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36. 「鉄腕アトム」が現実に・・・ 

(エレクトロニクス実装技術 1997年 9月号) 

 

「手塚治虫の名作“鉄腕アトム”の連載は 1951年から始まった。天満博士が登場し、最愛の息子

の代用品としてアトムが作られたのは 2003 年の時代を想定したものであった…」と以前に、このよう

な書き出しでコラムを書いたことがある。 

 鉄腕アトムが生まれて 2001年で、ちょうど 50年となった。活躍した鉄腕アトムの時代想定は 2003

年で、漫画に登場した 2003年まであと 2年とせまってきている。 

鉄腕アトムの漫画のお陰で日本における自動化やロボット化に対しては雇用問題で組合問題に

もならずに色んな工業界で取り入られるようになり、高度な自動生産システムが確立されていった。

人手不足に加え高度成長もあって、量産技術を得意とする日本は、ロボットなどを導入して自動生

産システムで対応していった。 

以上のような経緯の中で、世間では 21 世紀は『ロボット時代』ともいわれている。それを象徴して

いるかのように 2000 年 11月に横浜・みなとみらい 21地区で世界初のパートナー・ロボット博覧会

(ROBODEX2000）が開催され，約 5万人以上が来場した。 

ロボットというと 20 世紀後半に製造現場における溶接ロボット、塗装ロボット、実装機などの自動

生産機器という形で登場した時代から、オフィスビルの掃除ロボット、巡回用ロボットや病院では、

手術の支援としての医療用ロボットまでひろがり、さらに人々の生活を直接手助けする看護保護用

ロボットまで実に様々なロボットへと進化をしていった。 最近では遊び心で楽しむペットロポットが

徐々に家庭に入り込むように変化をしてきた。そのきっかけとなったものに時計の実装技術を応用

し世界最小として登場したロボットがある。その培った時計技術を採用して世界最小ロボット（ムッシ

ュ EM10A）をセイコーエプソンが商品化して販売したことがある。サイズは 124×11×10.8ｍｍで重
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量 43g の超小型のセンサをもったロボットである。部品点数は 98 点で、当時、話題となった。遊び

心のあるロボットとして一般に注目もされたロボットでもあった。このムッシュは、日本プリント回路工

業会（JPCA）が主催する JPCA ショーの学会コーナー（当時の JIPC、現 JIEP）の特別実装展示コ

ーナーで、その実装例が展示されたことがある。 

セイコーエプソンに続いてソニーからはエンターテイメントロボットが商品化され、販売されるよう

になった。しかも、インターネットのみの限定販売で実施され世界的に話題となった。最近では本

田技研工業より 2足歩行ロボット“ASIMO”も発表された。ロボット化への飽くなき追求は、不可能と

されてきた 2 足歩行ロボットが日の目をみるまでになってきた。このようなロボットが商品として製品

化される影で、実はロボットに関心をもたせるような動きがある。その事例を紹介してみよう。 

 直径 154ｍの土俵でロボットが相撲を競い合う“ロボット相撲”は 1990年に｢理工離れ』を防ぎなが

ら「技術分野に光を当てる」とのコンセプトで富士ソフト ABC の発案によるもので始まった。その元

祖の“ロボット相撲”は、いまや、全国工業高等学校校長協会が主催する｢全日本ロボット相撲大会』

まで幅を広げるようになったとともに，毎年 6 月に開催される日本プリント回路工業会主催の JPCA

ショー開催中に特別コーナとして「ロボット相撲コーナ』も併設されて実装業界にも広く紹介されるよ

うになった。 

サッカーのワールドカップ優勝チームに勝つ人間ロボットを 2050年までに開発することを日本か

ら提唱しつくられた｢ロポカップ』なるものも行われている。 

様々な形で進展をしたロボット化に対する熱い視線は、さらに拡大・発展をするものと思われる。

このような背景の中で、子供たちに夢を与えたいとのコンセプトで、科学技術庁が開催を提唱して

いるロボット競技会が神奈川（横須賀、川崎、相模原、横浜）と大阪で 2001 年夏～秋に開催される

ことになっている。 

 また、世界の研究者や技術者が一堂に会する「国際ロボットフォーラム』も 2001年 11月に横浜で

開催されることになっている。 

実装業界でも、ロボット化は実装機において進化し、高密度実装に貢献をするものと思われる。

挿入実装機から表面実装機へと進化し、高速でかつ高精度で高密度実装が可能になったもので

もある。 

今後とも実装方法の変化とともにさらに進化をしていくものと思う。 

再度、結びとして記述をしたい。それは「鉄腕アトムが生まれた 2003 年には実装機はどのように進

化しているであろうか？今から楽しみである」 

 

37.ファンション・ショー？ 

(エレクトロニクス実装技術 1997年 10月号) 

 

 例年のように年 1 回開催される業界の展示会が開催された。プリント配線板に関係するショーで

ある。     

業界では JPCAショーの名前で実装業界では知られている。最近は、この展示会の内容が海外
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の雑誌の巻頭言にも紹介されるようにもなったことである。それ程、海外からも注目の的となった 

展示会ではないかと推察される。    

さて、今年度の JPCA ショーはビルドアップ多層プリント配線板が花盛りといった感じであった。

主役は材料メーカー、装置メーカー、そして大手セットメーカーであったと思う。            

実装業界の方にショーの印象をお尋ねしたら以下のようなコメントを述べられた。納得すべき多く

の示唆に富んだ部分があるので紹介してみよう。   

"ショーはショーウインドーで、着飾ったよそ行き衣装。普段着はまた別で、362 日[=365-3(ショー

の開催日数）]は普段着姿で生活しており、ショーとは異なる!"・・・と。 

普段は事業の採算やクレーム処理で苦労しながら生活をしていると言っていいのではないかと

思う。 

よそ行き衣装から時代の流行と人々の関心の的がわかり、技術の全体的なトレンドや水準がわ

かる点では、展示会の意義は大きなものがあるかと思う。 

 感想を述べられた方は次のようなコメントも。                         

"問題はモードショーに出たニュー・スタイルのどれが、いつごろ普段着になるかということでしょう。         

ダイアナ妃の衣装が売りに出されたとのニュースをみて、家内は「誰が買うのでしょうね？サイズ

が合わないし、着ていくところがないのに」         

小生「持っているのが自慢で、しまっとくんだよ」。                     

ショーである大手セットメーカーとの話しでおもしろかったのは、           

「レーザーもフォトビアもやっている」 

「で仕事は？・・・」               

「まだこれから・・・」             

「技術の開発とニーズの開発と一緒になきゃいけないですね」         

と一緒に笑いました。"・・・と。    

  今年度の展示会の特徴はビルドアップ多層プリント配線板関連がオン・パレードのようだった思う。

特にレーザー穴開けが昨年以上に増加し、正にレーザー元年から量産実用へと進む予感を思わ

せるようなものであった。 

ビルドアップ多層プリント配線板は元々、メインフレームコンピューター分野で確立され Siemens

の大型コンピューターに採用されると同時に実用化されたものであった。その後、日本で日本 IBM

がビジネスパソコンに採用し、大きな衝撃が業界に走り、今に至ったのはご存知の通り。 

展示会でも主流になってきたこの新しい技術も世界レベルで紹介されるまでになってきた。                     

実装に関係する展示会も毎年 1 月には、実装機を中心としたインターネプコンショーが、そして最

新の OA機器の展示なるビジネスショーがあり、 6 月はプリント配線板を中心とした JPCA ショーと

なる。秋には部品や機器の展示が中心のエレクトロニクスショーやデーターショー（今年から名前が

変更）が、年最後の展示会として半導体関連のセミコンショーが最後を飾ることになる。多くの実装

に関係する展示会があり、これに液晶関連の展示会もいれると更に多くなる。 

 ところが、これらの展示会は各々、関連する業界が中心となって運営されているものと思われるが、
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日本には残念なことに海外から多くの人が集まる実装に関係する展示会がないのでは？・・・と危

惧するのである。確かに、会場には海外からの参加者の顔を見るのではあるが、果たして毎年、海

外からキー・パーソンといわれる方が日本の展示会にあわせて集まっているであろうか？・・・と思う

疑問である。           

海外では開催こそ少ないが 2 年に一度の開催の展示会ではあるが、世界からキー・パーソンが

参集する魅力のある展示会があるのである。           

"今度は、○○○○ショーで会いましょう"と言うような、是非、海外の方 が必ず集まるような規模の展

示会が欲しいものである。                   

台湾で開催されるコンピューターショーも既に世界三大ショーの一つにもなって多くの人が参集

するようになってきた。                           

日本にも世界に誇れるような展示会がないものであろうか？ それには、工業会別に実施してい

る展示会の運営方法にも工業会の垣根を乗り越えて実装を統一テーマにした一致団結して結集し

た展示会にならないものかと思うのである。そして、多くのキー・パーソンが集まるようなイベントにな

ればと思うのであるが。  いや、是非実現をして頂きたいものである。 

 

No.38プリント配線板の統計資料は？ 

(エレクトロニクス実装技術 1997年 11月号) 

 

  世界のプリント配線板市場がどのようになっているかを調べようとして疑問となったのがプリント

配線板のメーカー数である。 

 世界で一体どれだけのプリント配線板メーカーが存在するかを調べてみたら約 3,200社が存在す

ることを電話番号帳や便覧で確認をすることができた。大変な確認作業となった。電話番号帳や便

覧に記載されていない会社を含めると世界には約 4,000社程度、存在するとも言われているが、誰

も未だ確認された方はいない。筆者が確認できたのは未だ、約 3,200 社で共産圏は実態がつかま

えきれていない。 

この確認作業には大変な労力を要しているのである。訪問した国で、その都度、電話帳で調べ

たりして克明に集めた成果である。こつこつと調べていた作業もある日突然と変わったのである。 

  それは、電話帳から CD-ROM での検索である。米国を訪問した時にパソコン用ソフトを探してい

たら電話帳(American Yellow Pages)が CD-ROMで販売されたおり、 3,000円程度の値段で販

売されていた。 5,000以上の電話帳と数百の他の情報も加味しての収集した内容であり、米国の企

業が 1,000 万社以上の電話番号が記載されているのであるから値段の魅力と掲載数に引かれて

衝動買いをしてしまった。 

使用してみると驚いたことに分類別に検索もできると同時にパソコン通信と連動しており、検索さ

れた電話番号は女性の声で読み上げられ、電話も自動接続する優れもの。 

  勿論、プリント配線板に関しても分類にリストされているのである。早速、プリント配線板(Printed 

Circuit Boards)で検索をかけてみたら約 700社のメーカーが州別にリストされた。 
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ところで、世界で生産されるプリント配線板の金額に関して調べてみると約 3 兆円の市場規模と

なっているようだ。その統計資料も様々な出典があるのである。世界的に有名な調査会社である英

国の BPA 社が世界規模で調べて会員や雑誌に報告をされているのが先ず目にとまるもの。その

次に米国の IPCの市場/技術調査審議会(T/MRC)が毎年、 6 月の委員会で世界規模の資料が

報告されているのが有名である。 

業界の統計資料としては日本では通産省の統計資料と工業会でまとめている 2つの資料がある。   

ところが、この通産資料や工業会資料に大きな違いがあるのである。先ず、通産省の資料は生産

額が極端に少ないのである。この裏を調べてみたら、統計資料の対象が予想より、少なく、そのた

めにカバー率は約半分になっていることが判明した。ところが、工業会の統計資料は逆に予想より

も多く報告されているのである。これは、日本のプリント配線板メーカーは一貫生産しているメーカ

ーのみならず、得意とする工程を専門に事業をやっている会社があり、その会社に工程外注して

いるメーカーも存在している事実である。 例えば A 社が 100 億円の プリント配線板の生産をやっ

ていて、その内の 10億円は B社に外注分として出したとすると B社は 10億円の生産をしているの

で生産統計には 10億円分も報告されてカウントされる。 

一方、仕事を出した A 社は外注していることには関係なく、自社の生産は外注先の価格も含ま

れた形で報告される。つまり、二重にカウントされて統計資料に参入されてしまうのである。筆者の

知っている例では A 社の仕事が B 社に、そして、またその一部が C 社に外注されている例もある

ので、統計資料には 3 重にカウントされる場合もあるのではと危惧するのである。このあたりの統計

資料を改めないと海外から下駄をはかせているのではとの疑いを持たれてしまうのである。是非、

日本でも、より精度の高い統計資料になるのを望むのは筆者のみではないかと思われる。出荷と

受注の状況を把握するために IPCや PCIFは米国の半導体 工業会の B/Bレシオを参考にしてプ

リント配線板の B/Bレシオを整備して業界の市場動向を把握しているのである。 

これらのデーターは公表され雑誌や業界誌にも掲載されており、米国や欧州の景気動向が一

目で過去の経緯を含めて即、理解することが出来るのである。 

ようは業界の景気動向を"雰囲気"や"感じ"で示すのではなく、「数値」で示すやり方で実施して

いるために、図を見れば景気の推移が判明するのである。 

そろそろ、日本版の技術/市場調査審議会なるものも設置して十分なる審議の上で統計資料と

りまとめる時期にきているのではないだろうか？ 

 

No.39 技術雑誌から見たパソコン業界 

(エレクトロニクス実装技術 1997年 12月号) 

 

以前に出版業界の側面から実装業界をこのコラムで紹介をしたことがある。今回は“雑誌からみ

たパソコン業界”について紹介してみよう。まず、目を見張るものは、書店の雑誌コーナーでのパソ

コンに関する雑誌の多さである。 

数えきれない程のパソコン雑誌が所狭しと展示されているのである。さらに、その雑誌を目的に
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店頭で盛んに読んでいる読者の多いことも特徴ではないかと思う。それから必ずといっていいほど

品定めをしてどれか一冊を購入していくのである。これほど魅力のある市場はほかに例がないもの

と思われる。臨時増刊号も含めると 180誌以上のパソコン雑誌が店頭に並ぶと言われている。 

まず、パソコンの製品化のスピードが速く、かつ製品ライフが短いのもパソコン雑誌が多い理由

ではないかと思われる。このような背景があるために使用者にとっては解説の雑誌が必然的に必要

となってくる。パソコン雑誌の特徴は、パソコンそのものの紹介からソフトの紹介、そしてパソコンの

周辺機器の紹介と 3 分野の構成から成っている。この 3 つを組合せて印刷などを含めて動作をす

るパソコンは、ある程度の知識をもってしないと動作しない。 

これは、3 つの組合せが絡み、複雑化するために、知識を必要とするのである。知識を得るのに

マニュアルだけでは不十分なため、ここにパソコン雑誌が売れる背景があると思われる。パソコンの

タイプが DOS/V、MAC、98 の 3 機種が存在するのも、パソコン雑誌を多くしている原因と思われ

る。筆者の個人的見解ではあるが、どうもパソコンはソフトを含めて未完成の製品と思わざるを得な

い点が、多くある。それを操作するためにパソコン雑誌が売れているのではないかと推察をしてい

る。 

また、パソコン雑誌の読者層がヤング層からシルバー層まで、男性のみならず女性も読者がいる

程、幅広いことも原因の 1つであろう。“Windwos95”の発売とインターネットブームによって機械に

ほとんど触れたことがない熟年層や主婦にまで、パソコン需要が拡大したことが“超初心者向け”雑

誌などが登場する土台となった。このような幅広く読まれている雑誌で、この実装業界に関係深い

紹介記事が盛んに紹介されるようになってきたことである。筆者も実装業界に携わるようになって新

たに商品化された電子機器を分解調査して、その実装方法、電子部品、半導体パッケージやプリ

ント配線板などチェックをしている。 

しかし、余りにも次から次へと商品化されるパソコンについては時間的にも金銭的にも、とても全

ての機種までは目が行き届かない。そんな中でパソコン雑誌には、例えば、Mobile PC の“分解し

よう”、ASCII の“解体天国”なるコーナーがあって製品を分解し、解説をしている。さらに“用語から

見る最先端テクノロジー”のコーナーではパソコンの高密度実装技術を紹介しており大変に参考に

なるのである。 

紹介記事でも新パッケージのボール・グリッド・アレイ（BGA）が、ビルドアップ多層プリント配線板

に実装されることが図入りで解説されているのであるから驚きである。この業界では、比較的先端と

思われる技術が紹介されているのがパソコン雑誌の大きな特徴である。専門の雑誌でないとまず

知ることのできないような内容の紹介もあり、小学生でも目にふれることができるようになった。 

最近、このように多くある雑誌の中で休刊となった雑誌がある。約 6 年も刊行されていた

Windowsに関する雑誌が 1997年 11月号でもって休刊となってしまった。筆者は、この雑誌の愛

読者の一人でもあって、パソコンに関する関連技術の多くを吸収した。検索ソフトや辞書ソフトのア

プリケーションも、この雑誌の付録についている CD-ROM からインストールし大変重宝し、お世話

になった雑誌でもあった。 

どのような理由で休刊になってしまったのかは判断材料がなくて推察はできないが、大変残念で
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ある。そういえば実装業界でも実装技術に関する技術雑誌が 1997 年 10 月号でもって同じく休刊

扱いになってしまった。これも、7 年間も刊行され、業界関係者から必読の技術雑誌の一つになっ

ていたのに残念な出来事であった。 

休刊も突然、知らされたために、ただ「どうして?」の疑問と同時に驚くのみ、米国でプリント配線

板に関する雑誌が年ごとに充実して雑誌が厚くなってきているのと比較すると対照的である。英国

でも新たに実装に関する技術雑誌として“Future Circuits International”なる雑誌が発刊されるこ

とにもなった。一体、日本はどのようになっているのであろうか? それとも、マネジメントに問題があ

ったのであろうか? 

 

No.40 パッケージが変化しています・・・ 

(エレクトロニクス実装技術 1998年 1月号) 

                                     

昔の牛乳の入れものと言えば「瓶」であり「牛乳瓶」とも言われた。牛乳瓶の上に紙で作られた"ふ

た"で密閉されており、このふたを開けるのに多少のコツがいった。キリのような小道具も牛乳配達

屋から配られ、この小道具で開けると簡単に開けることが出来た。ない場合は、指の爪で、苦労し

ながら開けていたものであった。それがいつのまにか瓶から大きいものではテトラパックに、小さい

ものでは紙パックに代わっていき、ストローで飲むようなスタイルになってしまった。 

「瓶」で飲むような「ゴクッ」とする本当に飲みごたえのあるようなものから「チューチュー」と吸い込

むような飲み方のスタイルになってしまった。 

入れる容器のパッケージが変わったことにより、ライフスタイルが変わっていった。パッケージが

変わったことにより、ストローが必要となった。 

牛乳瓶は毎日、回収され、今で言う「リサイクル」のシステムが確立されていた。それが、上質紙

を使用したテトラパックに代わり、最近の高まる環境の問題提起からスーパーマーケットなどの入口

に回収箱が設けられて回収されるようにはなってきている。回収されたテトラパックは上質紙が使用

されているためにトイレットペーパーへと変身して再利用されている。                           

昔、筆者が学校に通っている頃の弁当箱をつつむものは新聞誌であった。焼き芋でも、八百屋

で野菜を買っても大抵は新聞誌を再利用して包んでいた。新聞誌は環境にも問題とならないパッ

ケージ材料であった。非常に便利なものであった。 

それが、いつのまにかプラスチックの袋になってしまった。丈夫で長持ちをする反面、使用される

時間が余りにも短命なのである。オフィス街では「ほかほか弁当」屋で弁当を購入するとオフィスに

戻れば、その袋はごみ箱へ。             

僅か 5 分間の非常に短命なパッケージ材料なのである。このようなパッケージ材料にプラスチッ

クが使用されているのである。分解もしないプラスチック袋は指導しない限り、量が減らないのでは

思うのである。欧州のスーパーマーケットではリサイクルされたプラスチックを約 30%程度、混入し

た袋が多様されたり、 あるいはプラスチック袋は無暗に出さないようになったりしている。筆者は欧

州に訪問した時にビールを半ダース程、購入したら紙の袋が出された。その紙袋もビール瓶を入



8 

 

れても大丈夫なように大変丈夫に作られているのである。このように欧州での環境を重視した姿勢

は学ぶべき点がある。 

身近なものでのパッケージの変化を紹介したが、実装業界でもパッケージが変わりつつある。半

導体パッケージには無機系のセラミックタイプが信頼性の面で長い間、使用されていた。その後、

有機系のプラスチックパッケージの信頼性の向上とともに多く使用されるようになり、市場ではプラ

スチックタイプのパッケージが中心となってきている。                     

半導体パッケージの高集積化に伴って、端子数が増加し、パッケージの大きさも 40X40mmまで

にもなってきた。半導体パッケージにはシリコーン・チップが中に入っており、このチップを外界の

湿気等の進入を防ぐ意味でカバーとも言われるエポキシ樹脂で封止されている。このエポキシ樹

脂の封止樹脂も日本企業が世界の約 80％を供給するまでになってきた。 

半導体パッケージは挿入型のDIPタイプから表面実装型のQFPタイプとなっていった。それが、

最近は新しいパッケージとしてボール状のバンプで面上に接続するようなパッケージとしてボール

グリッドアレイ(BGA)が出現してきた。更に、 そのパッケージをチップとほぼ同じサイズであるチップ

サイズパッケージ(CSP)が出現し、既にカメラ一体 VTRや携帯電話等に使用されている。 

この分野では日本での応用が進んでおり、米国の方では民生機器に使用されたことにより、大き

な驚きでとらえられた。このようにパッケージのスタイルが変化してきており、だんだんとパッケージ

の材料も薄くなってきているのである。饅頭で喩えるならば「あんこ」(=シリコンのチップ）が大きくな

り、饅頭の「皮」(=封止樹脂）が薄くなってきているのである。将来を見通すと実装方法の変化によ

り、ベアチップ実装となり、樹脂封止が液状樹脂に変化することも予想されている。更には液状樹

脂も不要となることも予想されている。   

昔は、宇宙・軍需用途で開発された半導体パッケージは信頼性が非常に重視されていた。つま

り、十二単の着物を着て重装備されていたのが、民生用途に使用されるにつれビキニからトップレ

スやヌーディストの浜辺へきたようなパッケージスタイルに変化しつつあるのである。大変な時代に

なろうとしているのである。 

 


