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エレクトロニクス産業の謎                  2014 年 7 月 24 日 
 ―半導体の興亡を探る―                    山 本 利 久 
はじめに 

バブル崩壊のスタートとほぼ時を同じくして、80 年代世界市場を席巻した我が国エレクト

ロニクス産業も徐々に衰退の道を転がり始め、やがて 2001 年初頭の IT バブル終焉と共に

往時の面影を失ってしまった。熾烈な日米半導体摩擦を経て 1986 年に締結した日米半導体

協定で、勝利を収めた観のある我が国のエレクトロニクス産業と企業群は、好調な企業収

益を背景に自信過剰となり、将来をグローバルに見据えた明瞭な長期戦略も準備しないま

ま、協定の期限である 96 年 7 月を迎えた。その間アル・ゴア米副大統領の提唱する｢情報

スーパー・ハイウエイ構想｣で活気づく米国発 IT(情報技術)革命の鯨波に翻弄されながら、

一方で後発の韓国、台湾のエレクトロニクス企業に価格・技術面で追い越される事態に陥

ってしまった。 
そこには産業・企業・製品のライフサイクルの変化・短縮化では理解・説明できない要因

が潜んでいたようにも見える。世界に冠たる我が国の｢ものづくり｣の伝統・基盤はどうな

ってしまったのだろう。時代を大きく揺さぶった IT 革命は日本の得意とする｢ものづくり｣

をベースにした産業・技術の基盤を根底から覆してしまったのであろうか。謎は深まるば

かりだ。 
｢ものづくり｣の本質は一体何だったのであろう。変化の激しい IT 時代を迎えるに当たり、

グローバル化、情報化、システム、マーケテイング、デザイン、資金調達(企業財務)、M&A、

ファブレス・ファンドリー、資本市場等が有機的、合目的、機能的に融合された産業・企

業戦略等が意識的に構築されていたのであろうか。よく言われる様に、ハード・ウエア―

には強いが、ソフトウエア―には弱い、日本の｢ものづくり｣の姿もちらつく。 
部外者から見ると謎の多い、多様化した産業だが、ここではその内半導体とその関連事業

を中心に、その興亡を探ることにした。先端技術が日々進化する中、日常生活にも深く関

わるエレクトロニクス産業と企業戦略の理解に少しでも役に立てばと考えた次第である。 
構成として第 1 章エレクトロニクス産業・製品の全体像、第 2 章内外の代表的企業、第 3
章時代背景、第 4 章今後の動向・注目点を取り上げている。尚末尾にテクニカル・ターム

等を纏めて掲載しているので参照頂きたい。 
第 1章 エレクトロニクス産業・企業の栄枯盛衰： 

―半導体産業・企業小史― 世界トップがこぞって転落； 
▽半導体メモリーDRAM:Dynamic Random Access Memory で日本は 1980 年代央に世界

シェアー80％、世界最高の品質を誇ったが、2000 年に撤退を余儀なくされた。 
 1 社だけの残ったエルピーダメモリー(NEC と日立の合弁)はサムスン電子より技術力が

高いと言われたが、2012 年 2 月経営破綻、米国のマイクロテクノロジーに買収された。 
▽車用半導体 SOC(System on Chip＝マイコン)に舵を切った日本は巨大な国家プロジェ 
クトを立てたが、どこもかしこも赤字に陥った。 
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ルネサスエレクトロニクス(日立、NEC, 三菱による経営統合)は、マイコンで 40％を越 
える圧倒的な世界シェアーと世界最高品質を誇っていたが、倒産寸前となり官民ファン 
ド(株)産業革新機構を中心とした官民連合に買収された。 

▽テレビ：デジタルテレビで世界最高画質 
 2012 年 3 月期；ソニー、シャープ、パナソニックの 3 社合計で約 1 兆 6000 億円の赤字

計上。各社社長交代と大規模リストラを行った。 
▽半導体企業の売上高とシェアーの推移 

 
出所：いずれも日経 2014/1/5(シリーズ検証半導体興亡史Ⅰ) 

半導体メーカー、消費財メーカー、兼業メーカー： 
 エレクトロニクス産業を語る際、欠かせないのは、半導体メーカー、半導体製造装置メ

ーカー、最終消費財メーカーそしてそれらの兼業メーカーの分類であろう。 
 ここでは製品・部品の性能、競争力、市場規模等に加え、企業としての側面も評価され

ることになる。つまり経営力だ。レポートではこうした面も合わせ分析、評価しながら

日本のエレクトロニクス産業・企業を検討・概説した。 
○半導体メーカー：製品別シェア―・他(2013 年 22 月までの推移) 
 日経によると、米国半導体工業会(SIA)は、1 月 3 日、昨年 11 月の半導体世界売上高が前 

年同月比 6.8％増の 272 億 4000 万ドル(約 2 兆

8520 億円)になったと発表した。昨年 10 月実績を

0.6％上回り、3 カ月連続で過去最高を更新した。

スマートフォン向けなど米国を中心に需要が引き

続き好調に推移した。 
前年実績を上回るのは昨年 3 月から 9 カ月連続。

地域別では米州が前年同月比 18.6％増の 59 億

5000 万ドル。 
 

  出所：日経 2014/1/1 

○2013 年通期のレヴュー；半導体売上高・他(出所：日経夕 2014/2/4 からの要約)、 
米半導体工業会(SIA)は 2 月 3 日、2013 年の世界半導体
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売上高が前年比 4.8％増の 3055億 8000万ドル(約 30兆 9000億円)になったと発表した。

2 年ぶりに増え過去最高を更新した。パソコン向けは不調だったが、スマホやタブレット

が需要を牽引した。昨年 3 月から 10 カ月連続で前月実績を上回っている。 
 製品別の販売動向； 
 携帯端末向けメモリー：急進 
 パソコンなど用メモリーDRAM：33.3%増 
 NAND 型フラッシュメモリー：8.1％増 
 スマホなどのイメージセンサーなど｢オプトエレクトロニクス｣：5.3％増 
○家電メーカー 
＊｢4K｣テレビ 
 液晶テレビで先行した日本メーカーだったが、韓国、中国、台湾メーカー等の低価格製

品に押され生産の縮小或いは中止に追い込まれてしまった。ここでも高品質、高機能追

求が、市場やユーザーから敬遠された。プラズマテレビがその代表格。 
 現在日本メーカーは次世代の｢4K｣テレビ(フルハイビジョンの約 4 倍の解像度)の商業化

を加速中。パナソニックハは本年末を目途にテレビの機種数の約半分を 4K 対応にする方

針。またソニーは 14 年に販売する 4K テレビを 9 機種と 13 年から倍増、テレビ以外で

も 4K 製品の普及を進める。 
しかしこの面でも、韓国のサムスン、LG 電子、中国の TCL 集団、海信集団(ハイセンス)
の有機 EL テレビ、曲面型など技術面そしてデザイン・価格面を含めて日本を脅かす存在

になりそうだ。 
＊デジタルカメラ 
 デジタルカメラ国内大手 7 社の 2013 年度の世界販売台数は合計で約 6423 万台と、前年 

度から 29％減少する見通し(日経)。昨年 11 月時点

の予測に比べ約 200 万台下方修正した。 
3 月には中国でニコン製一眼レフ D600 の不具合が

大々的に取り上げられ、その対応にメーカーが苦慮

している。 
低価格のコンパクトデジカメの需要も急減してき

た。スマホに高性能のコンパクトデジカメが搭載さ

れるようになったことが追い打ちとなっている。 
カメラ映像機器工業会(CIPA)は 14 年度のコンパク

ト型の世界出荷額は 13 年度比 26％減の 3380 万台 
出所：日経 2014/2/20   と予測している。ピークだった 08年の 1億超台の 30％に止まる。 

○情報機器メーカー 
＊パソコン 
 米調査会社 IDC によると、携帯端末に主役の座を奪われたパソコンは 2013 年の出荷は
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約 10％減の 3 億 1455 万台と、2 年連続の減少で、減少率は過去最大となった。その結果

パソコンの出荷台数はスマホの 3 分の 1 以下に縮小した。 
＊携帯電話 
 一世を風靡した携帯電話はより利便性の高いスマートフォンに主役の座を明け渡した。

しかしその機能追求は止まない。現在最先端の 3.9G 技術の

通信速度は最大毎秒 150 メガビット。2015 年以降に始まる

4G は毎秒１ギガ(ギガは 10 億)ビット、エリクソンが 20 年

の実用化に向け研究を進める第 5 世代(5G)はその 10 倍。 
中国の華為技術(ファーウエイ)、韓国のサムスン電子も 5G
をターゲットに高速技術の成果を公表した。 
通信速度に加え、データ通信需要を生むのはスマホアプリ。

ゲームから書類管理まで多様な機能が揃う。13 年 7 月時点 
  出所：日経 2014/3/13            でグーグルの OS に対応するアプリだけでも 100 万個と 1

年で 2 倍になった。 
＊スマートフォン：市場の急膨張と最先端商品の登場 
 スマートフォン市場に激震が走る。一台数 1000 円の商品が登場する。米国の NPO(モジ

ラ財団)が 2 月下旬にバルセロナで開催された世界最大の携

帯電話見本市(モーバイル・ワールド・コングレス＝MWC)
で発表したスマホの構想は 1 台 25 ドルだ。日経によると、

液晶画面や画質は高額機種より見劣りするが、ネットやメ

ールの利用に問題はなく、130 万画素のカメラを持つ。100
ドルのスマホが話題となったのは前回の MWC。1 年で価格

は 4 分の 1 だ。 
このスマホ向け OS(ファイアーフックス)はネット上で様々 

出所：日経 2014/3/11             なアプリが使える。端末は大容量メモリーなど高額部品が

不要。通信を制御する中核半導体は中国の新興半導体メーカー展訊通信(スプレッドトラ

ム)。安価な半導体を組み合わせてコストダウンに成功した。 
100 から 200 ドルスマホ向け半導体を武器に、米

クアルコムを猛追する聯発科技(メディアテック)
は台湾の半導体大手だが、フィンランドのノキア

のスマホへの挑戦と共に今後の動向が注目される。

シードプラニングの調査によると、スマホの利用 
者は 2018 年に現在の 2 倍となる 40 億人超になる見通しだ。 

 スマホは今やこうして完全にコモディティー化し、市場の需給動向が価格を支配する。 
 今後の技術革新； 
 ○スマホ向け OS(基本ソフト) 
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世界のスマホ市場で米グーグルが提供する OS｢アンドロイド｣が独占的勢力を拡大し 
ている。米 IDC によると、

2013 年にアンドロイドを

搭載したスマホのシェア

ーは 80％に迫った。アプ

リやコンテンツの提供企

業は強い OS を優先する傾

向がある(日経)。2 位のア

ップルの iOS(15.2％)を合 
出所：日経 2014/1/17                           わせるとシェアーは 93.8％となる。 

NTT ドコモは 1 月 16 日、韓国サムスン電子などと開発してきた基本ソフト｢TIZEN(タ
イゼン)｣を搭載するスマホの今春発売を当面見送ると発表した。延期表明は昨年 10 月

に続き 2 度目。これによりグーグル(アンドロイド)、アップル(iOS)に対抗する｢第 3 極｣

の先行きが不透明になってきた。 
 ○ベースバンドチップなどのスマホ用中核半導体(日経 2014/2/27 の抜粋)   

＊富士通、NTT ドコモ、NEC はこの分野で、海外勢の半ば独占する中核半導体の挽回

を狙い 2012 年会社を設立、共同開発を進めてきたが 3 月までに清算する。資金不足

から質と安さを兼ね備えた魅力的な製品を開発出来ず、顧客を獲得できなかった。 
  ＊ベースバンドチップ：無線通信や信号を制御する半導体。携帯電話端末の頭脳とさ 
  

れる。第 3 世代携帯電話が主力の時代から、

米クアルコムがこの半導体の基礎技術を握り、

世界シェアー4 割を獲得。同社は｢LTE｣など現

在の高速通信方式でも高いシェア―を維持し

ている。 
 
   出所：日経 2014/2/27 

＊中国のスマホ市場： 出所：日経 2014/1/6 
中国のスマートフォンの需要拡大と増産が続く。

中国の端末メーカーは、政府公認だけでも 2012
年で 377 社。先端を走るのが低価格商品だが、

高性能機種も登場、外国企業との間で熾烈なシ

ェア―競争が起きている。携帯電話機メーカー、

携帯音楽プレーヤ―・メーカー、それに異業種

からの参入など起業活動も活発。外資系との資

本、技術提携も盛ん。今後はこれまで他産業・ 
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業種で見られた様に、産業の発展期を迎え新興国への販路拡大にも進むと見られる。 

  
＊タブレットなどの市場規模 

パソコンの出荷が減少する中、タブレットの売り上

げが大幅に伸びている。一般向けに加えて、教育現

場、公共用需要も順調に拡大している。 
図はスマートフォン、タブレット端末、パソコンの

出荷状況の推移を見たもの。各社の戦略が問われて

いる。 
   

  出所：日経 2014/2/5 

○パソコン、スマートフォン、タブレットの展開(出所 BoombergBW＝BBW) 

  

○自動車用半導体(マイコン)メーカー：将来の有望市場 
 ＊ルネサス(マイコンの世界最大手)：自動車制御用最先端半導体の量産化へ 
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出所：日経 2014/2/18                                同左 

性能を左右する回路幅が 40 ナノ(ナノは 10 億分の 1)と世界最短の自動車制御用半導体

を年内にも量産化し、今後はこの分野に経営資源を傾斜的に注入することで、合理化

を計り、経営再建を計る。報道によると、この半導体の情報処理能力は従来の 5 倍と

なるが、更に能力の向上した製品開発にもメドが付いている模様。これにより渋滞の

緩和や事故防止などスマートカー開発を目指す自動車メーカーの需要開拓に注力する。  
  同社は自社生産に加え、提携先の台湾の TSMC なども活用する。来年には自動車数 1

千台分に相当する月産数 10 万個を生産する見込み(日経) 
  携帯電話用のフラッシュメモリーでは 10 ナノ台の製品も出ているが、車載向けはセ氏

170 度でも動き、データを 20 年間確実に保存出来るなど信頼性が問われ、微細化が困

難と言われてきた。ルネサス(1 位)もマイコン世界 2 位の米フリースケールも車載向け

の量産は現在、90 ナノ製品。競合他社は試作品でも 50 ナノ台にある。 
 ＊競争激化(IT 市場で勢いに乗る米半導体大手の参入も) 
  米エヌビディア・独 AUDI 連合：製品発表済み 
  米インテル：開発中 
  クアルコム：計画中 
  IBM、グーグルなど：意欲を示す 
 ＊巨大な自動車産業の今後の更なる発展を考えると、マイコンは半導体メーカーや関連 

企業にとっては、パソコン、

タブレット、スマートフォン

に続く将来性のある魅力的市

場となり得る。 
 
 
 
 

   出所：日経 2014/2/3 

 ○半導体製造装置メーカー 
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 ＊露光装置 
  キャノンは 1990 年代、半導体製造で重要な露光装置で約 30％の世界シェアーを握る

大手の一角だった。ニコンと合わせると日本勢の世界シェアーは 80％を越えていたこ

ともあった(日経)。 
2000年代に蘭ASMLが台

頭、キャノンのシェアーは

5％前後に落ち込んだ。日

経によると、今回最先端の

半導体を安く製造する技

術を持つ米企業モレキュ

ラーインプリント(テキサ

ス州)を買収、製造工程で 
   出所：日経 2014/2/14         最も重要な電子回路の形成コストが最大で半分になる装置を 

開発、2015 年に発売する。 

  これによりスマホなどで一層の性能向上が期待出来る。買収額は 100 億円以上になる

見込み。買収後キャノンは自社のレンズ技術とモレキュラー社の露光技術を組み合わ

せ半導体チップが量産できる新型露光装置を商品化、15 年に発売する。 
 ＊尚製造装置メーカー別の詳細はページ 21 参照 
第 2 章 代表的企業 

 ▽ルネサス：2003 年に日立と三菱電機が合弁し、更に 2010 年に NEC エレクトロニクス 
と経営統合して設立された従業員 48,000 人を擁する日本最大の半導体メーカー。国内

外に約 20 の半導体工場を持つ。 
 ＊なぜ東日本大震災時に、被災していない他工場での代替生産が出来なかったのか？ 
 ＊クルマの機能の 90％以上をマイコンが制御している。普通車で 50～70 個、レクサス 

等高級車で 100 個を越えるマイコンを使用。これほど重要な部品を世界でもっと多く

製造しているにも拘わらず、ルネサスの収益性が非常に低いのは何故か？ 
 ＊鶴岡工場のソニーへの売却 
  任天堂のゲーム機向け半導体を生産しているが、日経によるとソニーがこの鶴岡工場

を 70 億円で買収することで両社が合意した。 
 ▽エルピーダ：日立と NEC の合弁、それに三菱電機が参入。 
 ＊日立；新技術開発力が高く、一点突破に優れるが、歩留まり向上力に欠ける 
 ＊NEC：均一性を病的なまでに重視、技術を細分化する 
 ＊三菱電機：独特の DRAM 文化とそれに裏打ちされた特有の技術力があった模様。 
   もし、日立が新技術の研究開発を担当、三菱が開発センターでインテグレーシ 

ン技術を担当し、NEC が量産工場の生産技術に専念していれば？ 
 ▽重電メーカー比較：総合電機メーカーのメリット・デメリット 
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   出所：日経 2014/1/9          同 2013/10/18 

   世界の総合電機メーカーでも時代の変化を反映して経営改善を迫られ、事業の選択 

と集中を通して新たな経営戦略が立てられ、実施されている。 

 ▽ソニー 

  ＊同社は買収するルネサス鶴岡工場を全面的に改修、カメラの画質を左右する主要部 

品、イメージセンサーの工場にする。ソニー製品は米アップルの iPhone など主要な

スマホに搭載され、約 30％の世界シェアーを有する。 

  ＊パソコン事業売却へ(日経 2014/2/5) 

   ソニーはパソコン事業を投資ファンドの日本産業パートナーズに売却する方向で最

終調整に入った。タブレットの急速な普及でパソコン事業は営業赤字。今後はスマ

ホを成長の柱に据える戦略。同社は 1996 年に｢VAIO｣(バイオ)ブランドでパソコンを

発売、テレビや家電から IT 分野に本格参入した。ピーク時には 870 万台を出荷した

が、2013 年には 580 万台に減少の見通し。米 IDC によると、2013 年 1 月～9 月の世

界出荷台数シェア―は 1.9％で 9 位。今後は産業パートナーズが新会社を設立、事業

の譲渡を受ける。そこが｢VAIO｣ブランドのパソコンを継続、販売する予定。 

 ▽パナソニック 

  ＊不振の半導体事業のリストラを実行、企業収益改善を計る 

   1 月 16 日パナソニックは東南アジアの半導体 3 工場をシンガポールの半導体メーカ 

ーUTAC に売却する方針を固めた(日経)。この中には日本で前処理した基盤を持ち込

んだマイコンも含まれている。本年中の譲渡を目指しており、実現すれば海外の半

導体工場は中国の 2カ所を残すのみとなる。既に国内では北陸 3工場の株式の過半

数をイスラエル企業タワージャズ(半導体製造受託会社)に売却することを決めてい

る。 

   今後は他社への生産委託を増加させる方針。 
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   出所：日経 2014/1/17              同 2014/2/26                       同 2014/2/6 

 ▽ジャパンディスプレイ 

  東京証券取引所は 2月 14 日、産業革新機構などが出資するジャパンディスプレイの上 

場を承認したと発表した。東証 1部になる見通しで、上場日は 3 月 19 日。同社は上場

に際して国内外で公募増資を実施する他、革新機構などが持ち株の半分程度を売り出

す。同社は日立、東芝、ソニーの中小型液晶パネル事業を統合し、革新機構などが出

資して 2012 年に発足した。7 月 1 日の株価：634 円(本年の H/L 836/499) 

 ▽東芝(岡村正東芝相談役＜日経｢私の履歴書｣2014 年 3月＞から、抜粋・要約) 

＊家電と電力などインフラ向け設備機械が会社の 2 本柱。新入社員として発足 3 年目

の｢計測事業部」に配属。ここは計測器と鉄鋼、石油、石油化学等のプラントを最適に

制御するため、圧力や、流量、温度、化学成分を正確に測定してフィードバックする

システム。 
東芝は半導体部門が当時最先端の 12ビットマイクロプロセサーを自動車用に開発して

いて、それを計測機器に搭載して新市場を開発する計画を立てた。 
＊研究テーマを｢生産材のマーケティング｣に決め、1971 年米ウインスコン大大学院へ

留学。 
＊1987 年青井社長が佐波会長の始めた｢I(アイ)｣作戦と言う事業再編を始めた。I は情

報、統合等を意味するもの、来る情報化時代に向け、東芝として時代を勝ち抜ける実

力を身につけようとした。東芝は汎用コンピューターから撤退していたので難しいと

ころもあった。だが、当時は既に分散型処理システムが主流で、上層部は十分戦える

と判断した。分散型コンピューター、重電、プラント用制御技術で東芝は強く、特に

トータル・ソルューションでは充分優位な地位に立つだろうと考えた。 
＊80 年代から 90 年代初めは米国との間で日米半導体摩擦もあったが、会社の業績は全

般に順調だった。80 年代半ばを過ぎると情報、通信技術の発達で｢システムソリューシ

ョン｣の需要が急増。端末や通信、制御機器を個別に提案していたのでは顧客が満足し

てくれない。それらを組み合わせて、どの程度生産性を上げられるかを示して、初め

て耳を貸してくれた。東芝は技術には強いが、営業は弱いと言われた。生産、販売、
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技術の各業務を製品ごとに持つという体制の中で、スタッフ部門のあり方は難しい。 
＊90 年代は激動の時代；マイクロソフトの基本ソフト｢ウィンドウズ 98｣発売。 

2000 年米国で IT バブル始まる(1 年後崩壊)。日本の技術は優れている。だが、消 
費者が求めるものを本当に作って来たのか。当時は米国の IT(情報技術)企業が台頭 
し、韓国、台湾の企業も力をつけつつあった。世界は日本製品から離れていって 
いるんじゃないか。そう懸念し始めていた。2000 年 12 月末、米 IT 企業の業績下方

修正が引き金となり先進国の株価が急落。世界中でパソコンの売れ行きにブレーキ

がかかり、DRAM など半導体の価格下落も加速した。いわゆる IT バブルの崩壊だっ

た。 
＊IT バブル崩壊後：｢3 つの過剰｣人、設備、負債  
 パソコン用半導体｢DRAM｣事業からの撤退；80 年代後半以降東芝を支えた事業。 
 ｢1 メガ DRAM｣で先行し、米国勢を退けて世界 1 に上り詰めたが、韓国メーカーが

急激に追いついて来て激しい価格競争に陥った。そんな時バブルが崩壊した。 
 DRAM は典型的な資本集約型事業。｢微細化｣へ向けた技術革新に莫大の資金が必要。 
＊ドイツの大手メーカーインフィニオンテクノロジーズへのDRAM事業売却に失敗後、

米マイクロン・テクノロジーに譲渡。 
＊｢NAND 型フラッシュメモリー｣の量産化へ(DRAM の雪辱戦)；NAND は東芝が世界

に先駆けて 87 年に開発した半導体製品。すでに当時デジタルカメラのメモリーカー

ドやカメラ付き携帯電話等に使われ始め、需要が急激に拡大しようとしていた。量

産化は予定より早く 02 年後半に始まった。DRAM の教訓を生かし今でも韓国勢と

互角に戦っていて、依然として東芝の屋台骨の一つ。 
＊日本はバブル崩壊の後、長期に亘ってデフレの苦難を経験した。IT を活用した新し

いビジネスモデルの開発で後れをとり、それが｢失われた 20 年｣をつくる一因にもな

った。 
▽IBM：同社は不採算の半導体ハード事業からソフト・サービスに事業の軸足を移す経営

改革中。このため半導体事業の売却が焦点となっていた。売却先に米半導体受託生産(フ
ァンドリー)大手グローバルファンドリーが浮上した。ウオール・ストリート・ジャー

ナル紙によると、米インテル、台湾積体電路製造(TSMC)とも売却交渉を進めているが、

グローバルファンドリーが最有力候補に浮上した。ただ売却価格を巡り 20 億ドル(約
2000 億円強)とする IBM と 10 億ドル超とするグローバル社との間で開きがある 

  (日経夕 2014/4/4 からの引用)。 
▽米マイクロソフト社(MS)：(出所日経 2014/4/4 からの抜粋引用) 
 同社は画面サイズ 9 インチ以下のスマホ、タブレットを対象に基本ソフト(OS)ウィンド

ウズを無償提供する(これまでは 1 台当たり 5～15 ドルのライセンス料を取っていたと

される)。これで端末メーカーは低価格機種を作りやすくなる。 
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市場シェア―が 8 割近いグーグル社の OS アンド

ロイド(端末メーカーに無償提供)に対抗するため。

他の理由は、MS が 4 月中にもノキアの携帯端末

事業の買収手続きを完了する。ウインドーズを搭

載したスマホの 8 割はノキア製。そのノキアが MS
の傘下に入れば、ライセンス料収入はどちらにし

ても大きく減るため。 
  出所：日経 2014/4/4 

▽サムスン電子 
＊サムスン電子：グループの中核は三星物産(商社)であった。このため商社機能(情報、

マーケテイングなど)の活用及びそことの経営・機能融合が比較的容易に出来、同業他

社と比べ特異な優位性を備えている。 

 ＊｢周四原則｣：1970 年中国は①台湾と韓国を支援するメーカーや商社②台湾と韓国に投

資するメーカーや商社③米国に兵器や弾薬を提供する企業④日本にある米国資本の合

弁企業―の対中貿易を中止することを打ち出した。その背景となったのが、佐藤栄作

政権の反中路線。佐藤は対中プラント輸出への政策金融の活用を停止した。 
  これが旺盛だった日本企業の対韓・対台湾進出を一時的に抑制した。 
 ＊サムスン電子の経営力等 

  
  出所：日経 2014/1/25                   同左 

  四半期ごとに最高益を更新してきたサムスン電子が 2013 年 10～12 月期にほぼ 2 年ぶ

りの減益となった。スマホの減速と薄型テレビの収益が大きく落ち込んだのがその主

な要因となっている。 
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   出所：日経 2014/1/25             同 2014/2/26                    同 2014/2/25 

 ▽メディアテック(聯発科技、台湾の半導体大手) 
  今年技術者を中心に約 2000 人を採用し、スマホの頭脳となる半導体の設計・開発に特 

化するファブレス(工場を持たない)を強化する。低

価格スマホ向けに加え今後は上位価格機種の需要も

狙い、同業最大手の米クアルコムにチャレンジする

構え。 
その為今後スマホの演算処理や通信用 LSI(大規模

集積回路)、付属のソフトウエアの設計・開発等を強

化する。今後の有望市場として自動車用、次世代テ

レビ用 LSI の研究開発を進める。 
   出所：日経 2014/3/21 

    
    出所：日経 2014/1/10           同左 

 ▽レノボ(中国)：出所 BBW2014/2/3 



14 
 

   

   同社は日本 IBM から PC 事業を買い取り、市場拡大を計った。 
○日本の対応策 

  
  出所：日経 2013/10/10                同左 

第 3 章 時代背景―企業、経営者などを巡る環境 

○概論 

＊ウインブルドン(化)vs.ガラパゴス(化)現象 
＊専門家の失敗：専門家である前にリベラル・アーツの認識と形成、国際感覚・バランス 

感覚の不足、セクショナリズム、情報収集意欲の欠落、チーム・プレーの重要性とリー

ダーシュップ不足、排他性(金太郎飴) 
＊欧米対日本の経営対比：起業家対企業家(Entrepreneur  vs. Corporate Manager)、 
 Enterprise vs. Corporation 、Organization man, 専門性よりマネージメント、人物よ

り会社、経営と責任関係の不透明性(米の CEO、CFO, COO 制)、安易な経営統合(日本型

寄らば大樹の陰、親会社救済策)、自前主義(高内製化率の弊害)、顧客不在の高歩留まり・

高品質の追求、純血主義、海外市場開拓の遅れ。 
＊Made in America→Made in Japan →Made in China/Korea →Made in America? 
 米国の世界戦略論(次ページ参照) 
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○課題： 
 ＊日本の高コスト体質(バブル崩壊後の未調整)、為替政策の失敗、輸出は悪か？中堅・中

小企業の存在意義、産業振興を阻む規制(Law keeper＞Law maker)、政・官・産・学

の連携の在り方(米国のロビイストの役割)、弱い消費者、貧弱な情報開示、グローバル

な消費者・市場ニーズの掌握不足、 
 ＊積極性を欠く金融機関の理解と支援体制(特に起業活動)、日進月歩の最先端技術と莫大 

な投資資金を必要とするエレクトロニクス産業を生き抜くために必要な M&A の認識 
と活用、貧弱なリスク・キャピタル/マネー(特に新規・成長産業・企業向け)。 

 ＊アッセンブラー(最終商品提供者)対パーツメーカー(部品提供者)の異常な関係 
 ＊マーケットシェアー競争の課題(利益犠牲、世界ではなく業界内の競争) 
 ＊低い労働生産性：長時間労働、長く働くことを賛美する文化、少ない女性マネージャ 

ーの登用と低い企業活動への貢献度・不十分な評価 
 ＊一律退職年齢と高い潜在能力者の活用不足；有能な人材・技術の海外流出 
 ＊社内縦割り組織の弊害；コミュニケーション不足の生産ライン・営業・研究開発・企

業財務の関係、少ない社外重役(委員会等設置会社) 
○日米半導体協定(1986 年)： 85 年半導体売上高で日本が米国を抜き、ジャパンバッシン

グが頂点に。以下は日経半導体興亡史 2 からの抜粋・引用。 
 ＊内容①半導体の対米輸出に数値目標設定②日本製半導体のコスト構造を明らかにし、

ダンピングを立証するための生産ラインの｢査察｣ 
 ＊結果；①｢協定の実像は当時の世界ナンバーワンとナンバーツウの国同士による官製談

合。競争を抑制した結果、半導体メモリーの国際相場は安定し、好業績をもたらした。

でも技術的な成長は止まった｣(日経半導体興亡史 2 で紹介された元 NEC 半導体技術者

の話し)。日本の強みは不良品質を下げ、歩留まりを上げること。生産量の抑制は技術

開発の停滞に繋がった。韓国、台湾勢との技術差は見る見る縮まっていたが、半導体

事業の好業績が日本の経営者の目を曇らせた。②96 年 7 月協定が失効すると、価格競

争力を高めたサムスン電子、SK ハイニックス、TSMC(台湾)などアジア勢が一気に進

出してきた。一方米国勢は CPU(中央演算処理装置)のインテルを筆頭に得意分野の製

品に特化し、世界市場に帰り咲いた。 
○日米構造協議(SII)：Structural Impediments Initiative 
 1989 年～90 年まで計 5 回に亘る 2 カ国間協議。93 年に｢日米包括経済協議｣に名称を変 
更。更に 94 年からは｢年次改革要望書｣、｢日米経済調和対話｣へと進んだ。 

○｢Made in America｣：1989 年出版。MIT の教授陣が中心になり、当時日本製造業の攻勢 
で追いつめられた米製造業の問題点と復活の処方箋を纏めた研究書。政治的には不公正 
な貿易慣行のせいにされがちだった日米製造業の明暗を、より経済的・経営的・工学的 
視点から冷静に分析し、日米製造業の強み弱みを明確にして、米製造業がその長所を生 
かして復活する処方箋は何か、日本から何を学ぶべきかを提言した革新的企業戦略論。 
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○金融・為替 
金融・為替動向は我が国エレクトロニクス産業・企業の国際競争力に、85 年のプラザ合

意以降重大な影響を及ぼす要因の一つだったが、ここでは割愛した。 
＊ただ 80 年代、逆にドル高に悩む米半導体メーカーが日本の輸出攻勢になすすべもなく

敗退、やがて上記の半導体協定の締結に持ち込まざるを得なかった事実だけを挙げて

おく。 
＊円ドル委員会：正式には｢日米共同円・ドル・レート、金融・資本市場問題特別会合｣ 
 1983 年 11 月、レーガン大統領訪日時の日米蔵相会談で設置が決まった。84 年 5 月に

報告書が出た。金融自由化、円の国際化など。 
○企業戦略の視点 

＊経営の問題①： 
 戦術あって戦略なし、潜在的内外経営資源の活用不足、劣化した国際競争力(ヒト、モノ、 

カネ)、傲慢と過信、組織の劣化、売上＞利益、現場・市場動向を知らない企業経営者(マ
ネージメントに欠けるプロフェッショナルリズム)、確立・認知されない責任の所在(CEO) 

＊経営の問題②： 
リスク・マネージメントの欠如、存在感の薄い(発言力の無い)下請け企業、中途半端な合

併・経営統合(責任の所在不明)、出向で出る者と出す者の受け止め方、起業家精神に欠け

る大企業病(官僚化)、日本的チーム・プレイ(縦割り、人脈、ギルト、個人の能力抹消)、 
直接投資の功罪(価格競争力の向上、海外市場の開拓、技術・人材の海外移転、空洞化) 

＊モノ作り：トータル・ソリューション他 
▽ファブレスとファンドリー(後述テクニカル・ターム参照)；日本企業の不得意領域？ 
▽商品・産業・企業のライフサイクル；顕著な短縮化傾向 
▽半導体のコモディテイー化(大量生産・大量販売、見込み生産)の進行；巨額投資 
▽マーケテイング力の認識不足；よいものを作れば客が買いに来る(メーカー主導型) 
▽プロジェクト遂行に重要な財務の役割(初期段階からの参画)；生産と経理の対立 
▽業績改善が見られる企業 

  
 出所：日経 2013/16/26 
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第 4 章 世界の動向 

○資金力 
 IT と関連事業を世界のリーダーとして展開するには技術力に加えて莫大な資金を必要と 

する。これはこれまでの｢勝ち組｣でも言えることだ。

往時の勢いを失ってしまった日本企業はこの面でも

劣勢に立つ。リスクマネーやそれを支える資本市場は

米国に比べ貧弱だ。企業の手元流動性は高いが、IT
産業への投資となると、これまでの苦い経験から先行

投資には何処の企業も二の足を踏む。M&A は一般に

は増加の方向になるものの、こと IT 関連となると、

特化した企業が少ないだけに慎重だ。 
それに引き換え米国の IT 産業・起業は株価の高騰も 

出所：日経 2014/2/27            あって莫大な資金調達を行い、空前の内部留保を抱え、

投資チャンスを伺っている。彼我の差は歴然だ。 

我が国も最先端産業の育成を目的とした金融支援策がより積極的に検討されてよかろう。

一方金融機関、資本市場のバックアップ体制も改めて見直されてもよかろう。 
アップルやグーグルなど米 IT 大手の手元資金が増加を続けている。主要 6 社の合計は

2013 年末時点で 3618 億ドル(約 37 兆円)まで拡大し、1 年前より 15％増えた(日経

2014/2/27)。 
同紙によると、各社の手元資金が増加した背景にあるのはスマートフォンやソフトやサ

ービスをネットワークを通じて利用するクラウドコンピューティングの普及だ。 
○関連企業の得意分野等 

サムスン、新興国メーカー：スマートフォン・タブレット 
アップル：収益の高い先進国での事業展開 
グーグル：アンドロイドで、スマホ対象の広告配信の拡大、自動車関連、ウエアラブル 
MS：クラウド関連のソフトの販売好調。エプソン：ウエアラブル 

○ブランド力：出所：Bloomberg BusinessWeek2013/10/7 
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○旺盛な資金力を背景にしたグーグルの M&A(出所 BBW2014/1/20) 

  

○起業活動 

＊その世界分布(出所 The Economist2014/1/18 特集) 

 

 ＊支援者、資金提供者,ロビー活動など 
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 出所：The Economist2014/1/18 特集          同左        日経 2014/2/2 

 日本の例；開発の遅れる資本市場・リスクマネー 

  

  出所：日経 2014/4/6 

テクニカル・ターム： 
＊半導体：Semiconductor(出所 IT 用語辞典 e-Words) 

 電気を通し安い｢導体｣と電気を通さない｢絶縁体｣との中間の性質を持つ物質。代表的な

ものとしてシリコンがあり、半導体製品の多くがシリコンを主原料としている。純粋な

シリコン結晶は｢電気がやや流れにくい｣という程度の性質しか持たないが、これに微量

の硼素
ほ う そ

など(３価の元素)を加えることで p 型半導体を、微量の砒素
ひ そ

など(５価の元素)を

加えることで n型半導体を作ることが出来る。 

 ダイオードやトランジスターといった半導体素子に実際に使われるのは、この p 型半導

体、n 型半導体である。半導体は温度によって、伝導率が変化する性質を持っており、電

子機器が高温を嫌うのはそのため。 

 尚通常｢半導体｣と言った場合、半導体そのものではなく、半導体を用いて作られたダイ

オードやトランジスター、またはそれらの集積回路である IC 等を指すことが多い。 

＊IC(Integrated Circuit)：集積回路、半導体集積回路 

 トランジスター、抵抗、コンデンサー、ダイオードなどの素子を集めて基盤の上に装着

し、各種の機能を持たせた電子回路。1959 年に考案され、現在では様々な機器に組み込

まれている。 

 1 チップに組み込まれた素子数が 1000 から 10万程度のものを LSI、10 万を越えるものを

VLSI、1000 万を越えるものを ULSI と呼んで区別していたこともあったが、現在では殆ど

使われていない。 

＊ファブレス(Fabless)；自らは半導体製品の設計やマーケテイング、販売などに特化し、 
製造はそれを専門に行う半導体メーカー(Foundry)に外部委託する半導体メーカー 

＊SOC(System-on-a-chip)：ある装置やシステムの動作に必要な機能の全てを一つの半導体

チップに実装する装置 
＊ファブライト化；製品製造の大部分を外部委託し、一部部品のみ自社製造すること 
＊セリート(Selete)：(株)半導体最先端テクノロジーズ、日本の主要半導体各社が、1996 年

2 月に共同で設立した半導体技術共同開発会社。 
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＊あすか計画：半導体技術共同開発プロジェクト、2001 年 2 月から 5 年間の限定。実際の

推進部隊は(株)半導体理工学研究センターとセリート。 
＊イモベーター：オーデット・センカー著｢コピーキャット｣ 
 イノベーションとイミテーションを融合する企業 
＊モジュール生産方式：あらかじめ一定数の部品を組み立てて、 最終組み立てを容易にす

る方式。「モジュール」は単体として独立した 機能を持ち、全体が集まってシステムを

構成する要素のこと。 

＊LTE(Long Term Evolution；長期的進化)：スマホなどで使える高速通信を指す。詳細は次

ページの図・説明を参照。 

＊マイコン：マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ－集積回路に実装されたコンピ

ューター或いはプロセッサーで、組み込システムに使われる。2000 年代以降はこれが一

般的な使われ方。またマイクロプロセッサーをマイクロコンピュータと呼ぶことも多い。 

＊日本ベンチャー学会(JASVE= The Japan Academic Society for Ventures and 

Entrepreneurs)：1997 年 11 月 18 日設立。 

 
出所：日経 2014/4/3                     同左 

日本では NTT ドコモが 2010 年 12 月に LTE のサービス提供を開始。今年 2 月契約件数が

2000 万件を突破(全体のシェア―3 割強)。ソフトバンクモバイルと KDDI(au)も 12 年 9 月

に LTE を開始した(出所：日経 2014/4/3)。 

＊MRAM(磁気抵抗メモリー：信号の保持に電気を使う SRAM からの置き換えが進めば、使

用時間が伸びる。DRAM や NAND 型フラッシュメモリーを代替する有力候補。 

付記 

TSMC（英文正式社名：Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.世界最大

級の半導体製造ファウンドリー。正式社名の和訳は「台湾半導体製造株式会社」。

同社への半導体製造の集中を下記に示した。 
○iphone 用プロセサー：アップル社の注文の流れ 

＊ファンドリーの変遷： 
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インテル(委託を断る)→サムスン電子→2013 年 TSMC(元祖ファンドリー)・・インテル？ 

→＝奪う。この過程でサムスン電子は基盤を拡充した。 

○クアルコム(ファブレス 1 位)/ブロードコム(同 2 位)→TSMC 

サムソン電子 

＊DRAM/NAND メモリーで世界シェア―1位。メモリーは好不況が激しい。 

＊ファウドリー・ビジネスへの願望→インテルが断り iphone 用プロセサー受託→独自のス 

マホ(GALAXY)開発・製造。 

NAND 型フラッシュメモリーとは、1987 年に東芝が開発したフラッシュメモリー技術。磁

気 ディスクに代わってデータの保存・運搬などに利用することを主な用途としている。 

ASML：オランダに本部を置く半導体製造装置メーカー。半導体露光装置（ ステッパー、

フォトリソグラフィ装置）を販売する世界最大の会社で、16 ヶ国に 60 以上の 拠点を有

し、世界中の主な半導体メーカーの 80%以上が ASML の顧客。 

＊東芝；スマホ等に搭載されるフラッシュ・メモリーに強い 

＊ソニー；スマホやデジカメの｢電子の目｣を担う CMOS(相補性金属酸化膜半導体)センサー

に強い 

＊ファブレス(Fabless)企業・概念：日本の｢モノ作り｣社会で認知・活用されるのか？ 

＊半導体製造装置メーカーランキング(2008 年版)：米 VLSI リサーチ 

順位 企業名 国 百万米ドル 

1 位 アプライド・マテリアルズ アメリカ 5877 

2 位 ASML オランダ 

4367 

3 位 東京エレクトロン 日本 

4343 

4 位 ケーエルエー・テンコール アメリカ 2112 

5 位 ラムリサーチ アメリカ 1903 

6 位 ニコン 日本 

1742 

7 位 キヤノン 日本 

1090 

8 位 日立ハイテクノロジーズ 日本 

1055 

9 位 大日本スクリーン製造 日本 

1041 

10 位 ノベラスシステムズ アメリカ 969.7 

11 位 ASM インターナショナル オランダ 

969.3 

12 位 テラダイン アメリカ 924 

13 位 アドバンテスト 日本 

884 

14 位 バリアンセミコンダクター アメリカ 687 

15 位 ヴェリジー アメリカ 605 
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注記：昨年９月の報道に依れば、１位のアプライドと３位の東京エレクトロンの経営統合 

  が本年中にも実現する。そうなると断トツの半導体製造装置メーカーが出現すること

になる。 
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