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お客様に愛されるファウンドリ企業を目指して

三重富士通セミコンダクター株式会社は、2014年12月、ファウンドリ専業会社として発足しました。

当社の前身の富士通株式会社三重工場は、1984年の操業開始以来、最先端メモリ等の開発・量産の拠

点として富士通ならびに日本の半導体ビジネスの発展に貢献してきました。現在は、日本の数少な

い300mmウェハーファウンドリ工場として国内外のお客様に高品質のテクノロジーとサービスを

提供しています。

近年、当社を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。約20年にわたって半導体市場の成長を

けん引したパソコン、携帯電話／スマートフォンの成長は止まり、少ない商品で大量のウェハーを消

費する時代は終わりつつあります。今後成長が期待されるのは1台当たりの半導体搭載量が劇的に増

えるとされる「車載」、多種多様なアプリケーションが無限につながっていく「IoT（モノのインター

ネット）」であり、テクノロジープラットフォームの構築によって効率的に多品種の開発・製造をする

ことが重要になってきます。

当社は、DDCトランジスタによるクラス最高の「超低消費電力プロセス」や「不揮発メモリ混載プロ

セス」のプラットフォーム構築、さらにはRFやミリ波技術の開発を進め、車載ならびにIoT市場のニー

ズに応えていきます。また、きめ細かい生産管理体制、経験豊富なエンジニア、たゆまぬ生産改善活

動、ハイブリッド免震建屋やLNG基地など高いリスク対応能力に加え、台湾UMC社との開発・製造に

おける強固なパートナーシップをベースにお客様のビジネスを守り、成功に導きます。

三重富士通セミコンダクターは、お客様の製品の市場競争力および飛躍的な性能の向上を実現し、

IoT社会の発展に貢献します。

三重富士通セミコンダクター株式会社

代表取締役社長　河野 通有

すべてはお客様のために、そしてお客様とともに。

私たちの技術と経験とサービスを結集し、お客様と一体となってビジネスを成功に導きます。
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●独自のトランジスタ構造により、超低電圧動作、

フェムトアンペアオーダーのリーク性能を実現

●55nm量産中、 40nm開発中(2017年量産予定) 
●RF素子とeNVMを使用可能、IoTデバイスに最適

●当社独自のeNVM
●ロジックトランジスタの性能低下なしに混載可能

●低い読出し電流と書換え消費電力を実現

●追加マスクが少なく、コスト面でも有利

●低消費電力テクノロジーに必要なデバイスおよびPDKを提供

●高周波設計に必要な素子について専用設計環境を提供

●複数のEDAツールに対応した柔軟な環境を準備

Core Technology Roadmap

DDC : Deeply Depleted Channel 
   (Extreme Low Power)
LP : Low Power
HP : High Performance

テクノロジー／ソリューションTechnology／Solution

3 Key Technologies
超低消費電力技術やメモリ混載技術などの蓄積した技術と新たな高付加価値技術の創造により、

IoT時代や人と技術が共生する持続可能な社会の実現に貢献します。
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●シャトルサービスは、MPW（Multi Project Wafer）を使った試作サービスです

●複数のお客様でマスクとウェハーを共有することで、低コストでチップの試作を行えます

●国内外の様々なお客様にご利用いただけます

シャトルサービス

シャトルサービスフロー

3 First Class Services

カスタマイズ対応
●当社の優れたCMOSテクノロジーをお客様のご要望に基づき、プロセス最適化やターゲットシフトなど、

フレキシブルにカスタマイズします

カスタマサポート
●当社は、三重工場において、30年以上に渡りLSIを開発・製造してきました

●豊富な経験と知識を生かして、お客様に設計から製造まできめ細やかでスピーディーなサポートを

提供します

当社はお客様と共に、当社が提供する技術およびサービスで、来たるべきスマート社会の実現に貢献します。

スマート社会を支える製品を、当社の優れたテクノロジーとサポート力で実現します。

三重富士通セミコンダクターは、Flexible、Reliable、Valuableをモットーに、

お客様に高付加価値なサービスを提供し、お客様に愛されるファウンドリ企業を目指し努力し続けます。

カスタマサービスCustomer Service

見 積り
ダイとWATデータを送付
いたします

契　約
進捗状況を報告いたします

設計情報リリース
弊社にて、設計データを
チェックします

申 込 み
GDSデータを、弊社へ送付
いただきます

設　計 設計データの送付
搭載月が決まりましたら、
申し込みいただきます

設計データチェック
弊社からPDKやライブラリ、
ドキュメント等をリリース
します

製　造
NDA等、契約を締結します

納　品
チップサイズ、必要個数を
もとに見積もりします

Customer 
Satisfaction



● 純水回収

● SWIT(旋回流誘引型成層空調システム) 

純水使用後の排水を適切に処理・回収し水資源の保全に貢献。 
最新水処理技術採用により、排水量の大幅削減および原水工業

用水(河川)取水量削減に貢献。

※SWIT®（Swirling Induction Type HVAC system）は高砂熱学工業株式会社の商標
　または登録商標です。

● フッ素回収再生システム 
高純度蛍石として回収(リサイクル)を行い、汚泥発生による廃棄

物の削減および資源循環によって地球環境保全に貢献。

当クリーンルームで採用したSWIT®は、発熱体から発生する熱上

昇流とともに浮遊微粒子を室上部へと搬送するシステムで、従来

方式と比較して給気風量と消費エネルギーは大幅削減が可能。

私たちは、先進の技術で環境性能に優れた半導体デバイスを提供し、

お客様とともに豊かな地球環境の保護に貢献します

● 超低消費電力技術による環境負荷低減

● ファウンドリ事業における環境負荷低減
　・温室効果ガス排出削減 SWIT
　・水使用量抑制  純水回収

　・廃棄物抑制  蛍石　

● 社員一人ひとりの環境意識向上<環境社会貢献活動>
　・近隣公園および工場周辺地域清掃活動

　・清掃ボランティア活動

　・エコキャップ活動

　・近隣小学校への環境出前授業 
　・近隣小学校へのめだか配布(水質監視用)

詳細は「三重富士通セミコンダクター環境報告書」をご覧ください。

http://www.fujitsu.com/jp/group/mifs/about/environment/index.html

主な活動
富士通グループの中期環境ビジョン「Green Policy 2020」に基づき、環境活動に取り組んでいます。温室効果ガスや

廃棄物削減などの活動を進める一方で、清掃活動など地域と交流しながら環境貢献活動も展開しています。

環 境 活 動Environmental Activities

富士通セミコンダクターグループ環境方針

● 行動指針
私たちは、以下の指針により開発/調達/生産/販売/使用/廃棄にいたるすべてのライフサイクルで、

環境負荷の低減と地球環境汚染の予防に努めます 

1 環境性能に優れた製品開発を推進します 

2 製品や梱包材等における含有化学物質の適正管理を推進します

3 地球温暖化対策、水や資源の有効利用対策および廃棄物の適正管理を推進します 

4 地球環境汚染の予防のため化学物質の適正管理を推進します 

5 グローバルな環境関連法規制およびお客様とのお約束を順守します 

6 環境社会貢献活動や生物多様性保全活動を推進します 

7 環境マネジメントシステムを有効かつ継続的に改善し、環境パフォーマンス向上に努めます

ECO Foundry
自然と調和したファウンドリとして、周辺環境との調和をめざし、

資源の有効活用を進めて地球環境に配慮した生産活動を行っています。

環境リスクの低減

リデュース（排水）

リサイクル
（水利用）

反応炉

蛍石

SWIT給気ユニット 発塵源、発熱源



工 場 概 要 ／ 会 社 概 要Fab Overview／Corporate Profile

三重工場開設から30年以上の経験で培われたノウハウと実績により、

高い品質と信頼性を実現しています。

30年の半導体製造の歴史

工場概要沿革

Excellent Manufacturing

会社概要

本社・工場

幾重ものBCP対策

地震対策として、半導体工場では世界初のハイブリッド免震構造

を採用し、建物と基礎の間に設置された3種類(積層ゴム系支承、

剛すべり支承、オイルダンパー )の免震装置が最小限に抑え、

お客様への安定供給を実現

免震構造

大規模災害時などの都市ガス停止や電力障害に備え、LNG基地

と二系統の幹線給電を設置

NAS電池およびキャパシタ方式の給電により停電の影響を受け

ずに連続操業が可能

エネルギーの多重化

ウェハーサイズ
プロセステクノロジー
製 造 能 力
認　　　　　　証

・日本初の半導体製造
  クリーンルーム開設 1966年

・三重工場開設 1984年

・半導体部門分社化  2008年

・三重富士通
  セミコンダクター設立  2014年

300mm
40nm、55nm 、65nm、90nm
約35,000枚/月
ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949

リチウムイオンキャパシタ（LIC）

社　　　名　　三重富士通セミコンダクター株式会社
　　　　　　  　MIE FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED
設立年月日　　2014年12月1日
本社所在地　　神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45
代　表　者　　代表取締役会長　八木 春良
　　　　　　　代表取締役社長　河野 通有
資　本　金　　100億円
従 業 員 数　　850名
事 業 内 容　　半導体の製造、試験サービス

免震装置「積層ゴム系支承」

本社

神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
（新横浜中央ビル）

TEL: 045-755-7050

工場

三重県桑名市多度町御衣野2000
TEL: 0594-24-5522


