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インターチップ株式会社

世界シェア８割！
水晶発振器用ＩＣで
時代を拓く

研究開発者賞

受賞

の情報を処理する場合、極力電力を消

の技術を持つ会社がインターチップだ。

用ＩＣである。このＩＣで世界最先端

路を組み込んだチップが、水晶発振器

いるＶＣＸＯは約８割を占めると推測

が、携帯電話の基地局などに使われて

ＳＰＸＯの世界シェアは２割程度だ

がけており、現在、好調に売れている

タセンター用の水晶発振器用ＩＣも手

が求められる。インターチップはデー

費せず、ノイズの少ない高品質の信号

水晶ほど現代社会を支えている物質

周波数を調整できるＶＣＸＯ（電圧制

神谷昌明社長

という。

り出す、いわば電子機器の心臓部であ
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される。競合は日本では３社、世界中

御水晶発振器）である。

主な事業内容：半導体集積回路の開発設計・製造販売
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同社の神谷昌明社長（ 歳）はこう語

る。この水晶振動子を制御する発振回
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はない。あらゆる電子機器には水晶の
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確に繰り返すので、その周波数を基準

水晶は電圧を加えると一定の振動を正

特性を利用した振動子が使われている。

一番すぐれているでしょう。そうでな

ないなど、スペックでは当社の製品が

「競合の中でも消費電力やノイズが少

る。

していたが、 年程前から海外からの

かつては売上比率で国内が８割に達

社がメインの取引先となっている。

器メーカーのうち、ベスト５を含む

でも７社で、世界に 社ある水晶発振

対応しなければなりません。当社はク

で、何か問題が生じたときにはすぐに

「電子機器では﹃システムが動かなく

割して基地局と通信しており、正確に

水晶発振器であるＳＰＸＯ（パッケー

同社の主力製品は、最もシンプルな

いていてほしい﹄といわれるほどなの

レームやトラブルにはスピーディーか

ルについても相談されるほど取引先の

ており、そのため他社のＩＣのトラブ

注文増加に伴って、現在では国内と海

データセンターのように高速で大量

中国が大半を占めている。

つ丁寧に対応することをモットーとし

20

40

外で半々の割合となり、海外は台湾、

10

なっても水晶発振器だけは最後まで動

として電子回路やデータの転送に利用

いと、こんな小さな企業は生き残れま

その周波数を維持できるのも水晶振動

ジ水晶発振器）と、電圧によって出力

せんよ（笑）
」

子があるからだ。情報という血液を送

例えば携帯電話も周波数を細かく分

している。
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シャープペンシルの芯との比較

オフィスには実験室が１つだけ。神谷社長の方針で、極力社員を増

やさず、少数精鋭で開発・設計に特化したファブレス企業として経

営している。主力製品の水晶発振器は、0.7ミリ角の極小の電子回

路（左下写真、提供：インターチップ）
。スマートフォンや電気自

動車など、現代の生活を支える多くの製品に使われている。

信を持って語る。

信頼を得ています」と、神谷社長は自

の工夫によって商品の差別化を行い、

プロセスにならざるを得ず、回路設計

度の微小な部品であり、その回路はア

路をどう設計するかが肝心です。設計

「お客様が求めるスペックを満たす回

結果として技術力が蓄積された。

ナログだ。アナログであるために回路

と評価は私を含めて６人でやっていま

水晶発振器はわずか０・７ミリ角程

設計の技術によって性能は大きく変わ

検査機器は本社に完備しており、マ

す」と神谷社長。

強みを持っている。そもそも社名の由

イナス 度からプラス１５０度まで温

る。インターチップはこの回路設計に

来もアナログとデジタルの世界を結ぶ

チップを作るという意味を込めて「イ

の高温槽に３カ月さらしてＩＣの耐久

度を変えながら検査したり、１２５度

性を確認したりする検査もある。中に

は過酷な環境で使われるＩＣもあるの

で、こうした負荷テストは欠かせない。

また、小型のクリーンルームもあり、

みを行い、ＩＣ全体のレイアウト設計

同社は水晶発振器回路の開発設計の

認し、それが有機物か無機物のゴミか

によって異物などを原子レベルまで確

らクレームがあったときは電子顕微鏡

ウエハの抜き取り検査を行う。顧客か

やシリコンウエハの製造、チップ加工、

分析するという。

こうした姿勢が、取引先の高い評価

を得ている理由だ。

一方ファブレスであるため、委託先

設計・検査に特化しているため従業員

ウトソーシングしている。
回路の開発・

ろか、経理や人事も会計事務所等にア

すが、日本の半導体製造が縮小される

内の半導体製造会社にお願いしていま

「現在、ウエハ製造の主たる部分は国

かった。

を巡るトラブルを避けることはできな

が 名ほどの規模ながら継続的な新製

工場を持たないファブレス経営どこ

終検査を行って、出荷している。

チップでもウエハの検査や完成品の最

ーカーに外部委託している。インター

検査などの工程を、すべて国内外のメ

製造・経理・人事は
外部にアウトソーシング。
開発と設計に特化

ンターチップ」と名付けた。

40

費も、人件費を含めて１億円ほど投資

品の開発を可能にしている。研究開発

れている。今では台湾の半導体製造フ

りつつあり、他社への生産移管に追わ

中で、同社のキャパシティも小さくな

ァウンドリー３社にも生産委託をして

している。

製造工程は外部に委託するため標準
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います。パートナー探しには絶えず苦
労してきました」と神谷社長は語る。
かつては三洋電機（当時）に委託し
ていたが、２００４年の新潟県中越地
震によって生産がストップ。その時、
既に他社に委託を始めていたため、急
遽、全面移管し命拾いをした。
また、新製品の量産が始まろうとし
ていた矢先、２００８年にリーマンシ
ョックが起き、別の委託工場が急に閉
鎖となった。急いで設計をやり直して

半導体開発部長に
昇進するも
管理が嫌いで独立
神谷社長は１９４７年生まれだ。

入社２年後、 歳の時にコンピュー

デバイス開発の方が遥かに経験が長い。

イス開発に従事した。水晶発振器より

メモリーの開発を担当。その後はデバ

ＩＣ回路などに携わった後、不揮発性

ル）に入社し、時計用の水晶発振器用

年に第二精工舎（現セイコーインスツ

72

スのパロアルト研究所に移籍していた

得した。帰国時に指導教官がゼロック

ロン大学に留学し、工学部博士号を取

しろと。それなら、いっそのこと自分

バイスを使って回路設計の工夫で解決

です。デバイス屋からすれば、標準デ

バイスの変更で解決を図ろうとするの

残念ながらこのうち２人とはすぐに袂

気持ちでスタートした。

とをやって人生を送りたいという軽い

めをしてきたのでこれからは好きなこ

創業メンバーは全員同じ会社のＯＢ。

ことから、神谷社長も３カ月ほど滞在

で回路設計をやってみようと思ったわ

生産などを担当したが、
「スーパーマ

いれば会社の業績は独りでに良くなる

とある管理手法に沿って仕事をして

社（２０００年にテキサス・インスツ

して有名なアメリカのバー・ブラウン

当初は、アナログ半導体メーカーと

れたこともあり、定年退職した１人以

ンでなくともちょっとしたアイデアや

といった当時の経営の考えと合わなか

ルメンツが買収）からＶＣＸＯの設計

と語る神谷社長はいたって温厚そう

差別化ができれば良いのなら、自分で

ったこともあって、１９９８年に独立、

を委託されるという幸運のもと、スタ

外はインターチップを辞めた社員はい

も起業できる」と、密かに思っていた

仲間３人と千葉県松戸市でインターチ

ートすることができた。

に見えるが、内部には反骨と闘争心が

という。

ップを設立した。設立日と神谷社長の

「契約を交わすとき、開発したＶＣＸ

ないという。

「根っから技術者なので、管理業務が

誕生日は同じで、ちょうど 歳だった。

きっとあるのだろう。

性に合わなかったんです。もう一度技

ベンチャー企業が設計したＩＣの受託

帰国後は職場に復帰し、アメリカの

する遠因になったのかもしれない。

し、シリコンバレーの空気を吸った。

世界40社の水晶発振器メーカーの約半数と取引がある。

を分かったが、以来、良い社員に恵ま

は携帯電話の基地局では不可欠な存在で、世界シェアは約8割。

けです」

同社の水晶発振器のラインアップ。VCXO
（電圧制御水晶発振器）

そのことも後にインターチップを設立

タサイエンスで有名なカーネギー・メ

27

題が起きると、回路設計屋はすぐにデ

くなりました。それに、ＩＣ開発で問

術屋に戻りたいという気持ちが年々強

る多少の自負と まで真面目に会社勤

たが、神谷社長は自分の技術力に対す

起業家のデビューとしては遅い方だっ

ら製品を作れることになったのです。

た。これによって開発費をもらいなが

Ｏを当社でも販売できる内容にしまし

51

千葉県館山市にあったＵＭＣジャパン
の工場に委託。２０１３年にはこの工
場も閉鎖となり、台湾の本社工場に移
管した。この新製品が前述したデータ
センター用の水晶発振器用ＩＣだ。

50

極小の水晶発振器を扱う同社にとって、
チリやホコリは大敵。実験室の一角には、
製品テストなどを行うためのクリーンルームを設けている。
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た。３～４カ月ぐらいで開発には成功

け負ったのだから恐いもの知らずでし

回路の設計知識しかなかったのに、請

舎入社時にやった時計用の水晶発振器

ついていましたね。しかし、第二精工

い思いもしました。それでも中には信

明に行っても信用がないため、情けな

が威張っていましたよ。営業で製品説

上から目線でね、貸してはくれました

「運転資金を借りにいっても、銀行は

は価格の低下と戦うことになる。

の実現によって超高速通信が可能とな

ら５Ｇという次世代への移行だ。５Ｇ

システムの第５世代、いわゆる４Ｇか

今後、期待されるのが、移動体通信

っている。

売比率を上げることが同社の課題とな

かったが、評価されたことはうれしい

が、
「外部の評価を気にしたことはな

顕彰の研究開発者賞を受賞したわけだ

こうした点を評価されて優秀経営者

社長。

に対応するＩＣも開発中です」と神谷

ことがありますが、それ以来なので、

しましたね」

ＩｏＴ時代にはスマートウォッチや

元気が出ます。
もう少し頑張らないと」

ですね。以前、東京都の表彰を受けた

４年も経つと、実績を認めてもらえる

スマートグラスなど、エッジデバイス

り、ＩｏＴが加速される。

ようになりました」と神谷社長は苦笑

これまでなるべく社員を増やさずに

と語る。

出現し、高性能の水晶発振器用ＩＣが

と呼ばれるネットワーク機器類が多数

売上げはほぼ右肩上がりで増え続け、

少数精鋭の
「 人ラグビーチーム方式」

いする。

用して発注してくれるお客様もおり、

５ＧとＩｏＴ時代に
向けて高性能の
ＩＣを開発中
だが、その後も順風満帆とはいかな

必要となる。現在、インターチップで

には累積損失を一掃、売上高経常利益

「５Ｇとなると、大量のビッグデータ

は５Ｇ対応のＩＣを開発中だ。

アを採用し、正社員が 人になった。

で進めてきたが、最近、若いエンジニ

３年目には単年度黒字に転換、５年目

少ししか売れなかったのだ。知名度も

率が最盛期には ％を超えた。現在、

かった。自社で売り出したＶＣＸＯが
信用もまったくないのだから仕方がな

15

１０００万円を超える赤字となった。

いが、初年度は２万～３万個どまり。

万個を見込むが、平均単価は５円と大

過去最高で、出荷個数は１億７０００

売上げは７億円超（２０１７年度）と

ーの処理量もさらに増えるので、それ

を転送することになり、データセンタ

セルを踏むタイミングがやって来た。

ＩｏＴ時代に向けて、神谷社長がアク

それが性に合わなくて」と、独立した経緯を話してくれた。

しかし、その程度で済んだのは当時、

計に取り組んでいる。
「企業に長年いると、管理業務をやらされる。

きく下がり、付加価値の高い製品の販

16

石井 良

初めて訪問した時、千葉だ
けに「夢と魔法の世界」に来
てしまったのかと思いました。
1mm角よりも小さなところ
に電子回路を載せ、水晶を1
秒間に1億回振動するよう制
御する。思わず「アンビリー
バブル!!」と叫びました。回
路設計のプロ、大量生産化へ
の移行のプロなど、業界内の
優秀な人材が神谷社長と一緒
に、チャレンジングなものづ
くりに取り組んでいます。時
代の一歩先、IoT時代の向こ
う側を見据えています。

業務第五部
上席部長代理

文＝吉村克己 撮影＝編集部
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水晶発振器の構造を解説する神谷社長。70歳の今でも、ほぼ毎日設

単価が 円と高かったからだ。その後
40

東京中小企業投資育成へのメッセージ

常々悩んでいるのが外部情報の不足ですが、
投資育成はセミナーや講習会などを通じて情
報を提供してくれるので、
「浦島太郎」にならずに済んでい
ます。私自身が経営トップセミナーなどを受けており、社員
にも営業研修などを受けさせたいと思っています。事業承継
についてアドバイスいただけることを期待しています。
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投資育成

