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毎日新聞2月27日(月)16時6分配信 
 
 半導体メモリー「ＤＲＡＭ」を国内で唯一製造する
エルピーダメモリは２７日、自力再建を断念し、東京
地裁に会社更生法を申請する方針を固めた。 
 
エルピーダは産業活力再生特別措置法（産活法）
に基づき、政府から公的資金による資本注入など
の支援を受けていたが、半導体市況の悪化や急激
な円高で資金繰りが行き詰まった。 



 エルピーダメモリ株式会社（英文名称：Elpida Memory, 
Inc.) 

 本社所在地 〒104‐0028 東京都中央区八重洲二丁目
2番1号 
事業内容 DRAMの開発・設計、製造、販売  
設立 1999年12月 
資本金 2,157億円（東証一部上場 2011年3月31日
現在） 
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 坂本 幸雄 
従業員数 連結人員：5,957名（2011年9月30日現在） 
       単独人員：3,206名（2011年9月30日現在） 
 











 ＮＥＣ，日立の50；50出資による子会社として
その半導体部門を独立させる形で発足 

当初資本金は５億円 

社長（代表取締役） 徳山 賢二 

 （NECメモリ事業本部長） 
 副社長（代表取締役） 安井 徳政 

（日立半導体グループメモリ統括本部長） 
 





     日立ＮＥＣメモリ株式会社 



 当社の社名「Elpida（エルピーダ）」は、「希望」を
意味するギリシャ語“Elpis”と、日本の半導体メー
カー数社によるダイナミックな事業統合という会
社の成り立ちを示す“Dynamic”“Association”と
いう言葉からつくられました。 

 同時に、日本を代表するDRAMメーカーとして、
多くのパートナー企業や関連団体とのダイナミッ
ク（Dynamic）な協業（Association）を進め、「希
望」とともに大きく成長したいという願いを込めて
います。 



 

 

 

 

 

 

 

資本金は２００億円となる 









 2003年６月 インテル（Intel）が一億米ドル
の出資 

 2004年11月 東証一部上場 1000億円
の資金調達 

 2006年７月 公募増資で1250億円調達 
発行価格4331円 

 ２００８年１０月転換社債で５００億円調達 

 





 NECおよび日立は持ち株を少しずつ売却して・・・・ 
 

 2005年9月30日時点では、日立は筆頭株主だが持ち
株比率は19.70%と下がり、NECの持ち株比率は13.89%
に下がっている。両社を合計した持ち株比率は33.59%
である。 

 半年後の2006年3月31日には、日立の持ち株比率は
18.97%、NECの持ち株比率は11.13%とさらに下がった。
両社を合計した持ち株比率は30.10%である。  

 2009年9月30日現在の大株主10社リストでは、NECは
持ち株比率3.94%となり、日立に至ってはリストに名前
を連ねていない。 
 



みずほ信託銀行株式会社 
退職給付信託 日立製作
所口 
再信託受託者 資産管理
サービス信託銀行株式会
社 

12,800,000 4.71 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

9,956,300 3.66 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

9,411,151 3.46 

日本電気株式会社 7,740,020 2.85 

GOLDMAN, SACHS & 
CO.REG  

7,004,200 2.58 

MLPFS CUSTODY 
ACCOUNT 

5,474,015 2.01 

日本証券金融株式会社 3,736,200 1.37 

株式会社SBI証券 3,199,200 1.18 

FCB-TDR ELPIDA 
MEMORY, INC. 

3,093,500 1.14 

SSBT OD05 OMNIBUS 
ACCOUNT - TREATY 
CLIENTS 

2,823,438 1.04 













株式会社日本政策投資銀行に対する第三者
割当増資 

 

公的資金の導入である。 

 日の丸半導体事業と云われる所以・・・ 

 そして税金の浪費という結果を招いた！！！ 





 2000年  

    住友金属工業 - 旧小倉製鋼及び直江津製鉄所分社で住金小倉及び住金直江津が設立さ
れる。 

 2001年 

    日産自動車 - ゴーン社長（当時）の掲げた「日産リバイバルプラン」 

 2002年  

    ダイエー 

    ケンウッド 

 2005年  

    フジテレビ (旧社) - 同社はこの3年後の10月1日付をもって持株会社に移行した。 

    北九州高速鉄道 

    丸善 

 2006年 

    三洋電機 

   ボーダフォン (日本法人・当時) - 同法の適用によりソフトバンクが米ボーダフォンから買収。 

 2009年 

    エルピーダメモリ 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%B7%A5%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%B0%8F%E5%80%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%87%91%E5%B1%9E%E7%9B%B4%E6%B1%9F%E6%B4%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E5%96%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B4%8B%E9%9B%BB%E6%A9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B4%8B%E9%9B%BB%E6%A9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA








 半導体記憶素子の一つ。読み書きが自由に行え
るRAMの一種で、コンデンサとトランジスタにより
電荷を蓄える回路を記憶素子に用いる。 

 情報の記憶が電荷によって行われ、電荷は時間
と共に減少することから、一定時間毎に記憶保
持のための再書き込み(リフレッシュ)を行う必要
がある。コンピュータの電源を落とすと記憶内容
は消去される。 

 SRAMに比較して回路が単純で、集積度も簡単
に上げることができ、価格も安いため、コンピュー
タのメインメモリーはほとんどがDRAMである。 

 

http://e-words.jp/w/RAM.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38387E383B3E382B5.html
http://e-words.jp/w/E38388E383A9E383B3E382B8E382B9E382BF.html
http://e-words.jp/w/E68385E5A0B1.html
http://e-words.jp/w/E383AAE38395E383ACE38383E382B7E383A5.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/SRAM.html


 コンピュータの電源を落とすと記憶内容は消
去されるため、電源が入っている 
間動作する意味をこめて「ダイナミック」と呼ば
れています。 
また、「ランダム」ということは、データのどんな
断片でも、その物理的位置や前後のデータと
の関係に関わらず、一定の時間で参照できる
ことを意味しています。 
 



 １９６９年ゴードン・ムーアがインテル創業 

 １９７０年世界初のＤＲＡＭ1103（イレブンオー
スリー）を開発 

 １０２４ビットの記憶容量であった 

 １９７２年には大量生産開始される 

 

 しかしインテルはとっくの昔にＤＲＡＭからは
撤退している 





 1970 1Ｋビット 

 1976 64ｋビット 

 1982 1Ｍビット 

 1985 4Ｍビット 

 1988 16Ｍビット 

 1990 64Ｍビット 

 1993 256Ｍビット  と微細化と大容量化が進んだ
が・・・・ 



















 坂本幸雄とは、エルピーダメモリ株式会社の代表取締役社長・最
高経営責任者（CEO）である。半導体産業界で経営難にあえぐ数
社の再建を成功させ、その手腕から「半導体業界の救世主」とあだ
名される人物である。1947年9月3日生、群馬県前橋市生まれ。 
 

 1970年に日本体育大学体育学部を卒業した坂本幸雄は、半導体
メーカーの日本テキサス・インスツルメンツ（TI）社へ入社した。体育
会系で、半導体に関する知識もなく、倉庫係として資材の出入庫を
始めたという。しかし20年の勤務を経たころには、坂本幸雄は取締
役を務めるまでになっていた。その陰には、在庫を把握する能力
や、持ち前の体力、判断の決定に至るまでの迅速さといった坂本
幸雄の特長がある。坂本幸雄はTIで副社長までを歴任した後、神
戸製鋼所に移って半導体本部長に就任した。そして2000年には日
本ファウンドリー（現・UMC Japan）社長へと就任している。 

 ２００２年エルピーダ社長に就任 

http://www.sophia-it.com/content/%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
http://www.sophia-it.com/content/%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
http://www.sophia-it.com/content/CEO
http://www.sophia-it.com/content/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%84
http://www.sophia-it.com/content/TI
http://www.sophia-it.com/content/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
http://www.sophia-it.com/content/%E5%9C%A8%E5%BA%AB
http://www.sophia-it.com/content/TI


沈みかけた泥船で猪突猛進したのでは
なぁ・・・・・・・！！ 

 

大量生産以外に方策の無い商品で突っ走っ
たという感は否めない！！！ 

 

泥船渡河、暴虎馮河？？？？？ 













エルピーダメモリに対する債権の取立不能のおそれを発表した企業： 

企業名 市場 業種 債権額 

三井住友トラスト 東・大・名1部 銀行 193.00億円 

三菱UFJリース 東・名1部 リース 89.00億円 

興銀リース 東証1部 リース 85.70億円 

NECキャピタルソ
リューション 

東証1部 リース 58.87億円 

凸版印刷 東証1部 印刷 44.00億円 

池田泉州ホール
ディングス 

東・大1部 銀行 41.16億円 

テラプローブ マザーズ 半導体 25.47億円 

トモニホールディン
グス 

東証1部 銀行 23.00億円 

リコーリース 東証1部 リース 22.44億円 

東京応化工業 東証1部 化学 11.31億円 

秋田銀行 東証1部 銀行 9.49億円 

広島ガス 東証2部 ガス 8.21億円 





 坂本社長は破綻の理由として 

 

 ＤＲＡＭ価格の下落 

 歴史的円高 

 東日本大震災 

 タイ洪水 

 

と云っているのだが・・・・では韓国勢は何故大丈夫
なのか・・・？？？ 

 



大きかったスタートのモタモタ 
 

１９９９年エルピーダ発足の当初は 

ＮＥＣ，日立の寄合所帯で経営は両社の
思惑違いや風土の差により非常にもたつ
いたというのが実態。 

韓国との間で水を開けられた！！ 



ＤＲＡＭという単一商品そのものに起因する必
然的な運命 

 

シリコンサイクルに振り回される市況商品は、必
然的に大量生産しか生きる術が無く、絶え間な
い資金需要に追われる宿命にあった 

ハイニックスのような政府の強力なバックアップ
は望むべくもなかった！！ 

 

 





韓国勢との叩き合いはコスト的に不利だった 

 

 

 

 

 

サムスン、ハイニックスは税制、電力料金、資金
量等あらゆる面で圧倒的に有利だった。 











 Πανδώρα）は、ギリシア神話に登場する女

性で、神々によって作られ人類の災いとして
地上に送り込まれた。 

人類最初の女性とされる。 

パン（Παν）は「全てのもの」で、「ドーラー」
（δώρα）は「贈り物」を意味する。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E7%A5%9E%E8%A9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7




箱を開けてしまうとあらゆる災厄が地上に溢れ
出してしまった！！！！ 

 

そして、箱に唯一残されたのが「希望」だった
というのだが・・・・・ 




