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集積回路 ICの発展的形態として最近注目をあつめて
いる LSI（Large Scale Integrated Circuit）は、その性能
価格比、集積度などがいままでの ICに比べて大きく改
善されたものであって、今後とも電子工業に大きなイ
ンパクトを与えるものと考えられる。では LSIとは、
そのインパクトとはいかなるものであろうか。
例を現在すでに LSI化を終わっている電子式卓上計
算機―いわゆる電卓―にとることとする。はじめの頃、
数千の部品を使用していた電卓は、数百個の IC、さら
に現在ではただ 1個の LSIで作られるようになり、総
部品点数も 10個程度にまで減少してきた。これによっ
て小型化、軽量化、少消費電力化（電池駆動）などが
促進されたことはもちろんであるが、画期的な低価格
化によって普及・量産の途がひらかれ、電卓の概念が
変わったことはよく知られている。
このように経済化は LSIのもっとも重要なインパク
トのひとつであるが、一口に経済化といってもこれに
はいくつかの要因があり、LSIの価格性能比自体が IC

よりすぐれている―たとえばメモリ 1ビットが LSI化
でより安く作れる―といった直接の効果とともに、装
置の組立費、実装機材、電源等が LSI化で節減される
という間接効果も大きく貢献している（ここから付加
価値の移動という別のインパクトが生ずるが、それは
ここでは触れないことにしよう）。
しかし、LSIの経済性も万能ではない。現在の製造プ
ロセスを前提とすれば、電卓の例でもみられるように
その経済性が発揮されるためには、ある程度以上の量

産規模が不可欠である。経済性をかえりみず高性能の
みを追求した LSIも考えられないではないが、その場
合でもシステム全体のバランスを無視することは許さ
れない。したがって、LSIあるいは RSI（Right Scale 

Integration：適正規模の集積化）の目標は、システムあ
るいはマーケット（需要）とのからみあいで決まって
くるもので、ここが汎用的な部品との基本的な違いと
言える。
しかし LSIのシステム依存性は、LSIが即システムで

あることを考えればむしろ当然であろう。したがって、
LSI技術もシステムあるいはマーケットの要求と複雑に
交錯し、要求に従ってさまざまに分岐する。ここでは
しかしその細部構造には立入らず、トランジスタ
→ IC→ LSIの流れの共通項―主調低音―を拾いあげる
ことにしよう。

1）集積化の流れ
Integrationという言葉を普通に使うときは、複雑な

機構、組織などが有機的・総合的に組み上げられたも
のといった意味になるらしい。トランジスタから LSI

までの技術の流れはいろいろな意味で Integrationの歴
史である。
トランジスタは 1個の素子であった。ICではトラン

ジスタ等の多数の素子を機能をもった回路に組み上げ
た。このばあい、回路を構成する多くの素子のただ 1
つが不良でも回路は動作しない。実際、初期の ICで素
子の歩留り、したがって回路の歩留りはきわめて悪く、
1つのシリコン板―ウェーハと呼ぶ―のなかの ICの歩
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留りは 10%以下のこともあったとみられる。しかし現
在の技術で同じ機能をもつ ICを作ったとすれば、その
歩留りは軽く 90%を超え 100%に近くなることは確か
である。

ICが歩留りよくできるようになれば、さらに複雑な
回路でも同じようにできよう。これが LSIである。し
かしトランジスタなら 1個、ICで 10 ～ 100個の素子
を組み込んだのにたいして、LSIでは少なくとも 1,000
個以上きわめて多数の素子をチップ――数ミリ角のシ
リコンの小片――のなかに組み込む＊。図 1は ICメモ
リにおけるチップ内ビット数の年次推移で、このばあ
いおよそ毎年 2倍の勢いで増加しており、急速な技術
の進歩を裏書きしている。
といっても、今までシリコン・トランジスタから LSI

に至る間、非常に革新的な技術が発明され導入された
といった事実はない。LSI技術は IC技術の延長のうえ
にのっていて、ただ全プロセスにわたる多くの技術的
改良の積上げが結実して LSIを可能としたものであり、
その意味から LSIは技術の Integrationによって生まれ
たといえるであろう。このなかでもパターンの微細化
技術は LSI製造における key technologyであるが、こ

れについてはあとでやや詳しく述べることにしたい。

2）LSI 製造技術
ここで LSIの製造プロセスを概観しながら、技術の

流れを追ってゆくことにする。トランジスタ・ICのば
あいと同様に、LSIでもそのなかの素子によってMOS

型とバイポーラ型にわけられる。MOSは一般に低速で
あるが製造が簡単、バイポーラはその逆となる。LSIで
現在はMOSが主流であるが、これはMOSの特徴、す
なわち素子が小さく構造が簡単で、多数の素子を小面
積に集積可能、歩留りもよい、といったことが LSIで
きわめて有利に働くためである。
高性能を要求されるばあいは、現在ではバイポーラ

が有利となり、また最近では両者の中間で構造の簡易
さ、素子の小型・少消費電力化、高性能といった諸要
求をある程度同時に満足させるものもでている。MOS

系では DSA―MOS＊＊（Diffusion Self-Aligned）および
C―MOS＊＊＊、バイポーラ系では I2L＊＊＊＊（Integrated 

Injection Logic）などである。このような新しい素子・
回路の開発は、LSI技術の進歩のひとつの鍵である。こ
れらをまとめて表 1および図 2に示した。

MOS型でもバイポーラ型でも、LSIの製造プロセス
はシリコン単結晶にはじまる。これを切断研磨して
ウェーハと呼ばれる薄板をつくる。性能と生産性向上
の一環として、ウェーハの直径は当初の 1インチ程度
から 2 ～ 3インチと大きくなってきた。
次にウェーハに P型、N型などの不純物を導入して

トランジスタ等を形成してゆく。このとき不純物を通
さない被膜を必要な箇所に形成させるために、写真蝕
刻と呼ばれる技法（図 3）をもちいて、原板と同じパター
ンをウェーハ上に焼付ける。写真の密着焼きと同じ手
法である。パターンが細かくなり、一方シリコンの直
径が大きくなるにつれて、乾板とシリコンの密着性、
精密な位置合わせ等に多くの問題が出ており、光学、
精密工学の分野の協力で着実な進歩がなされた。
不純物の導入法として、従来は不純物を表面に付着

させ、熱によって内部に浸透させる熱拡散法が主であ
り、ここにも計算機の導入による精密制御などの進歩
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図 1　MOS メモリ IC の集積度の推移
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があったが、最近は加速されたイオンを直接シリコン
中に打ち込む技術も部分的に使われる。
トランジスタ等の素子が形成されてのち、金属の蒸
着および写真蝕刻によって素子相互間の配線をおこな
い回路が完成する。配線は必要に応じ多層にする。こ
こまでは完全なバッチ・プロセスで、1枚のウェーハ上
に ICなら 1,000個以上、LSIでも数十個が同時に作ら
れる。完成ウェーハの価格は途中のプロセスの難易に
よって決まるが、なかの素子の数と直接の関連はない。
ついでウェーハは個々の LSI、すなわちチップに切断
され、ケースに収容され端子との間の接続を完了して
封じ、その後多くの試験を経て完成する。ここで LSI

のように多くの端子をもつケースの開発、接続の自動
化、試験法の開発など、多くの問題が発生する。とく
に試験については、現在のマイクロ・プロセサ程度の

LSIでもその試験法が確立されていない状況で、今後と
も問題が多い。
しかし LSI製造における最大の問題は、ウェーハか

ら何個の良品チップが得られるかの「歩留り」の向上
である。不良品の出る理由は種々であるが、結晶自体
の欠陥、プロセス中で不可避的に入ってくるキズ、ゴ
ミ等による汚れ等々で、製造環境を極度に清浄化する
こと、工程数を減らし、自動化をすすめ、プロセスを
完全に制御された状態に保つなどの努力が払われてき
た。LSIにおいて、これらの技術はさらに徹底して推進
しなければならない。
それとともに歩留りの改善とコスト低下に直接の効

果のあるのが寸法の微細化である。ICや LSI内部の素
子を小型化すればチップ寸法が節減され、そのチップ
が欠陥にかかる確率が減少し歩留りが向上する。さら
にチップ面積の縮小はウェーハ上に収容されるチップ
数の増加をもたらし、その相乗効果によって良品チッ
プ数を増加させる。特に LSIのように素子数が多くチッ
プが大きくなりがちのばあい、素子寸法の縮小は必須
の技術であるが、それは同時に素子の高性能化と低電
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光　　　源

図 3　写真蝕刻工程
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表 1　LSI の種類

図 2　論理回路の「遅延時間 × 消費電力」の年次推移
（「遅延時間 td ×消費電力 Pc」は論理回路の

「良さ」を表す指標として使われる）
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力化につながり、結果として2重3重の利益をもたらす。
図 4はメモリ ICのビットあたり面積の年次推移を示
したもので、事実 LSIが素子微細化の方向に着実に進
んできたことがわかる。
素子微細化のためには、第 1に微細なパターンを乾
板（あるいは相当品）上に形成し露光する技術と、第 2
にそのパターンどおり正確に半導体を加工（酸化膜形
成や不純物導入など）することが必要である。前者に
ついては別に述べるが、後者の精密加工技術がそれに
伴わないとプロセス全体として完成しない。IC技術者
が規準格子と呼んでいる加工の標準線幅は、現在 5ミ
クロン程度であろう。これをさらに詰めようとする努
力が続けられているが、しかし寸法が lμ前後となると
困難の度合は急に大きくなる。パターンの作成や転写
において光の干渉、回折などによる限界があり、一方
プロセスのうえでは寸法精度の極度の制御、薄くて緻
密な絶縁膜の形成、素子設計の面ではMOS型では短
チャネル効果等々、いずれも基礎的な再検討を要する
問題がでてくる。
以上、製造プロセス寄りに LSI技術を概観したが、

LSIのようなシステム指向型部品において用途に応じた
単位回路・素子・構造などの「設計」技術と「検査」
の技術はきわめて重要になってくる。これには設計自
動化プログラム DAを駆使することとなるが、LSI用の

DAシステムは最終システムから微細な内部構造にいた
るまで相互にリンクし一貫していて、かつ各種の装置
すなわちパターン創成や検査などの自動機械のプログ
ラムをそのなかに包含するものでなければならない。
汎用的な DAを考えると、集積度の増加に伴いプログ
ラムの規模やメモリ必要量は急激に増大するので、汎
用化と専用化の折れ合いが必要となる。

3）微細パターン技術
従来の光学的方法で IC用写真蝕刻のマスクを作成す

るときは、まず 1チップに相当するパターンの数百倍
の大きさの拡大図を画き、これを写真にとってレティ
クルと呼ぶ実寸の数十倍大のパターンを作成（1次縮
尺）、それの第 2次縮尺露光を繰り返して（ステップ・
アンド・レピート）ウェーハ全面をカバーするマスク
を作った。LSIでも同様であり、ただパターンが複雑で
人手でこれを画くことは不可能に近く、前述の設計自
動化の一環をなすプログラムを使い、計算機のディス
プレイと対話しながらパターン原図を作り、磁気テー
プに収録されたパターン情報をパターン発生用光学機
械にかけて自動的にレティクルをつくる。すぐれた光
学系と機械系との結合によって、マスクの精度はいち
じるしく向上した。
一方、紫外線露光方式の前述のような限界を打破す

るものとして、電子ビームあるいは X線が注目されて
きた。電子ビームはこれを非常に細く収束し、任意に
偏向させることができるので、パターン創成用として
期待をもたれている。ビーム源、偏向方式、歪みの修正、
安定度の改善、あるいは位置合わせなど多くの技術的
問題はあるが、有望な応用範囲の広い技術である。そ
れほどの高分解能を要求されない領域では在来の紫外
線露光方式と競合するのも間近いし、一方より微細な
分野で将来に大きな可能性をもっている。特にパター
ン作成時間が（光による方法より）短く、シリコン上
に直接露光できるなどの特徴は、多品種少量生産にも
適している。また IC、LSIのみならず、光 IC、バブル・
メモリ、表面弾性波素子などの製作にきわめて有効な、
あるいは不可欠な手段を提供するものである。

面積（μｍ2）

10,000

1,000

1970　　　 2　　　　　4　　　　　6

図 4　IC メモリ・セル面積の推移
（主として市販製品についてである。

回路改造による面積縮小効果を含んでいる）

http://www.bcm.co.jp/


70 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.6

アーカイブアーカイブ

電子ビームはこのようにパターンの創成に有効であ
るが、一方でき上がったパターンを乾板あるいはシリ
コン上に転写する技術もまた必要である（電子ビーム
で直接露光すれば不要）。ここにも電子ビームが使われ
得る。等倍のパターンを焼付ける一括露光方式と、ビー
ム系による縮尺を利用する縮小露光方式とがある。X線
もまた同じ目的に使われる。密着写真とよく似た等倍
露光方式であるが、マスクとして X線を透過しない金
属材料でできたものが必要となる。
電子ビームも X線方式もそれぞれに適した感光材料
の開発を伴わなければならない。感光度は露光時間に
関連して装置の生産性を決める重要な要因である。
いずれにしても半導体工業のなかにこれらの新技術
が導入されるためには、従来プロセスとの親和性と多
様化するシステム要求への適応性という観点から十分
な検討が必要である。

4）LSI 応用技術
まえがきでも述べたように、LSIの経済性は決して万
能ではない。その長所を活かし欠点を補って使いこな
すために、トランジスタ・ICのばあいとまったく異なっ
た技術が必要とされる。これを応用技術と定義しよう。
一般に LSIは、①量産指向型であり、②デジタル回
路に適している。さらに、③そのコスト・パフォ一マ
ンスの向上は機能の向上によってではなく集積度向上
によってもたらされる。
これらの特徴はシステム設計の当初から十分に考慮
されねばならない。以下、2 ～ 3の例をあげてみよう。
システムの機能を向上させる方法に、構成要素の特
性改善によるものと、複数個のブロックを並列あるい
は直列に使う方法とがある。LSIの経済性を活用できる
のは明らかに後者である。信頼性向上のばあいにも同
じことが言える。
システムの構成法としてはそれを規準化された機能
ブロックに分解すること、個別の機能はソフトウェア
に吸収しハードウェアの汎用化を推進すること、ソフ
トウェアもなるべくハード化を図ってゆくこと等々が
一応の指針となろう。

特に注目されるのはマイクロ・プロセサであり、単
にこれを小形のプロセサと考えるのではなく、システ
ムのなかの機能単位として汎用的に使いこなす技術が
必要である。
以上述べたように LSIを使うシステム設計は、①ブ

ロック単位の機能に着目し、②個別の機能はソフトウェ
アによって実現する方向になろう。逆説的な言い方に
なるが、LSIの出現によってシステム中のソフトウェア
の重要度は一段と大きくなってくる。
一般に部品の製造技術と応用技術はいわば車の両輪

であるが、LSIのようにシステムに近い部品のばあいは
特に両者の緊密な協力・一体化が不可欠である。
なお、ここに述べた LSIの長所あるいは欠点は、今

後の技術の発展によって次第に変わってくるものと予

1.　結晶関係
　歪みや欠陥のない大口径結晶の成長，切断，研磨，
　検査などの技術

3.　パターン創成関係
　複雑微細なパターンを高精度で短時間に創成する技
　術とその転写技術

2.　加工関係
　ミクロン単位の加工を精度，再現性よくおこなう技
　術。不純物拡散，エッチング・イオン打込み，電極
　形成，数百Aの絶縁膜の形成などの技術

。

4.　回路・素子設計関係
　システム要求に応じた機能をもつ回路・素子を作り
　出す設計技術

5.　検査
　LSI の機能・信頼度の検査技術

6.　設計自動化
　前述の技術 3・4・5をリンクし一貫する設計自動
　化技術

7.　LSI 応用技術
　システム機能を整理し，LSI に分解してこれを実現
　する技術

表 2　LSI の技術
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半導体工業の今後、ひいては半導体デバイス研究の
方針を考えるには、半導体集積回路がもっている意義
とその可能性を十分に考える必要がある。
集積回路は部品の超小形化の過程において生まれた。
すなわち、部品を小さく作ってコンパクトに組み立て
る方法は部品 1つ 1つの取扱いが困難となったところ
で限界に達した。この限界を打破するために導入され
たのが、部品の 1つ 1つを扱わなくてよいように一括
して写真技術によって構成していこうとするもので
あった。ここで生まれた集積回路は、最初に宇宙用な
どで必要とし、超小形化の目的でもあった文字通りの

小さい体積、小さい重量ということから離れて、新し
い集積回路としての道を歩み始めたのである。
半導体集積回路の本質は、電子装置の単位を C、R、

トランジスタなどの単位機能でなく、回路を単位とす
ることによって、信頼性、価格、性能の向上を図るも
のである。
すなわち、集積回路においてはその設計、製造、試

験のすべてを通じて回路の機能が単位となる。回路機
能を目標として設計され、製造においては回路をさら
に多数個集めた形で作られ、評価も各回路素子が正し
い特性であるかよりも回路機能としての動作が試験の
重点となるのである。
信頼性、価格、性能の向上に大きい影響を与えたのは、

この内でも製造の基本単位が回路となったことである。

ム指向の時代をむかえた。これを正確に把握して将来
にそなえることが大きな課題である。
また LSI技術といっても独特な技術ではなく、電子

工学はもとより、光学、精密機械、冶金、化学、その
他非常に多くの学問分野や工業分野の技術の結集であ
り、その裾野は広く波及効果も大きい。全体をみてこ
れを有機的に結合することがもう 1つの重要な課題で
あろう。

＊　技術の進歩によって LSI の定義も変わり、ここからが LSI といっ
た明瞭な境界はないが、現状でだいたい 100 回路以上、1,000 素子
以上を組み込んだものを LSI と呼ぶ。

＊＊　2 重拡散によってきわめて短いチャネル長の MOS を実現したも
の、高速 MOS の一種。

＊＊＊　P チャネルと N チャネルの MOS を組み合わせた低電力高速
MOS の一種。

＊＊＊＊　逆方向 NPN トランジスタと横方向 PNP トランジスタを組
み合わせた低電力バイポーラの一種。

想される。多品種少量生産を経済的に可能とする生産
技術、広い範囲の精密抵抗を駆使するアナログ LSI等
も出現するであろう。将来、これらの LSIの時代にな
れば、応用技術もそのかたちをあらためるであろう。

LSI技術を分類し表 2にまとめてみた。しかしこれは
一般的な技術動向を示したにすぎず、個々の LSIはシ
ステムや市場の要求に従ってそれぞれ特有な技術を基
盤にして発展するであろう。

トランジスタに始まった半導体技術は、現在ひとつ
の曲がり角にきている。目標のはっきりしたひとすじ
の途を歩んできた技術が、ここにきて多様化とシステ

おわりに

集積回路の将来
●垂井 康夫／電子技術総合研究所 電子デバイス部 半導体デバイス研究室長

1　集積回路の意義
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このために従来、部品の取付けおよびその配線がいか
に自動化されたばあいであっても、1部品ごとに自動機
械をもって正しい位置にもってこなければならないた
めに、その製作時間の短縮には限界があったが、集積
回路のばあいは、1度の写真技術によって数十万個の部
品の位置決めと配線が同時におこなわれるという多量
生産に関する新しい 1つの形式を提供したのである。

この革命的な方法は、グーテンベルグの印刷技術の
発明にも対比できると考える。印刷技術のばあいは、
それまでの手書きの文書に比べて革命的に量産性のあ
る方法である印刷技術の発明によって文書や本の普及
が急速におこなわれ、これによって文明の進歩は急速
に早められたのである。
集積回路の発明は電子装置の新しい多量生産方法と
して、電子装置の価格、信頼性に大幅な革命的変化を
もたらし、電子装置の普及度を急速に早めていくに違
いない。卓上電子計算機が各家庭にまで入り得る価格
となってきたのは、その手始めというべきであろう。
印刷技術との対比をさらに進めるならば、細かい点
で多くの差異を見出すことができる。その 1つは、印
刷物のばあいその機能は比較的に単純で種類も少ない。

すなわち、だれかが考えたり描いた字や絵を他の多く
の人に伝えるにすぎない。換言するならば、印刷のば
あいはどのように字を組み合わせるかは印刷技術の問
題ではなくて文学などの問題であって、印刷技術にお
いては活字を指定の組合わせにおいて経済的に、きれ
いにうつし出せばよいのである。
集積回路のばあいは、これに対応する部品の組合わ

せ方はまったく任意であって、これは集積回路設計者
の仕事であり、電子装置としてどのような種類の機能
まで実現することができるかについては境界が見通せ
ないくらいで、研究者の独創性に待つところが多いの
である。

当面、工業的に大きい分野として進められているの
は集積回路の大集積化、大規模化である。すなわち IC

の考え方は IC自身にも適用されて、ICをさらに集める
ことによってより大きい効果が発揮されるのである。
このようにして生まれたのが LSI（Large Scale 

Integration）であり、現在まで年率 2倍くらいの率で伸
び続けてきたのである。
そして最近、微細化、高集積化が大きく叫ばれてい

るのは、現在の LSIの精度がフォト・エッチングの限

パ タ ー ン 作 成

光 学 的
パ タ ー ン 作 成

走査形電子ビーム
でパターン作成

ウ
ェ
ー
ハ
上
に
パ
タ
ー
ン
形
成

拡大マス ク

一　括　露　光

直 接 書 込 み④

① 電 子 ビ ー ム で
透 過 投 影

② フォト・カソードで
電子ビーム投影

③ X 線 で
原 寸 投 影

原 寸 マ ス ク

図 1　微細パターン形成法の分類

2　印刷の発明との対比

3　大集積化の方向
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界に近づきつつあることが最大の原因である。すなわ
ち LSIの加工寸法がサブミクロンである光の波長に近
づいてきたのである。一方、超高集積度にたいする要
求は特にメモリの分野においてはなはだしい。集積度
は大きければ大きいほど望ましいのである。
かくして現在、このフォト・エッチングの限界を破る
べく、光にかわって電子ビームあるいは X線による露光
法が開発されているのである。電子ビームを波と考えた
ときの波長は、加速電圧をVとすれば√150/V  A

8

であり、
X線のばあいはたとえばアルミニュームを電子ビームで
照射したときに放出される X線は 8.34A

8

で、いずれも
波長としては十分に短いものである。主要なる問題点
はパターンをいかに形成するかと、いかに位置合わせ
をするかにある。
電子ビームおよび X線を露光する方法として考えら
れる主なる方法を図 1に示す。すなわち露光のための
原図のパターンを作るには光学的な写真技術を用いる
か、走査形電子ビーム装置によってパターンを描いて
ゆく 2つの方法のみであり、これによって作られたパ
ターンをいかにウェーハ上に移すかにおいて各種の方
式が考えられているわけである。今後波長が短く、加
工精度が高く、しかもフォト・エッチングにおける量
産性を保存した技術の研究が大規模に進められ、実現
されていくであろう。
半導体デバイスの専門家としては、この微細加工技
術以外も多くのなすべきことがある。むしろ微細加工
が可能となってからこれを活かす方法も仕事となるの
である。それはフォト・エッチングが導入されてから
現在までに、その加工精度を活かすために開発された
多くの新しい技術によって類推される。たとえばシリ
コン・ゲートによるセルフ・アラインなど微細化する
加工精度を活かし、これにおくれている機械的合わせ
精度をカバーするために開発されたものであった。す
なわち、新しい加工法として予想される電子ビームあ
るいは X線露光においては、フォト・エッチング以上
に位置合わせ技術は困難になると思われ、今まで以上
に多くの特長とともに欠点を有していると考えられる
のである。したがって特長を活かし、欠点を補う新し

い考えが次々と生まれることが予想され、これがデバ
イス屋にとって 1つの興味ある分野となるであろう。
いま 1つの興味は微細化デバイスの特性と、満足な

特性を保っているための微細化の限界、さらにはその
限界を打ち破る新しい考えにあると思われる。一例と
して、MOSトランジスタを微細化するばあいを考えよ
う。このばあい、寸法を 1/kに縮小するとき、電圧を
1/k、不純物分布を k倍とすることによってほぼ特性を
相似して縮小することができる。このスケーリングは
first orderとしては成り立つが、その微細化を進めたば
あいの限界は別の現象によって制限されることとなる。
たとえば、不純物濃度が大きくなるために、基板バイア
スによる閾値電圧 Vthの依存性が大きくなること、ドレ
イン・キャパシタンスが大きくなることなどである。
このような問題の解決の一例としてソースの周辺の

みのベース不純物濃度を増加した DSA-MOSトランジ
スタを用いた IC1）では、基板の不純物濃度は十分に小
さくしたまま微細化が可能であり、上記のような欠点
が少ない。微細化ではソース～ドレイン間の距離が短
くなった時に閾値電圧が変らないことが必要であるが、
図 22）に示されるように DSAトランジスタはその変化
が一番小さいのである。この例に示されるように新し
い微細化デバイスと微細化デバイスの特性も1つのテー
マとなる。

集積回路の将来は、現在の ICが大規模となり高性能
となるのみとは考えられない。すなわち、集積回路の
もっている信頼性、価格、性能の向上の利点は、すべ
ての電子デバイス、および他のデバイスにとっても望
ましいことであって、これらの新しいデバイスあるい
は装置のもっている機能がすべて今後集積回路として
実現すべき機能の目標となる。さらには、今までなかっ
た機能が集積回路の考え方によって生みだされていく
ものも多いと考えられるのである。われわれは ICが
LSI化され、LSIがさらに集積されていくことも含めて
これらの発展を IC概念の普遍化と呼んでいる。以下に

4　IC 概念の普遍化
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そのいくつかの方向について述べる。

集積回路に適した機能を実現しようとする方向の一
例として、電荷転送デバイスの名で総称されている
CCD（Charge Coupled Device）、BB（Bucket Brigade）
などのデバイスがある。

CCDは半導体結晶内に注入した少数キャリヤの一群
を、結晶表面に並べられたMOSキャパシタンスに順次
電圧を印加することによって、順次結晶内を移動して
いくものである。一方、BBは同様の電荷転送を多数キャ
リヤについておこなうものということができる。これ
らの電荷転送デバイスは、転送のためには隣接箇所が
近いということが望ましく、これが実現できる集積回
路の利点を十分に活かし、さらに同一結晶内にあるこ
とによる可能なる省略を十分におこなったものである
ということができる。
従来の集積回路にできなかった機能を取り入れよう
として進められている 1つの例は、不揮発性メモリで
ある。不揮発性というのは、電源が切れても記憶内容
を保存しているという機能である。コアなどの磁気メ
モリはこの性質をもっているが、不揮発性の特性をも
つためには、回路的でなく物性的なヒステリシス現象

を必要としている。すなわち、外部からの入力にたいし
て出力が 2値以上の関数であることを必要としている。
半導体単結晶でヒステリシス現象を得ることは通常

困難であり、現在の研究は半導体結晶に接する絶縁膜
内での電荷蓄積を使う方向に進められている。たとえ
ば、図 3（a）に示すようにポテンシャルの谷間があって、
この谷間に電子をなんらかの方法でエネルギーを上げ
て入れると、その電荷は電源が切れても保持されるの
である。図 3（a）の構造は SiO2などの絶縁物内に導体
をうめることで実現され、高いエネルギーを得るため
には pn接合を逆バイアスすることによって得られる。
このときのポテンシャル図を図 3（b）に示す。われわ
れはさらに新しい考えを導入し、電子によって書き込
まれた情報を正孔の注入によって電気的に消せること
を示した 3）。一番わかりやすい形式の例を図 4に示す。
この図で、電子は右側の p+n接合を逆バイアスして雪
崩降伏することによって、SiO2を越えて浮遊ゲートヘ
と注入される。同様にして、正孔は真中の n+p接合を
逆バイアスして雪崩降伏することによって、正孔が注
入されて電子を打ち消すことができるのである。
たいへん興味深いのは、上に述べた実験は正孔の存

在を証明する 1つの実験にもなっている点である。す
なわち、雪崩を起こして高エネルギー電荷ができるの
は半導体内であって、SiO2に囲まれた浮遊ゲートでは

閾
値
電
圧
　
V t
h (
VO
LT
S)

1.0

ソース・ドレイン距離 LA(μ)

DSA MOST tox=1000 オングストローム　VDS=5V
N MOST tox=1000 オングストローム　VDS=5V (VSUB=-1.9V)
N MOST tox=350 オングストローム　VDS=4V
       （表面均一ドープのDennard 等による）

0.5

0 5　　　　　　　　10　　　　　　　　15　　　　　　　　20

図 2　ソース・ドレイン距離 LA' の縮小に伴う閾値電圧 Vth の変化

5　新しい機能の実現
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高エネルギー電荷はできないから、このばあい電子が
浮遊ゲートから出てきたのではなくて、正孔がまさし
く半導体側から注入されているのである。

この不揮発性メモリの例からも理解されるように、
今後さらに半導体表面の研究が重要になると思われる。
なぜならば、新しい機能を集積回路に持ち込むばあい、
半導体にその機能がない時は、他物質の働きをかりる
必要があり、その他物質とのインタフェースが半導体
表面であるからであり、さらには特に電気以外の入出
力情報を扱うばあい、半導体表面がその入口 /出口と
なるからである。
半導体表面の研究は歴史的にも重要な意義を持って
いる。接点形トランジスタの発明から集積回路までの
技術的発展は、半導体表面を人類がいかに制御したか
の歴史であるとさえいえるが、今後の新しい現象や新
しい機能は半導体表面あるいは他物質との界面から多
数生まれる可能性が多いのである。

情報処理は、その処理情報量をますます多くするこ
とを要求されている。このため、信号の周波数もさら

に高い周波数へと向かっている。その前途として考え
られている分野がマイクロ波と光の分野である。両者
ともに集積回路のように小さい固体内でその伝送およ
び処理がおこなわれるならば、その利点は大きいと見
られているのである。
この光による集積回路は、インテグレーテッド・オ

プティックスの名で最近急速に基礎的な研究がスター
トしている。すでに基板上の薄膜を形成し、薄膜材料
の屈折率が基板よりも小さいばあい、光が薄膜内にと
じこめられることを利用して薄膜光導波路、方向性結
合器、共振器などの受動素子の基礎研究は多くおこな
われており、これらと組み合わせて働き得る能動素子
の開発とともに、大きい新しい研究と工業分野が開か
れていくものと考えられる。

“IC概念の普遍化”の他の 1つの分野は、他のデバイ
スヘの集積回路の考え方の導入である。光 ICが本格化
するためには光の能動素子であるレーザがモノリシッ
クの形で製作できることが必要であり、われわれは現
在半導体レーザヘのモノリシック手法の適用を進めて
いる。すなわち、結晶の劈開によるレーザの製作はま
さしくデスクリート部品の製法であって、量産性には
きわめて乏しいものである。
われわれはこれを集積回路と同様にフォト・マスク

電子

励起による
電子の注入

Si

Si
SiO2

Si(G1)
SiO2

Metal
(G2)(a) (b)

p+

G2

S

G1

n+ p+D

n

p 正孔 電子

図 3　不揮発性メモリの原理図

図 4　電子と正孔の注入により電気的言換えをおこなう
不揮発性メモリのプロトタイプの説明

6　半導体表面研究の重要性

7　マイクロ波、光集積回路

8　半導体レーザヘの応用
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半導体大規模集積回路（LSI）技術の最近の発展はい

ちじるしく、コンピュータの進歩とともに、今後とも
一層の飛躍が期待される。このような LSI技術の進歩
は単にコンピュータの分野にとどまらず、電気通信分
野を含めその影響は広範囲にわたることが予想される。

を用いた化学エッチングによって劈開と等価な反射面
を得るべく実験を進め、すでにレーザ発振に成功して
いる 4）。図 5はこのようにして作られたレーザであり、
今後モノリシック光 ICへの開発を進める予定である。

以上述べたように、集積回路の利点はあらゆる装置
にとって望ましいことであり、多くの装置および機能
を実現するニーズは多くの研究テーマを提供している。
これらの研究を進める参考として、従来の独創的な

ICの例で考えると、そのほとんどはデスクリート部品
によっても従来発表されたことのないまったく新しい
回路であるということである。なぜいままで考えられ
なかったか ?　その根本的理由はデスクリート部品によ

る回路設計と、機能を考える集積回路の設計は発想に
おいての自由度の違いがあるのではないかと考えてい
る。すなわち経済性、デスクリート部品における端子
おくれの評価、立体構成に関する認識、集積回路にお
ける製作技術の制限と利点、これらの違いの総合がそ
の理由であると考える。そのうちでも製作技術に関す
るものが特に重要である。なぜなら集積回路は同一固
体内に複雑な機能を含めるために製作技術への要求も
過大となりがちであるが、その要求を満たしたときの
効果も大きいからである。
したがって、新しい機能の集積回路の研究において

はデスクリート部品ではなく、集積回路の利点と制限
を十分に体得した人間の独創力が飛躍的なアイデアを
出し得るものであり、そこに集積回路研究の理由と価
値があると考えている。
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写真 1　モノリシック手法で製作された半導体 DH レーザ
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LSIの通信・情報機器分野への応用と期待

LSI技術が発展したばあい、とくに通信・情報機器分
野でどのような応用や効果が期待されるかを技術面か
ら定性的に概観してみよう。

個々の技術的な問題を考察する前に、LSIの特徴が与
える装置、方式技術面への影響という目からマクロに
若千考察してみる。
電子回路は大別して、アナログ信号を扱う回路とデ
ジタル信号を扱う回路に分けられる。一般的に、アナ
ログ回路はインダクタンスや容量などを組み合わせた
ものが多く、トランジスタも高電力のものが必要とさ
れる。また、高精度の特性が要求される。このような
要因から従来一般的に LSI化には不向きとされており、
用途に応じて専用的に作られる傾向にある。つまり、“最
近発展のいちじるしい LSI”という言葉で代弁されるの
は、デジタル用が主体である。すなわち、LSI化の進展
はデジタル技術の増大・発展につながり、LSI化により
デジタルの特徴もあわせ持つことになる。そして、こ
のような LSI技術を共通ベースとして変換・伝送など
の各技術分野が発展すると、その技術の親和性より互
いに統合化を指向するようになる。
部品としては、LSI化により従来の ICより一段と小形
化、高速化、高信頼化、経済化されるものと期待される。
デジタル装置は、論理装置とメモリとに大別される
が、これらを比較したばあい論理装置は適用するシス

テムの仕様からメモリに比べ専用化の傾向が強く、そ
の回路も複雑である。このため、メモリのほうが LSI

向きで、その効果をより多く期待し得る背景を内蔵し
ている。つまり、メモリの使用量が多く価格が高いた
めに、その技術的実現性が困難視されてきた分野に希
望を抱かせることになろう。論理回路は上記のような
難点はあるが、電卓にみられるように、比較的論理も
単純で需要の多い小形コンピュータの分野では LSI化
の進展は早く、次第にその他の分野にも波及してゆく
ことと思われる。
さらに上記のような特徴を有する LSIを使用するこ

とによって、図 1に傾向を示すように装置やシステム
の性能 /コスト比が向上し、建設、保守、運用面でも
向上が期待される。このばあい、LSI化した装置やそれ
らの装置で通信網を構成するときは、LSI間や装置間を
コネクタを介して布線やケーブルで接続することが必
要となる。また、情報処理や制御のためには所要機能
を実現するプログラムの作成が必要となる。布線やケー
ブルの技術進歩の割合は、LSIほど急激ではない。また
プログラムの作成工数も桁違いに改善する方策は今の
ところ期待しにくい。
つまり、1つのシステムを構成する各技術進歩の割合

が異なるために、システム構成方法に変化をもたらす。
たとえば、電子回路の価格が安くなり、接続の信頼性
よりも信頼性が高ければ n本の布線を並列に接続する
より、LSIにより n多重して 1本の線を使用するように
なろう。さらに、このような多重処理にマイクロ・プ

LSI 化による高信頼化
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図 1　電子装置の現状からみた LSI 化への期待
—DEX-21 電子交換機構成のばあい＊（＊ IC 以外は不変とした）—研究実用化報告 Vol.20, No.3

1　LSI の特徴とその影響
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ロセサの利用も考えられてくる。ここまでくると今ま
での機能に新しい能力が付与されたことになり、シス
テムの他の制御装置との間で機能の再配分の問題を提
起しよう。
このように、LSIと布線やケーブルとのトレード・オフ、

LSIとプログラムとのトレード・オフなどの種々のトレー
ド・オフや、処理機能の集中・分散などを惹起する。
これまで、デジタル LSI中心に述べてきたが、電話
で音と電気の変換がいるように通信・情報機器技術は
デジタル技術だけでカバーすることはできない。した
がって、デジタル LSIの進展に応じたアナログ LSIの
進歩がなければ、システムのバランスが崩れ、所要の
性能が確保困難となる。デジタル LSIの製造技術をと
り入れ、アナログ LSIも格段の進歩を遂げることが期
待される。
以下に各技術分野別に LSIの応用と期待を考察する。

1）電話交換
交換技術は、周知のように手動変換からステップ・
バイ・ステップ交換機、クロスバ交換機を経て D形電
子交換機へ発展してきた。D形交換機は、制御部は電
子化されているが通話路は小形のクロスバ・スイッチ
である。
交換機の通話路は、大別するとクロスバのような空
間分割形電磁スイッチ（SDM）、サイリスタのような電
流形二安定スイッチを用いた空間分割形電子スイッチ
（SDE）、時分割形電子スイッチ（TDE）にわかれる。
SDMはもちろん SDEもデジタル LSIのインパクトは
TDEに比較すると直接的な影響は少ない。

TDEは、音声をデジタル信号に変換してから電子ス
イッチの高速性を利用して、デジタル信号のまま時分
割的に多重交換するものであり、スイッチにはゲート
回路とメモリが一般に用いられている（図 2参照）。
加入者線交換機あるいは中継線交換機など、どの範
囲から TDEが可能かと言う点は今後の検討によるが、
LSIの登場により通話路の TDE化が促進される。その

架延長は、D形交換機に比べ桁違いに小さくなり、複
雑な局内ケーブルも信号の時分割多重伝送のため大幅
に削減される。また、LSI化、TDE化のため通話路の
呼損率を経済的に下げることが可能になるとともに、
通話路の制御やトランクなどの各種信号の制御も容易
となることが期待される。
制御系はもともとデジタル信号を扱うものであるか

ら、LSIの応用分野は大きく、装置の小形化、高性能化、
メモリを含めた一層の経済化が期待される（図 3参照）。
また、ミニコンの LSI化により、従来経済的に困難であっ
た小局用交換機の蓄積プログラム制御の可能性が強ま
る。かくして、高性能の制御装置によって複数交換機
を制御するか、個々の交換機に制御装置を設け制御す
るか、あるいは両者の中間の制御方式とするかなどと
いう交換制御系の集中・分散の問題が、通話路の TDE

化をふまえて論議を呼ぼう。

2）データ交換

2　交換技術

(a) 空間分割形通話路 (D10形 )

小型
　クロスバ 小型

　クロスバ

PCM
端 局 PCM回線

TRK
音声回線

スイッチ駆動回路

中央制御装置より

(b) 時分割形通話路中央制御装置より

PCM回線

音声回線
TRK

ハイウェイ
　スイッチ
　（ゲート）

PCM
端 局

チャンネル
　　シフト
　スイッチ
　（メモリ）

ハイウェイ
スイッチ
（ゲート）
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保 持 メ モ リ

使用部品と時分割形
通話路の小形化傾向(c) IC(SSI) 化

高速化
MSI 化
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図 2　時分割形通話路と小形化
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データ変換は、回線交換と蓄積変換に分けられる。
回線変換は、電話交換と同様に端末機と計算機などの
間に要求に応じてデータ通信路を設定する方式である。
一方蓄積交換は、1度交換機に端末からの信号を蓄積し、
伝送路の空きをみて相手交換機などに信号を転送する
もので、パケット交換はその一種である（図 4参照）。
いずれにしても、データ交換では扱う信号がデジタル
であるため LSIの利用分野は大きい。とくに、パケッ
ト交換のような蓄積変換では、信号を 1度蓄積するた
め多くのメモリを必要とするが、中継伝送路の有効利
用が可能である。一方、後述のように中継伝送路の LSI

による改善の期待は少ないので、伝送路とのトレード・
オフで LSI化の効果は回線交換より大きい。
　

伝送技術は、より経済的に良好な伝送品質を確保す

るため、広帯域化・大容量化を指向して発展してきた。
このため、これに使用する半導体素子は超高速、高信頼、
小形、高電力のものが使用されている。伝送方式には
アナログ方式とデジタル方式とがあるが、中継器では
アナログ、デジタルを問わずアナログ回路の割合が大
きく、中継器あたりのトランジスタの数も少ない。こ
のため LSIの応用は困難と思われる。しかし、間接的
に高性能の個別半導体部品の製造という部品技術面で
LSI技術が寄与しよう。
現用の端局装置では、メモリの適用領域は少ないが、

論理 LSIの符号器や多重化装置への適用が考えられ、
装置は大幅に小形化されよう。
以上は現状方式にたいする LSI適用を述べたもので

あるが、LSI化により高速で安価な論理回路やメモリが
入手可能となればデジタル・フィルタ技術の適用の可
能性も生まれてくる。また、時々刻々の伝送路の状態

を抽出しそれに適合させる処理を
各中継器に組み込み、伝送容量を
増大させる高安定で調整容易な波
形自動等化器の実現とか、音声波
形をそのまま従来のように伝送す
るのではなく、音声をデジタル処
理し、その特徴パラメータを実時
間的に抽出・伝送することにより

コア・メモリ
1架1装置
約100万ビット

LSIメモリ（4Kビット /チップMOS LSI）
1架8装置
約800万ビット

架間接続回路など

メモリ部

電源部

架回路部

図 3　電子交換用メモリの LSI 化
（電電技術ニュース 1975, 11.5）
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伝送路の容量を増大する技術など、広汎な分野に可能
性を与える。
図 5は研究中のパコール形（PARCOR：Partial Auto-

Correlation）音声合成・分析の概念的なブロック・ダ
イヤを参考のため示したもので、PCMの数分の 1以下
の帯域圧縮の可能性が確認されている。

コンピュータの分野は、LSIの発展の原動力をなして
きた。その応用という面では本体装置全般にわたる。
このことはよく言われているので、ここでは簡単に触
れることにする。
ハードウェアの進歩にたいし、応用分野の拡大とと
もにソフトウェアの作成規模・工数は増加の一途をた
どっている。この結果システムにおけるハードウェア
とソフトウェアのバランスが崩れ、ソフトウェアのウェ
イトの増大が予想されている（図 6参照）。ソフトウェ
アの生産性向上は、情報処理発展のための大きな要因
の 1つであり、このためこの作成工数削減への努力は、
プログラム技術としても続けられているが、LSI技術を
利用することによってハードウェア的には多少不経済
になってもこの隘路を改善する技術が報ぜられている。
高水準言語をコンパイラの中で中間言語にし、それを
ファームウェア化する技術とか、主メモリとか外部メ
モリとかデータ等の蓄積位置を気にしないでプログラ
ムが作れる 1レベル・ストア方式などがそれである。

今後、LSIの進展とともに、このような技術の拡大が期
待される。他方、既存のソフトウェア資産を有効に利用
するため、データ通信網技術の開発が望まれている。種々
の端末やコンピュータを通信網に容易に収容可能とする
通信制御処理装置の経済化にも LSIの寄与は大きい。

電話機の音声変換部分への LSIの適用の可能性は今
のところ少ないと考えられるが、マイクロ・プロセサ
のような制御機能を安価に付加できるようになるため、
不在時にかけてきた相手加入者番号を記憶するとか、
プリセット・ダイヤルなどのようなサービスの多様化
に寄与することが考えられる。
プリンタなどの端末機器では、図 7に示すように高

信頼化・経済化を狙いとして電子化が進んできている。
これらの部分で使用する半導体素子は低価格が要求さ
れるが、速度は遅くてもよい。このためマイクロ・プ
ロセサなど LSIの利用によって価格の低減が期待され
る。このような制御機能をもった回路が端末機に組み
込まれ、いわゆるインテリジェント化されることによっ
て、従来の“端末機はコンピュータの入出力装置”と
いう概念から、“端末機がコンピュータを持つ”という
概念に変わってくる。これに伴い、そのコンピュータ
のプログラムを変更することによって、オフラインで
もオンラインでも、さらには制御機能の再配分を伴う
センタのコンピュータや通信網と機能を分担して使う
ことも可能となり、サービスの多様化に寄与しよう。
また、わが国特有の問題である漢字処理、あるいは

図形処理の分野では、多くのメモリや論理回路が必要
とされる。たとえば“カナ”から漢字への変換を考え
てみても、“カナ”文章を機械に読み込んだとして、変
換のためには漢学部分の識別と対応漢字の選択などを
しなければならない。このため、単語の区切りや構文
上の意味とか、さらには文章のもつ意味情報の助けも
必要となる。そのうえ、漢字には同音異字が多く、漢
字の種類も複雑などの事情がある。
このような判断・選択を機械が部分的におこなう時
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図 6　ハードウェアとソフトウェアの価格比傾向

4　情報処理関係
5　端末機器
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でも、多くの情報の蓄積・処理を経済的に、早く、間
違いなくおこなわなければならない。LSI化によってコ
ンピュータの低価格化・高性能化が図られれば、この
ような処理も端末で可能となり、回線の有効利用やサー
ビスの高度化・多様化が期待される。

一般に画像通信は音声通信に比べると冗長度が多く、
送られる画素信号の数の割には伝達される情報量が少
ない。このため伝送価格がかさみ、画像通信サービス

発展の制約要因の 1つとなっている。
LSI技術を利用することによって、こ
の冗長度を削減する帯域圧縮が容易と
なれば、処理機能による伝送価格の削
減というトレード・オフが現実的なも
のとなる。
図 8は、画像信号用に研究中のフ
レーム間差分符号化方式の説明図で、
前の画面と次の画面の差分を送るよう
にした方式である。このように画面全
体でなく、前の画面との差分だけを送
ることによって約 1桁伝送帯域を圧
縮することが可能となる。しかし、こ

のような差分を得るためには少なくとも前の画面を蓄
積する約 160万ビット（4MHz信号用）のメモリが必
要となる。一般に圧縮率は、相関をとる範囲を多くす
ればするほど、つまりメモリを多く使えば使うほど容
易に向上できる傾向があるので、LSIへの期待は大きい。
このように、画面の情報を送るという分野では、LSI

技術が有効である。図 9はファクシミリ用の送信固体
センサの例である。この例からも、従来に比し構造の
簡単化・単純化が容易に知られよう。その他撮像素子
固体化への LSI技術の波及効果も期待される。
以上のように、画像通信では端末での処理が容易とな
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図 8　フレーム間差分符号化方式
（通研月報 Vol,28 No.10）

6　画像通信
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り、帯域圧縮など伝送路の有効利用が促進され、サービ
スの普及を促すことにLSI技術が役立つものと思われる。

通信網は、人間のための距離を超越した通信手段で
あり、全国的な拡がりを持った社会活動の資本である。
このため、多種類の情報に経済的に対応できるととも
に、高信頼性と発展にたいする融通性が必要である。
通信網の現状はアナログ通信が主体であるが、デー
タ通信や画像通信など今後は情報の多様化が予想され
る。一般的にデジタル信号のほうがアナログ信号に比
べ信号の処理が容易であり、帯域圧縮で述べたような
網の有効利用の可能性が大きい。このため、LSIの適用
によりデジタル化の傾向は加速されるものと思われる。
現在サービス中の電話網についてみると、変換機通
話路のデジタル化が進展するとともに、デジタル伝送
路と一体化したデジタル統合範囲が、次第に拡大する
ことが予想される。
一方、現在の変換機制御は局内に限られており、相
手交換局間の通話路の設定・開放は個々の通話回線を
介して信号の授受をおこなっている。これにたいし電
子変換機では、中央制御装置間にデータ・リンクを設け、
個々の回線の信号授受をそのデータ・リンクで共通的

におこなう共通線信号方式が容易である。
これは一種の計算機間通信であり、LSI技術の進展と

ともに処理装置、メモリの経済化により、網内の広範
囲の状態を相手局と通信し蓄積し、局内だけでなく他
局の様子を常時把握して制御する可能性がでてくる。
このような回線制御方法が導入されれば、接続時間の
短縮、異常呼にたいする規制、ルート変更など網の弾
力的運用に効果が期待される。

以上、可能性を含め通信・情報機器の各分野ヘの LSI

の応用とその効果について概観してきた。これらをま
とめ、現在の電話網に例をとり LSIの適用域をマクロ
的に図示したのが図 10である。図で斜線を施した部分
が LSI化の効果の大きい領域である。つまり端末機器、
変換機、伝送端局系とその応用分野は広範囲にわたる。
これまでの説明は定性的なものであるが、さりとて

個々のケースについて、どんな仕様の LSIを応用する
か数量的に逐一ここで説明するのは困難である。そこ
で、現状の LSI技術との対比において、要求される LSI

の仕様傾向を若干述べる。一般的に LSIが進歩すれば、
それに合わせて方式の形態も変わる。しかし、話を簡
単にするために現状システムをベースとして、集積度

(a) 2,000 ビット・モノリシック LSI センサ

(b) ファクシミリ送信機の構成方法

光源
原稿

レンズ

センサ

LSI 方式 従来の光学的接続方式

光源

原稿

レンズ

センサ

図 8　ファクシミリ・センサ
（電子通信学会画像工学研究会資料 昭和 50 年 11 月 , 通研月報 Vol,28 No.10）

7　通信網

むすび
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とゲートあたりの伝播遅延時間について要求される論
理 LSIをプロットしたものが図 11である。この図から、
現状の集積回路技術では十分でないこと、現状技術の
包絡線を集積度で 10倍から 100倍改善しなければ要
求を満し得ないことがわかる。
一方、過去 1970年代における集積度の伸び率は論理、
メモリとも年間約 1.5 ～ 2倍と言われている。今後も
同一伸び率が続くものとすれば、年率 1.5倍としても 5
～ 6年で 10倍の高集積化なら手が届くことになる。つ
まり遠い将来の夢の話ではなく、現実の問題としてと
らえる時期にきている。
機能面からの LSIの応用領域は図 10に示すとおり、
制御、処理機能に関連した部分である。LSIの応用によ
り、端末領域では制御、処理機能の付加が容易化し、
交換制御系は経済化され機能の向上が図られる。この

ような通信網内の制御、処理機能の増加によって、通
信網として構成の柔軟性、機能の融通性、信頼性の向
上が期待される。
一方、“人間と通信網”という目で相互の機能配分（マ

ン・マシン・インタフェース）を見ると、現在は電話
に代表されるように認識、処理、制御などの機能のほ
とんどの部分が人間負担となっている偏在マン・マシ
ン・インタフェース状態にある。この状態も漢字処理
の LSI応用による容易化の例からわかるように、これ
まで人間がおこなってきた機能を一部通信網に配分す
るというトレード・オフにより、マン・マシン・イン
タフェースの調和が指向される。
すなわち、LSIの通信・情報機器技術に与えるインパ

クトは大で、将来の社会活動に適応した通信網の形成
にきわめて大きな寄与をなすものと期待される。
最後に、このような LSIの特徴を十分発揮させるた

めの留意点に一言触れたい。それは、LSIが部品として
材料から装置あるいは方式までを含む総合化技術であ
り、システムに直結することである。このことは、材料、
部品、装置、システムという階層構成を押し上げるこ
とにもなるが、それは別としても LSIを作り、使いこ
なすためには、従来にない広範囲の人々の協力とその
技術の結集が必須である。
なお、参考図として図 12に半導体技術と通信・情報

機器技術の流れを示した。図は、半導体技術と通信・
情報機器技術との間の技術の流れに着目して傾向を描
いたものである。材料、素子関連は特許、論文をベー
スとしたものであり、通信・情報関係はサービス・イ
ンあるいは市販時期を目安としたものである。なお、
図中の各機種名は、説明のため参考までに記入したも
のである。また、個別素子、集積回路などの各境界を
線で便宜上表示しているが、実際には各分野が重なり、
このように単純に線で分けることはできないこともお
含みいただきたい。
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