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銘柄ニュース

15:005381Ｍｉｐｏｘ 東証Ｓ

568円 前日比 +27 (+4.99%)

比較される銘柄 フジミインコ,　富士紡ＨＤ,　オハラ

業績 

ガラス・土石

単位 100株

PER PBR 利回り 信用倍率

－－倍 1.00倍 1.76％ 2.15倍

時価総額 82.1億円

2023年03⽉30⽇19時30分

“究極の半導体”に夢膨らむ、「ダイヤモンド半導体」で浮上する銘柄群 ＜株探ト
ップ特集＞

―EV・宇宙・量⼦コンピューター分野で活躍へ、省エネや耐久性に優れ開発進む―

 「ダイヤモンド半導体」の実⽤化に向けた期待がにわかに⾼まってきた。加速するデ
ジタル化の流れに加え、⽶中対⽴を背景とした経済安全保障の観点から 半導体の重要
性が⼀段と増すなか、株式市場でも半導体関連株は継続的に⾼い注⽬を浴びている。関
連銘柄のすそ野が広く、その注⽬度の⾼さから物⾊の動きは周辺、更にそのまた周辺へ
と広がっている状況だ。こうしたなか、いわゆる次世代材料を⽤いた化合物半導体に関
⼼が向かう場⾯も折に触れみられる。性能を左右する材料として使う素材ごとにさまざ
まなものがあり、その⼀つにダイヤモンド半導体がある。

●早⼤ベンチャーが資⾦調達、企業・研究機関の取り組み続々

 ダイヤモンド半導体とは、合成ダイヤモンドを基板に使⽤した半導体のこと。既存の
シリコンはもちろん、次世代材料といわれる炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム
（GaN）を使った半導体と⽐べ省エネルギー効果や耐久性に優れており、その性能の⾼
さから「究極の半導体」とも呼ばれている。いまだ開発段階にあるものの、実⽤化され
れば当然さまざまな産業分野に組み込まれていくことになり、なかでも普及が進む電気
⾃動⾞（EV）、開発競争がますます激しさを増す⼈⼯衛星など宇宙分野、加えて直近
関⼼が⾼まっている量⼦コンピューター分野での活躍が期待されている。

 実⽤化に向けて企業や⼤学による研究開発が進んでおり、直近話題が出てきたもので
はＰｏｗｅｒ Ｄｉａｍｏｎｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ（パワーダイヤモンドシステムズ、東
京都新宿区）が挙げられる。同社は昨年創業したダイヤモンド半導体デバイスの開発を
⾏う早稲⽥⼤学発ベンチャーで、今年3⽉に⻄⽇本フィナンシャルホールディングス
<7189> [東証Ｐ]の傘下にある⻄⽇本シティ銀⾏系の投資ファンド、早⼤が運営する
ベンチャーキャピタルから3億円の資⾦調達を⾏っている。

 タムラ製作所 <6768> [東証Ｐ]系のノベルクリスタルテクノロジー（埼⽟県狭⼭
市）と共同研究を⾏ったことでも知られる佐賀⼤学は昨年、⼯業⽤宝⽯部品のＯｒｂｒ
ａｙ（オーブレー、旧アダマンド並⽊精密宝⽯、東京都⾜⽴区）と共同でダイヤモンド
ウエハーの量産技術を確⽴している。研究機関ではこのほか、⼤阪⼤学や近畿⼤学、産
業技術総合研究所（産総研）などが開発に取り組んでいる。

●ＥＤＰ、Ｊテック・Ｃに注⽬

 イーディーピー <7794> [東証Ｇ]は、⼈⼯的に作り出す合成ダイヤモンドの元とな
る「単結晶ダイヤモンド」を製造販売する産総研発ベンチャーだ。天然物と変わらない
輝きがありながら、⽐較的安価な⼈⼯宝⽯のマーケットは拡⼤傾向にあり、これが同社
業績の追い⾵として意識される。⼈⼯宝⽯向けが主⼒だが、それ以外でダイヤモンド半
導体の基板や⼯具⽤素材などに向けても展開している。23年3⽉期も増収増益トレンド
を継続する⾒通しだ。

 ジェイテックコーポレーション <3446> [東証Ｐ]は研究施設向けの実験装置メーカ
ー。レーザー核融合関連の製品のほか、半導体向け加⼯装置を⼿掛けており、同社には
投資家の熱い視線が注がれている。なかでも、半導体向け装置で「プラズマ援⽤研磨
（PAP）装置」が関⼼を集めている。SiCやGaN基板、単結晶ダイヤモンド基板を⾼
速、⾼精度に平坦化できるというもので、昨年末に受注を獲得した実績がある。

株探からのお知らせ
 「PTSランキング」を3⽉30⽇にリリース
 新コラム「NEXTエクセレント」スタート︕
 最⾼10万円が当たる︕「個⼈投資家⼤調査

2023」実施中
  ⾒逃し配信︕プレミアムセミナー3⽉号
  業績「連続増加中」ランキング新設
  「10年上昇企業」の新着記事はコチラから
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「TOBには続きがある」との気づきが、運
⽤成績を引き上げる 

株価は⼀時80倍超え、10年平均・2桁増
収増益のべネ・ワン

【今週読まれた記事】巻き上がる“AI⼤旋
⾵”で⾶躍する銘柄は

今週の【話題株ダイジェスト】 桜ゴム、元
旦、ゼネテック (3⽉27⽇〜31⽇) 

今週の【決算】⾒どころ 全チェック︕ ＜
決算特集＞ 

【村瀬智⼀が斬る︕深層マーケット】PBR1倍
割れや制度変更に絡む銘柄への物⾊強まるか

富⽥隆弥の【CHART CLUB】 「200⽇線維
持なら、3⽉⾼値⽬指す展開へ」 

レーティング週報【最上位を継続＋⽬標株価
を増額】 (3⽉27⽇－31⽇) 

【総合ニュース】を⾒る

⼈気ニュース【ベスト5】

【今週読まれた記事】巻き上がる“AI⼤旋
⾵”で⾶躍する銘柄は

「PTSランキング」新設のお知らせ

株価は⼀時80倍超え、10年平均・2桁増
収増益のべネ・ワン

来週の株式相場に向けて＝⾦融不安を左右す
るＦＯＭＣ政策、グロース銘柄に注⽬

【村瀬智⼀が斬る︕深層マーケット】PBR1
倍割れや制度変更に絡む銘柄への物⾊強まる
か
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お薦めコラム・特集

【今週読まれた記事】巻き上がる“AI⼤旋
⾵”で⾶躍する銘柄は

買い局⾯を迎えた【25⽇線上抜け】銘柄 42
社 ＜テクニカル特集＞ 3⽉31⽇版

「TOBには続きがある」との気づきが、運
⽤成績を引き上げる

個⼈投資家・有限亭⽟介︓リバウンド相場で
映えるChatGPTなどの話題株に注⽬【FISCO
ソーシャルレポーター】

富⽥隆弥の【CHART CLUB】 「200⽇線維
持なら、3⽉⾼値⽬指す展開へ」
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【関連記事・情報】

●思惑向かう銘柄群も要マーク

 ダイヤモンド半導体が過去話題となった際に、事業⾯や技術⾯で近い範囲にある銘柄
に思惑的な物⾊が⼊る場⾯もあった。ダイヤモンド⼯具最⼤⼿の旭ダイヤモンド⼯業
<6140> [東証Ｐ]は半導体材料の加⼯に使う各種製品を⼿掛け、化合物半導体向けに
も展開しているとあって思惑が向かいやすい。直近、新たな株主還元⽅針を明らかにし
ている。⾜もと業績は好調で、株価は上昇トレンドを継続している。

 ダイヤモンドは炭素で構成された物質であり、同じく炭素からできている ⽯炭を扱
う銘柄に⽬が向けられることもある。⽯炭⼤⼿の住⽯ホールディングス <1514> [東
証Ｓ]もその⼀つで、グループ傘下に⼯業⽤⼈⼯ダイヤモンドの製造販売を⾏う⼦会社
ダイヤマテリアルを持つ。

 このほか、合成ダイヤモンド単結晶「スミクリスタル」を製造する住友電気⼯業
<5802> [東証Ｐ]、独⾃の研磨技術を強みにダイヤモンドにエッジトリートメント加
⼯（⾯取り加⼯、ミラー処理など）を施せる⼯法を確⽴した実績があるＭｉｐｏｘ
<5381> [東証Ｓ]。また、⼯業⽤ダイヤモンドの輸⼊販売も⼿掛ける包装機械メーカ
ーのミューチュアルを昨年買収した投資ファンドのマーキュリアホールディングス
<7347> [東証Ｐ]などもマークしておきたい。

⇒⇒最⾼10万円が当たる︕ 「個⼈投資家⼤調査」を実施中
⇒⇒「株探」では、ただいま「個⼈投資家⼤調査-2023」を実施しています。
⇒⇒個⼈投資家は、今どのような投資スタイルで、どんな銘柄に注⽬し、またこれから
の狙い⽅――などについて調査するものです。
⇒⇒アンケートにご回答いただいた⽅から、抽選で「QUOカード」を1名の⽅に10万
円分、1名の⽅に7万円分、33名の⽅に1万円分を差し上げます。
⇒⇒アンケートは4⽉2⽇午後6時までの予定ですが、回答数の状況で、予定より前に終
了することもあります。お早めに、ご回答をお願い致します。
⇒⇒アンケートのご回答はこちらからお願いします。

株探ニュース

 8時間 | 3⽇間
・ 徹底リサーチ NEXTエクセレント（2） ⽇経ＣＮＢＣ×株探 コラボ (03/30)
・“再上⽅修正”へ、23年3⽉期【業績上振れ】有⼒候補〔第2弾〕 ＜成⻑株特集＞ (03/30)
・健康は⾷にあり、株⾼妙味膨らむ「機能性⾷品」関連株 ＜株探トップ特集＞ (03/29)
・ プチ⾦融不安をスルーするなら、外国⼈売り&個⼈買いの相関に注⽬ (03/29)
・ 狙うは「物⾔う株主×PBR1倍割れ」で、“資産テンバガー”の技 (03/28)
・【⾼配当利回り銘柄】ベスト30 ＜割安株特集＞ 3⽉29⽇版
・「量⼦コンピューター」が6位に急浮上、国産初号機が稼働開始＜注⽬テーマ＞ (03/29)
・「PTSランキング」新設のお知らせ (03/29)
・加藤出スペシャルインタビュー （東短リサーチ社⻑） (03/30)
・強まる「⾦関連株」の⻑期上昇観測、スタグフレーション懸念拭えず再評価.. (03/28)
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初⼼者向け先物解説記事を公開中

クラファン（株式投資）ニュース

■関連サイト ※外部リンク

おすすめFX⼝座⽐較ランキング
みんかぶChoice｜お⾦のこともっと知りたい
株主優待 | おすすめの優待情報

当サイト「株探（かぶたん）」で提供する情報は投資勧誘または投資に関する助⾔をすることを⽬的としておりません。投資の決定は、ご⾃⾝の判断でなされますようお願いいたします。 当サイ
トにおけるデータは、東京証券取引所、⼤阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研、China Investment Information Services、CME Group Inc. 等からの情報の提供を受けております。⽇経平
均株価の著作権は⽇本経済新聞社に帰属します。株探に掲載される株価チャートは、その銘柄の過去の株価推移を確認する⽤途で掲載しているものであり、その銘柄の将来の価値の動向を⽰唆あ
るいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。決算を扱う記事における「サプライズ決算」とは、決算情報として注⽬に値するかという観点から、発表された決算の
サプライズ度（当該会社の本決算か各四半期であるか、業績予想の修正か配当予想の修正であるか、及びそこで発表された決算結果ならびに当該会社が過去に公表した業績予想・配当予想との⽐
較及び過去の決算との⽐較を数値化し判定）が⾼い銘柄であり、また「サプライズ順」はサプライズ度に基づいた順番で決算情報を掲載しているものであり、記事に掲載されている各銘柄の将来
の価値の動向を⽰唆あるいは保証するものではなく、また、売買を推奨するものではありません。
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