北九州市を
訪ねて、あらためてその奥深さを知りました。今後も成長が

期待されるロボット産業や今や世界中で競争がはじまって

いるスマートシティの実証実験が開始されています。今後

も北九州の動きに注目したいと思いました。 末筆ですが

今回の見学会に大変忙しいなか、ご協力頂いた関係者各

位にあらためて感謝とお礼を申し上げます。 
 

＜参照リソース＞ 

・経産省：北九州ｽﾏｰﾄｼﾃｨ（北九州市プレゼン資料） 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/014_06_0

0.pdf 

・東田コジェネ事業の概要（新日本製鐵資料） 

http://www.env.go.jp/council/04recycle/y040-38/mat02-4.pdf 
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                                            委員長 高畑幸一郎 

 

１．4月に実施した集合教育「半導体入門講座」実施報告 

 １）カリキュラム 

 

 ２）結果 
・参加人数：計46名（参考：11年春60名、10年春33名） 
・理系卒25名、文系卒21名。新卒10名、若年が主体だが、 
  1999年以前卒も 4名 
・賛助会員企業 6社 計14名、一般企業12社計32名 
・参加企業 
賛助会員企業： ㈱日本マイクロニクス、 ㈱シバソク、 
大陽日酸㈱、 ㈱エイエスエイピイ、 熊本県、 

一般企業（業種別参加社数） 
半導体商社 4社11名、 製造装置メーカー 3社10名 
材料メーカー 2社5名、 IT装置メーカー 1社2名 
LSI設計企業1社3名、 官庁  1団体1名 
：初参加企業数（春・秋含めて）：9 社と多数だった事が今後
に繋がる良い結果と喜んでおります。 

・業界不況の影響大で、従来の多人数参加企業が社内教育

化したり、入社者減で対象者なし/減との事で参加者集めに
苦労しましたが、会員各位のご支援によりなんとか 46 名ま
で集められました。会員各位のご紹介ご努力に厚くお礼申

し上げます。特に多人数参加企業紹介にご努力・実現され

ました、牧本次生理事長様には深く感謝致します。 
・終了後の受講者のアンケート結果：講義単位と講座全体、コ

メント（5段階評価・5がベスト） 
講座全体の満足度 4.3、理解度 4.0 と好評でした。 
講師各位のご努力に感謝致します。 

・アンケートのコメント欄記載内容：「初心者にも判り易い用語

使用を」、「スライドの字が小さ過ぎる物あり」、「白黒コピー

では特に赤と黒が判別できないので工夫を」、等は今後に

活かしたいと思います。 
・また来年実施する場合の追加・不要化希望テーマも聞きまし

たが、特別な提案はありませんでした。 
・講義中のトラブルも無く、総合として「成功だった」と判断し、

来年も実施すべく、4月18、19日で会場・講師とも 
予約済みです。 多数のご参加を期待しております。 
・事務局には多大のご支援を頂きました。改めてお礼申し上

げます。 

    （講座受講状況）   
２．10月予定の集合教育「半導体アドバンスト講座」ご案内 
 既にご案内済みですが、以下の通り実施予定です。 
日程： 2012年10月4日（木）、5日（金） 
1)カリキュラム 

 
賛助会員企業様からの多数のご参加と、個人会員様の勤務

関連企業・お知合い企業へのご紹介ご努力を是非宜しくお願

い致します。参加企業が出ましたら謝礼に1000円相当のクオ
カードを贈呈致します。      （以上） 

☆ 委員会報告 ☆ 
教育委員会 
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新入会員（2012.4.1から 2012.6.30） 
個人会員 
  宮川宣明、河野光雄、近藤衛 
  藪照国 、白坂壽敏、梶山康一 
  飯野仁 、石谷明彦 
  （ご入会順、敬称略） 
賛助会員 
  Charisma International Consulting Co., Ltd. 
  サンディスク㈱ 
  菱洋エレクトロ㈱ 
   （ご入会順、敬称略） 
＊新たにご入会の皆様、よろしくお願い申し上げます。

ご寄付芳名（敬称略、50音順） 
2012年 4月（75号）掲載以降、2012年 6月 30日ま

でに、下記の 3名の方からご寄附をいただきました。 

紙面を借りて御礼申し上げます。 

相原 孝、佐々木 元、藤沢 良次 
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      会員状況（6月 30日現在） 
個人会員： ３０５名、 賛助会員； ４８団体 

協会ホームページリニューアルの検討に着手 

ホームページを広く多くの方々からご利用いただける

よう、より効果的な情報発信、活用を意図して、リニュー

アルの検討に着手しました。現在のホームページは、情

報追加を重ねてきたことにより、コンテンツへのアクセス

ルートが錯綜しており、この際、イメージ刷新と、使いや

すいホームページにしようと考えています。 

年内にはリニューアルを完了し、来年早々には新たな

顔をお見せできるよう計画中です。 

アンケート実施について 
個人会員の皆様を対象として、協会活動全般につい

てのアンケートを実施しています。 
過去に、活動全体について、ENCORE について、
コニュニティ活動について、と 3 回のアンケートを実施
いたしましたが、活動全体については 2001 年に実施
してから 10年以上経過しております。 

SSISは来年で創設 15年を迎えます。 
この間、協会は任意団体から一般社団法人としての

法人格を取得し、名称を半導体シニア協会から半導体

産業人協会と改称して活動をしてまいりました。この 15
年間で協会を取り巻く環境も大きく変化しており、会員

様からの協会への期待も変化していると感じています。

そこで、今回、サービスの向上、SSIS の存在意義、価
値を高めるために、会員の皆様から協会活動全般につ

いてアンケートという形式で、ご意見をいただくことになり

ました、今後の活動計画に反映させることが目的です。 
返信封筒による回答、メール、FAX、いずれでも結
構です。事務局までご回答をお寄せください。 

アンケート締切日：2012年 8月 15日 
 

お忙しいところ恐縮ですが、協力方、よろしくお願い

申し上げます。 
尚、賛助会員の皆様に対しては、例年同様、5月から
7 月にかけてご訪問し、協会活動の報告とご意見を
伺わせていただいております。 

  今後の催事予定 
・9月 21日 賛助会員連絡会、特別講演会 

（講師；TSMCジャパン 小野寺誠社長） 
・10月 4、5日  半導体教育 アドバンスト講座 
・11月   秋の工場見学旅行 ベトナム ハノイ地区） 
・講演会（計画中） 
・SSISオープンゴルフ（東京地区にて計画中） 

委員募集 
当協会は各委員会の活動により運営されており、協会

の運営に会員の皆様のお力が必要とされています。

委員をやってみたいという方は、いつでも事務局まで

ご連絡ください。

本号から、多数の方に、色々な記事をご執筆頂くなど、
紙面増強をする目的で、用紙及び印刷会社を変更させ
て頂きました。ご了解をお願い致します。  

編集委員長 相原




