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“ 半導体産業は2年にわたる不景気が続いた後、2017年にシリ
コンサイクル（3～5年で好景気・不景気のサイクルを繰り返す）
を超え、予期せず好景気サイクルに入りました。これがどの
ような意味を持つかは、2018年以降にわかるでしょう。半導
体産業がバックボーンとなっている新しいテクノロジーが次々
に現れ、将来が明るいことは間違いありません。私たちが
やるべきことは、それらを実現するための製品やイノベーション
を提供することです。業界に何が起こっても（変化は絶えず
起こるものです）、KPMGは洞察に富んだ見解と助言を提供し、
私たちに指針を与えてくれます。そのことに感謝しています。

― Jodi Shelton,

 President, GSA (Global Semiconductor Alliance)

”
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はじめに
2017年は半導体業界にとって誰も予想しなかった特別な年になりました。大手半導体
メーカーが大幅増収となるだけでなく、業界全体が記録的な業績を達成しました。

このような目覚ましい業績を達成した後、2018年は半導体メーカーにとってどのような
年になるのでしょうか。予想外の大波を長期にわたる着実な成長の波へと変えるために
半導体業界のエグゼクティブはどのように舵を切ればよいでしょうか。

KPMGでは半導体業界のエグゼクティブを対象とした調査結果を「グローバル半導体
業界の展望」として毎年発行しています。今年も当たり年となった2017年以降の展望と
期待について調査をしました。私たちは、どのようなセクター、製品、地域が需要を牽引
するか、どのような要因が企業の戦略に影響を与えるのか、現存する事業のどの部分に
投資し、あるいはどの部分を変革させようとしているのか、に関し見解を尋ねました。

半導体業界のエグゼクティブのほとんどは、これほど大幅な成長を長期にわたって続ける
ことはほぼ不可能だと認識していました⸺確かに2017年は特異な年でした⸺が、
2018年の展望は楽観的でした。業界に調整局面が訪れる可能性については認識しな
がらも大多数が今後も成長を続けると予測しています。

半導体業界のリーダーの大半は、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、自動
運転車などの革命的な新しいテクノロジーセグメントへの多角化により、売上高が伸びる
と予想しています。加えて、最先端の手法によって研究開発（R&D）プロセスのコストを
合理化することで利益率も向上すると予想しています。多くの企業が人材、設備、R&D
への投資の拡大も計画しています。

このレポートでは、調査データとKPMGの半導体部門のリーダーによる洞察に富んだ分析
をもとに、特筆すべき業界の動向、注視すべき新しい課題、世界の半導体メーカーに
機会を提供する重要なエリアを浮き彫りにします。

Tim Zanni

Global and U.S. Chair,
Technology, Media & 
Telecommunications,
KPMG米国

Lincoln Clark

Partner in charge,
Global Semiconductor 
practice, 
KPMG米国
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1 2 3

ハイライト
財務指標と投資指標は
すべて前年同期比で増加。
来年も増加を予想する回答者の割合: 

57% 業界の収益性 50% 研究開発支出

63% 売上高 43% 人件費

58% 資本支出

2018年の成長機会を牽引する
上位セクター

センサー／MEMS マイクロプロセッサー メモリ

今後1年間に売上高を押し上げる
用途

1. 無線通信

2. IoT

3. 有線通信

4. コンシューマー 
 エレクトロニクス

5. 産業機器

6. 自動車

7. クラウド 
 コンピューティング

8. ロボティクス／ドローン

9. セキュリティ

10. AI（人工知能）

今後3年間において優先する戦略

1. 多角化

2. M&A／合弁事業

3. タレントマネジメント

4. 破壊的技術の導入

5. マーケティングと 
 コミュニケーションの強化

研究開発（R&D）のスナップショット

自社の研究開発支出は市場機会と
整合性が取れているとした回答者は
わずか49％。

3分の1が研究開発支出の10%以上
は失敗した商品に投資されたと回答。

R&Dの効率性向上のために用いて
いる方法論

1. ゼロベース予算

2. データ分析（D&A）

3. モジュール設計

4. アジャイル

今後3年間の業界の主要課題

1. 平均販売価格（ASP） 
 の低下

2. 顧客ニーズの多様化

3. 高い設備費

4. ムーアの法則／ 
 スケーリング

5. 生産能力の制約

6. クロスボーダーの規制

出典：グローバル半導体調査2017
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Source: KPMG Global Semiconductor Survey 2017 
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57%
27%

16%

変化なし

低下

上昇

調査結果詳細
予想
売上高と営業利益率は上昇する見込み

半導体業界の営業利益率は2017年51%と脅威の高い数値となって
いますが、半導体業界のエグゼクティブの57%は、来期さらに
上昇すると予測しています。前年と異なり、大企業よりも、売上高
50億ドル以下の比較的小規模の企業のほうが自信を持っています。
小規模の企業は大量販売に関する迅速なイノベーションや、自動
運転車、コネクテッドデバイス、スマートシティなどの新しい用途
に対応したチップを製品化できると予想しています。

回答者は、自社の売上高の伸びについて昨年より楽観的に見て
おり、37％（昨年は30％）は1～5％の増収、26％（昨年と同じ）
はそれ以上の増収を見込んでいます。来期増収を予想する回答者
の平均予想売上増加率は7％です。回答者全体では、2017年ほど
の増収は見込んではいないものの、現在の上昇基調が今後3年
以内に反転する兆しはほとんどないと楽観視する向きが大勢を
占めています。

事業投資は増加

調査によると、半導体メーカーによる設備投資は引き続き過去
最高の水準となりそうです。設備投資の拡大を予想した回答者は
13ポイント増加しました。これは、この調査で質問したすべての
財務・投資要因の中で最大の増加率です。回答者の中でもより
小規模な企業は特に強気です。設備投資拡大を予想する主な要因
として、スマートフォンやクラウドプラットフォームのメモリ容量に
対する需要などを挙げています。

2018年に自社の研究開発費を引き上げる予定であるとした回答者
も増加しています（前年の41％に対し50％）。売上高の増加に伴い、
（全体に占める比率は拡大しなくとも、少なくとも金額ベースでは）
研究開発費も増加すると見られます。研究開発費を引き上げな
ければ、企業は成熟した製品の更新や交替、製品ポートフォリオ
の多様化、スマートフォンの最新モデル、AI技術、コネクテッド
デバイスなどの最先端市場への供給ができなくなるおそれがあり
ます。

最後に、回答者のうち43％（2017年の調査から6ポイント増）が、
世界全体の半導体事業に携わる人員数を次年度に増やす予定だと
回答しています。エンジニアリングおよび設計業務の増加に対応
するため人員強化が必要となります。

今後1年間で世界の半導体業界の年間営業利益率はどのように変化
すると予想しますか。

今後1年間で世界の半導体業界の年間営業利益率はどのように変化
すると予想しますか（売上規模別）。

出典：グローバル半導体調査2017 上昇 変化なし 低下
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“これらすべての質問に対する回答は、昨年の調査よりも楽観的です。しかしKPMG

は2017年の過去最高の業績を踏まえて、こうした回答結果は『抑制の効いた楽観的
な観測』であると解釈しています。誰も2017年の再現は期待していませんが、2018年
も良好な年になるはずです。

― Lincoln Clark

 Partner in charge, Global Semiconductor practice, KPMG米国

”

58%

35%

8%

変化なし

減少

増加

63%

33%

3%

変化なし

減少

増加 50%43%

7%

変化なし

減少

増加

43%

46%

12%

変化なし

減少

増加

調査結果詳細

来年度の貴社の半導体売上高はどのように変化すると予想しますか。

来年度の貴社の半導体関連の設備投資額（設備とソフトウェアの
両方）は、2018年の投資額と比較してどのように変化すると予想
しますか。

来年度の貴社の半導体に係る研究開発費は、2018年と比較して
どのように変化すると予想しますか。

来年度、貴社の世界全体で半導体事業に携わる人員数は増加すると
予想しますか、それとも減少すると予想しますか。

出典：グローバル半導体調査2017
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43
信頼感の高まり
KPMGでは、調査回答者による増収、営業利益率、人材、資本投資、研究開発
支出に関する単年見通しをもとに半導体業界信頼指数を算出しています。世界の
半導体業界にとって今年は去年より明るい見通しとなっています。指数値は2年間
低下した後、上昇に転じました。

さらに、この指数の基になる主要指標全般⸺売上高、利益率、事業投資⸺に対する
短期（1年）と長期（3年）予想はいずれもプラス傾向にあり、ほとんどのケースで3年間
の見通しの方が1年間の見通しよりも明るいものとなっています。指数の各構成要素が
いずれも上昇傾向にあることから、業界関係者は2017年に比べ売上の伸びは鈍化する
と予想しているものの、今後も成長が続くと見ていることがわかります。

半導体業界信頼指数

上昇基調とは言いながら、信頼指数が40台に留まって
いる点が注目されます。2017年に業界全体が目覚ま
しい業績を上げた後としては予想外に思われます。この
数値は、2017年が大半の業界専門家が持続不可能で
あるとのレッテルを貼るほどの高業績であったことを
受けて、抑制されたことを反映しているとKPMGは
考えます。実際、需要と供給の法則から考えて2017年
に急上昇したメモリの価格1は、いずれ下落することは
間違いありません。また回答者は、持続不可能な水準
にある設備投資⸺過剰投資⸺が、売上サイクルが
鈍化したときに急速に縮小し、それが一層の過剰感を
招き、業界が過去に経験したような好景気・不景気の
サイクルの始まりとなるのではないかと懸念している
可能性があります。

さらに過去にこの指数が好調であった年は、PCなど
の既存技術に対する信頼感が牽引していたものと考え
られます。しかし現在はAIやIoTなどの革新的技術が
次第に業界を牽引するようになっており、これらの
新しいイノベーションが長期的にもたらす影響はいまだ
未知数です。

最後に、信頼感は規模の一要素となることがあります。
結局のところ、すべての企業が同様に2017年の業容
拡大に参加できた訳ではありません。2017年の半導体
業界の売上増がどこに集中していたのかを詳しく見て
みると、実はひと握りのメモリやロジックの大手企業が 

牽引していました。これらの企業は他とは比較になら
ないほど現在の流行を早期に察知し対応することで
売上を得ており、多角化を実現できれば今後さらに
明るい展望が見込まれます。一方より小規模な企業の
2018年の見通しは控えめであり、その分全体の信頼
指数も抑えられています。

1 Memory Devices Boost Chip Forecast… Again（EPSNews, 2017/10/13）
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不景気

もうサイクルはない

好景気

調査結果詳細（続き）
新しい業界の波

私たちは半導体業界の「新しい波」に入ったのでしょうか。大多数
のエグゼクティブ（62％）が、2018年は業界のサイクルが拡大
ステージにあると考えており、昨年よりも多くの回答者が、現在は
おそらく複数年にわたる拡大ステージの初期段階だと考えています。
この結果は、業界はまだ力強い上昇局面にあるとの見方を強める
ものであり、半導体業界のリーダーが未来志向のアプローチを取
り、AI、IoT、自動運転車などPCを超える新しいエンドマーケット
について検討していることを反映しているのかもしれません。さらに
過去最高の年を過ごしたとはいえ、スマートフォン、データセンター、
自動運転車の技術に対する需要拡大を考えると、メモリメーカー
の製品供給先のセクターの売上高が近いうちに減少するとは考え
にくい状況です。

また、ソフトウェア、テクノロジー、自動車など異なるエンドマー
ケットが一斉に活気づいていることも、業界全体の拡大を後押し
している可能性があります。大手のプラットフォームテクノロジー
企業が社内に抱える半導体事業部門が、一部の半導体専業メーカー
をしのぐ可能性すらあります。またアナリストは、自動運転車に
使われるものなどAIプログラム専用の半導体部材の売上高が5年
以内に昨年の5億ドルから300億ドルへと60倍以上に増加すると
予想しています2。

2018年は業界サイクルのどのステージに最も当てはまりますか。

出典：グローバル半導体調査2017

2 How Nvidia Surprised AI Experts Twice this Week（FORTUNE.com, 2017/12/8）

中国は引き続き
長期的な半導体の
リーダーシップを
追求
地域別にみると、中国のエグゼクティブは全般的
に信頼指数に組み込まれるすべての投資分野⸺
資本支出、労働力支出、研究開発支出⸺に
わたって強気であることが分かりました。電気通信
事業およびエレクトロニクス供給事業の好況に
より世界有数の半導体消費国となっている3中国が、
世界の半導体のリーダーになるという目標を達成
するためにIPを開発または取得する必要がある4

ことを考えると、これは理解できます。競争相手に
追いつき、「中国製造2025」計画を持続するには、
中国は小規模なプレイヤーの買収、工場の建設、
エンジニアや設計者の配置に多額の投資を行う
必要があります。中国の国家IC産業投資ファンド 

（大基金）による初期の支援は主にメーカーとM&A

計画を対象としていましたが、今後は300億ドルの
多くを3つのセクターの次の資金調達に集中させる
予定です。その3つとは、IoT、5G、人工知能、
スマートビークル向けの「メモリ」、「化合物半導体」、
「IC設計」です5。

3  Chips on their shoulders（The Economist, 2016/1/23）
4  China poses a threat to US dominance in semiconductor industry
（South China Morning Post, 2017/5/12）

5  China raising $30 billion for Big Fund� s second phase（EENews 
Europe, 2017/12/5）
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46%

30%

13%

12%

16/14nm以下の
ノードには通用しない

7nm以下のノードには
通用しない

既に終わっている

今後も続く

“ IoT、自動車、人工知能のように半導体を必要とするテクノロジーの進化は、まだ
始まったばかりです。この潜在的可能性から、半導体業界の現在の拡大サイクルは
この先もずっと続くとの見方が強まっています。

― Chris Gentle

 Partner, Global Semiconductor practice, KPMG米国

”

「1つのマイクロチップに集積できるトランジスタの数はおよそ2年
ごとに2倍になり、チップは時間とともに小型化、高速化する」と
いうムーアの法則の今後については、いまだ意見はまちまちです。
2016年の調査と同様、回答者の約半数（46％）はムーアの法則が
続くと考えています。私たちの考えでは、10ナノメートル以上の
チップについてはこの法則はほぼ通用するものの、それ以下の
チップになるとスケールのメリットはなくなり、コスト削減ではなく
パフォーマンスの高速化が唯一の目的になります。

ムーアの法則がいつまで通用するかはともかく、顧客が期待して
いる急速なイノベーションのペースに追いつくには、半導体メーカー
がR&Dを拡大する必要があることは明らかです。特に主要な収益
源としてAIの優先度を高めている企業はなおさらです。調査の回答
者は、ムーアの法則の終焉とともに計算能力の伸びが減速する
ことを考えると、この法則が終わった場合に最大のリスクに晒さ
れる技術はAIだと言います。

ムーアの法則の今後について、あなたの見解に最も近いのは次の
うちどれですか。

出典：グローバル半導体調査2017
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2016 2017

#9

#17

チップのセキュリティに要注意

サイバー脅威は疾風のごとく移動し、稲妻のごとく襲いかかり
ます。このことが何よりもはっきりしたのは2018年1月初めに
一部のハードウェアにセキュリティ上の重大な問題があるとの
ニュースが半導体業界にもたらされたときです。

2018年のはじめ研究者が一部のチップに重大なセキュリティ上の
欠陥を発見したことが公表されました。これはほとんどのPC、
タブレット、スマートフォン、サーバーに使われているプロセッサー
で、広く安全だと考えられていました。アナリストはすぐに、これら
の脆弱性は半導体に長く存在していた設計上の欠陥であり、ほと
んどのメーカーのプロセッサーにバグが存在することを示しました。

これらの脆弱性を狙ったサイバー攻撃により、重要な個人情報や
企業情報などメモリに記憶されているデータが不正に流出する
恐れがあります6。実際サイバー攻撃のデモンストレーションで
メモリからパスワードのデータを盗むことに成功しています7。

大手テクノロジー企業は至急ソフトウェアに修正パッチを当てました
が、新たな問題が発生しました。この修正パッチによりマシンの
性能が低下したのです8。

業界はいかに対応すべきか

こららのチップの脆弱性に関する問題が明らかになる以前にも、
サイバーセキュリティ対策は半導体メーカーのエグゼクティブに
とって戦略的優先項目でした。「サイバーセキュリティのリスクを
最小限にする」という項目はKPMG2016年調査では17位だった
ものが2017年調査では9位へと8段階上がりました。この最新の
調査は、チップの脆弱性の公表前である2017年10月に実施された
ものですが、サイバーセキュリティに対する取組みの優先度が
高まっているのは、チップを使用するコネクテッドデバイス、IoT、
自動車、データセンターの拡大に対応するためと考えられます。

当然、今現在調査を実施すれば、サイバーセキュリティが、半導
体業界のエグゼクティブの優先項目リストのさらに上位に位置する
ものと思われます。KPMGは半導体メーカー各社に対して、チップ
が脆弱であるとの現実に立ち向かうよう要請します。ハードウェア
は侵害される可能性があり、それがテクノロジーエコシステム内
の各デバイスへと広がるにつれて、滝が流れるように影響が波及
していくことになります。

ハードウェアベースのセキュリティ対策は、トランジスタレベルから
始まります。半導体メーカーは、チップの製品設計の段階から主要
要素としてセキュリティ対策を組み込む必要があるでしょう。

最後にサイバー攻撃の脅威は常に進化し、ますます高度化してくる
ため、半導体メーカーはセキュリティにおける脆弱性と防衛策の
両方を絶えず再評価する必要があるでしょう。2018年1月に
起こったことがそのことを証明しています。

6 All About That Big Chip Security Weakness: QuickTake Q&A（Bloomberg Technology, 2018/1/3）
7 Understanding Those Alarming Computer Chip Security Holes: �Meltdown� and �Spectre�（FORTUNE, 2018/1/4）
8 Intel Says Major Security Bug Also Affects Competitors ARM and AMD（FORTUNE, 2018/1/3）

出典：グローバル半導体調査2017

「サイバーセキュリティのリスクを最小限
にする」という項目はKPMG2016年調査
では17位だったものが2017年調査では
9位へと8段階上昇しました。
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37%
46%

29%
31%

25%
31%

24%
10%

19%
14%

14%
12%

13%
14%

12%
24%

11%
5%

9%
9%

9%
10%

8%
5%

7%
8%

7%
3%

5%
7%

5%
8%

2%
1%

3%
12%

3%
10%

6%
23%

短期主義への対応／
アクティビスト株主の影響

新規事業分野への多角化

買収、合併、合弁事業

タレントマネジメント

破壊的技術の実現

マーケティング、ブランディング、
コミュニケーションの強化

投資家向け報告の適合性の向上

事業のデジタル化

製品化のスピード向上

サイバーセキュリティリスクの最小化

地理的拡大

イノベーションの促進

よりデータ指向になること

クライアントへのフォーカスの強化

規制変更への対応

ビジョン・文化・目的の明確化

透明性が求められる時代に対応して
ブランドリスクを抑制すること

KPIの適合性と正確性の確保

多様性／インクルージョン

パートナー／提携先の管理

2017 2016

戦略的優先項目
戦略的優先項目の多様化

ネット接続とデジタル化が飛躍的に進んだ
現在の世界では、技術革新のペースが速い
ことを踏まえると、半導体業界のエグゼク
ティブが、今後3年間の戦略的優先項目の
トップに再び新規事業分野への多角化を挙げ
たことは驚くにあたりません。従来のエンド
マーケット以外で、より高性能なチップに
対する需要が拡大し続けています。

しかし、この設問に対する回答が今年はさら
に多様化していることは意義深く、半導体
事業にさまざまな機会があることを示してい
ます。とりわけ破壊的技術の実現が急上昇
しました。これは半導体メーカーが、より
短期間に、より多くの分野で製品化し、さら
に迅速に事業を展開するために、R&Dとオペ
レーションを変革しようとしているためです。

回答者は、製品多角化を戦略的優先項目
の上位に挙げる一方で、（別の質問に対して）
「製品ラインアップの拡大と差別化の強化」
がサプライチェーンの最適化を実現する上で
最大の障害になるとも指摘しています。売上
増のために企業のコアコンピテンシー以外の
部分を拡大することは、事業の他の部分に
新しい課題をもたらすことを覚えておくことが
重要です。

タレントマネジメントも引き続き戦略的優先
度が高く、3位となっています。多くの外部
要因によりタレント開発が注目され続けてい
ます。その1つに米国の移民規制改革による 
人材獲得競争があります。企業は自社の労働 
力管理を強化する必要があります。また、
半導体メーカーがM&Aに取り組むなかで、
人材とIPを保護する措置を講じなければ、
その両方を失う恐れがあります。さらに大きな
不安要因となっているのは大手テクノロジー
企業が自社の半導体製造能力を高めるため
に、半導体人材を引き抜くことです。最後に、
半導体メーカー各社は、業務にAIが取り入れ
られることによる業務と人的資本に対する
影響を、これまで以上に考慮する必要があり
ます。

今後3年間における貴社にとっての戦略的優先項目を3つ挙げてください。

出典：グローバル半導体調査2017

複数回答可
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9 出典: 2017 Global CEO Outlook, KPMG International

10 Broadcom plans $100bn unsolicited bid for Qualcomm（Financial Times, 2017/11/3）

10%

39%

51%

戦略的優先項目
今年の戦略的優先項目のランキングで、「ビジョン・文化・目的の
明確化」と「多様性／インクルージョン」がこれほど下がったことは
予想外でした。2017年はすべての業界、特にテクノロジー業界
では、文化と多様性の問題が注目され、その重要性が高まりま
した。KPMGはこの傾向が当面は続くと予想しています。KPMG
のグローバルCEO調査2017では、レピュテーションリスク（評判
リスク）やブランドリスクを不安要素の上位に挙げるCEOが急増
しました。2016年にはトップ10にすら入っていなかったにも拘らず、
2017年にはCEOにとって（全16個中）3番目に重要なリスクに挙げ
られました9。現在はすべての企業が衆目に晒されており、不正
行為はすぐに企業の評判や財務に悪影響を及ぼしかねません。
すべての企業は、従業員と一緒になって誠実さと受容性を備えた
環境を強化し、それを当然のものと考えるべきではありません。

買収市場が活発化

M&Aは、事業多角化の主要手段として使われることがよくあり
ます。戦略的優先項目リストの2位は、買収、合併、合弁事業を
完結することです。

半導体業界のリーダーの多くは、今でもこれらのディールが短期的
な成長に欠かせないと考えています。半導体に依存する技術は猛烈
なスピードで出現・進化ししているなか、半導体メーカーは買収、
合併、合弁事業を通じて業界の変化に後れを取らないようにして 
います。実際、回答者の半数は半導体関連ディールの価値評価は 
まだ上昇すると考えています（この調査を行ったのは、Broadcom
が競合する半導体メーカーQualcommに対して敵対的買収を仕掛

ける前です。この案件は、かつてない規模の企業が業界内に生ま
れる可能性があるという意味で、変革をもたらすディールになる
可能性があります）10。

売上増をはじめ、M&A活動につながる要因はいくつかあります。
業界のトップ企業は手元資金が潤沢であり、特に米国企業は最近
の税制改革の影響で多額の現金を保有している可能性があります。
大手半導体メーカーや資金豊富なその他の企業が、周辺技術の
獲得に乗り出すことが考えられます。

出典：グローバル半導体調査2017

2018年の半導体業界のM&A
ディールの価値評価累計額は、
2017年に比べてどうなると予想
しますか。

増加

変化なし

減少

“ 半導体は新しいテクノロジーにおける重要な構成要素ですが、半導体業界の
エグゼクティブは、それでさえ破壊される可能性があると認識しています。
これから免れることのできる業界はありません。テクノロジーの収斂とイノベー
ションはどこから来るか分からないため、半導体業界のリーダーはさらに先を
見越して考えるようになっています。

― Tim Zanni

 Global and U.S. Chair, Technology, Media & Telecommunications, KPMG米国

”
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68%

27%

1%

5%

研究開発費の
1%～10%

研究開発費の
30%以上

研究開発費の
21%～30%

研究開発費の
11%～20%

37%

49%

14%

やや効率的

非効率的または
とても非効率的

効率的または
とても効率的

戦略的優先項目（続き）
R&Dの再考

前述したように、回答者の50％は過去50年にわたりこの業界を
動かしてきた猛スピードのイノベーションを持続させるため、来期
の研究開発費を増加する計画です。しかし肝心なのはそのやり方
です。調査によると51％の企業には研究開発投資を市場機会に
整合させる上で改善の余地があることを示しています。さらに、
3分の1の企業は研究開発費の10％以上を無駄にしており、中には
20％以上を無駄にしている企業もあります。変化が速く競争が
激しい業界ではイノベーションのための投資がすべて製品化に
結びつくわけではないものの、失敗の可能性が高い投資を無条件
で受け入れる事は困難です。

半導体メーカーの多くはデータ分析（D&A）とアジャイルに関する
方法論を導入することによってR&Dと製品開発プロセスの効率性
を改善し、より収益性の高い製品を市場に投入し、市場シェア
を拡大し、増収を実現しています。回答者の半数以上（54％）は
R&Dにデータ分析（D&A）を利用し、45％はソフトウェア分野で
よく見られるアジャイル開発をハードウェアの製品開発に採り入れ
ています。それ以外にR&Dの効率化によく使われる技術として、
ゼロベース予算（ZBB）とモジュール設計が挙げられます。回答者
の39％が、今後3年間にR&D機能にAIを採用されるとR&D人員
は増加するだろうと答えています。増強されたイノベーションの
リソースには、より効率的なR&Dプロセスが求められるでしょう。

貴社の研究開発費はどの程度効率的に市場機会と整合
性が取れていますか。

過去3年間で、貴社の研究開発費のうち製品化されな
かったプログラムに割り当てられた割合はどの程度で
すか。

出典：グローバル半導体調査2017
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Quote from Lincoln Clark  
TK“ ”

次世代R&Dの構想

11 Evolving the D&A of semiconductor R&D（KPMG International, 2018）

半導体の研究開発費が増加しているなか、R&Dプロセスの進化は待ったなしの状況です。
データ分析（D&A）とアジャイルに関する方法論をR&Dプロセスに組み込むことで成長市場
にフォーカスして競争優位を築き、投資収益率（ROI）を向上できます。すぐに次の4つのアク
ションを起こすことを推奨します。

1  現在の製品開発に関する方法論、データソースとその利用法を評価する。

2  製品開発プロセス内の重要なデータポイントを決定する。

3  データ分析に適応できるプラットフォームを構築する。

4  パフォーマンスの基準を設定し、KPMGの知見がすべて記載されている『Evolving the 
D&A of semiconductor R&D11』をご覧ください。

貴社のR&D担当部門はどのような方法論を用いてR&Dの効率性を高めていますか。

55%

54%

49%

45%

2%

1%上記のいずれも利用していない

ゼロベース予算による
ポートフォリオ管理と資源配分

データ分析（D&A）

モジュール設計の利用拡大

アジャイル開発 – スクラムの利用

その他

出典：グローバル半導体調査2017複数回答可
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“2017年の売上を牽引したのはメモリでしたが、2018年の
成長機会については、回答者はメモリを3位に位置づけて
います。これは、2018年中に供給が需要に追いつくと予想
されるためだと考えられます。

― Scott Jones

 Principal, Global Semiconductor practice, KPMG米国

”

12 Back To The Future: Chip Makers Are Putting The Silicon Back In Silicon Valley（Forbes.com, 2017/8/3）

33%

24%

22%

9%

11%
新しいパッケージング
技術

AIおよび
 ニューラルネットワークに
  最適化された
   マイクロプロセッサー

IoTおよび自動運転車に
最適化されたセンサー／MEMS

ワイドバンドギャップ／
  化合物半導体

メモリ

機会
センサー／MEMS、マイクロプロセッサー
に注目

半導体業界に5億ドルを投資できるとしたら、
どのセクターに投資しますか、といった質問
に最も多くの回答者がマイクロプロセッサ―
を挙げました。マイクロプロセッサーは、
電気製品、自動車、コンピュータ、消費者
向けデバイス、メディアデバイスにとって依然
として欠かせない部品であり、AIやIoT市場が 
発展の初期段階を超えればさらに成長す
ることは間違いありません。実際現在ベン
チャーキャピタルは、AI、ニューラルネット
ワーク、IoT、自動運転車を支えるチップ
セットに多額の資金を投じています12。半導
体メーカー各社はこのAI改革とコネクテッド
時代を見据え、必要なメモリやコンピュー
ティング能力を供給できるように、チップの
設計や製造能力の整備に多額の投資を行って
います。現在大幅な売上増をもたらしている
メモリは、実はあまり重要視されていません。
半導体業界のエグゼクティブは、メモリに
対する投資は十分に回収したと考えている
のかもしれません。

同様に、センサー／MEMSは（昨年同様）
2018年に業界で最も成長機会が大きいと
期待されているセグメントであり、マイクロ
プロセッサーがこれに続きます。しかし今回
はまたさまざまな回答があり、メモリ、オプト
エレクトロニクス、アナログ・RF・ミックスド
シグナルを含むその他幅広いセクターには
機会が増加していることを示唆しています。

あなたが投資家で半導体業界に5億ドルを投資できるとしたら、どのセグ
メントまたは技術に投資しますか。

出典：グローバル半導体調査2017
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機会
半導体業界の2018年の成長機会について、以下をそれぞれどのように
評価しますか。

出典：グローバル半導体調査2017

幅広い用途に求められるチップ

現在多くの人が外出する際にスマートフォン
を携帯しています。スマートフォンのヘビー
ユーザにとっては、半導体の売上を最も押し
上げる用途が昨年同様、スマートフォン 
などの無線通信だと聞いても驚かないで
しょう。加えてKPMGの調査結果では半導
体の用途はさらに広がりつつあることを 
示しています。そのため半導体企業がフォー
カスする用途も広く分散化する傾向にあり

ます。無線通信、IoT、有線通信、コンシュー
マーエレクトロニクス、産業機器、自動車、 
クラウドコンピューティング、ロボティクス 
／ドローン、セキュリティ、AIすべてが、
来年の売上を押し上げる「とても重要な
用途」として挙げられています。AIは、昨年
はかろうじて「とても重要な用途」に入る
程度のものだったことに注目すべきです。
IoTは、圧倒的な量をベースに結果を出すと
みられます。またクラウドコンピューティング
は、消費者が写真、メール、音楽や他の

個人データの保存容量拡大を求め続けた
ことから、飛躍的に伸びています。もはや
この業界を牽引している用途はほんの2、3
ではなく、10～11の用途であることは明ら
かであり、極めて重要です。さらに多くの
用途に対応するには、より柔軟性の高い
チップとシステムが必要です。新しい技術
が主流になり始めると、半導体メーカーは
さらにR&Dの効率性を高める必要がでて
きます。
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13 Semiconductors face China-US trade restriction risks（Oxford Analytica Daily Brief, 2017/5/12）

用途
2017 2016

% 平均 % 平均

スマートフォンなどのモバイルデバイスを含む無線
通信 75% 3.9 84% 4.1

コネクテッドホーム、スマートシティ、パーソナル
ウェアラブルを含むIoT 63% 3.8 56% 3.6

有線通信 60% 3.6 56% 3.4

コンシューマーエレクトロニクス 59% 3.5 61% 3.5

産業機器 59% 3.5 60% 3.5

自動車 55% 3.5 65% 3.5

クラウドコンピューティング 43% 3.4 27% 3.0

ロボティクス／ドローン 45% 3.2 44% 2.9

バイオメトリクスを含むセキュリティ（2017） 
バイオメトリクスとセキュリティ（2016） 45% 3.2 48% 3.2

人工知能／コグニティブ／ディープラーニング 43% 3.2 18% 2.9

機会（続き）
以下の各用途は、来年度の貴社の半導体売上を伸ばす上でどの程度重要ですか（5段階で重要ま
たはとても重要を選んだ回答者の割合）。

1=全く重要ではない、5=とても重要

リストの一部を抜粋

出典：グローバル半導体調査2017

グローバル市場

過去10年間にわたり売上の大半を占めてきた半導体大国の米国と
中国は、KPMGの調査によれば、向こう3年間においても、半導
体の売上成長を牽引する最も重要な地域としてのポジションを
維持し続けます。しかしながら両国は1年前に比べると重要性が
低下したとみなされています。両国の売上が減少すると予想される
のは、両国間における貿易上の制約が関係しているかもしれま
せん13。中国で売上の高成長が見込まれているのは、半導体産業
を現地化し輸入への依存度を下げようとし続けていることからだ
とみられます。

さらに他国も力強く成長し始めています。世界中でコンシューマー
テクノロジーの用途が増え、新興市場にグローバルなテクノロジー
ビジネスのハブが現れれば、近い将来、台湾、日本、韓国、
インド、ブラジルで半導体の売上が増加すると回答者は予想して
います。2大市場への依存度が下がれば、半導体メーカーはター
ゲットを広げ、これまで未開拓の地域で積極的に機会を追求する
必要が生じるでしょう。
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2017
2016
2015

課題
多様な課題がエグゼクティブを眠れなく
する

将来の見通しは明るいとはいえ、エグゼク
ティブは多くの悩みを抱えています。平均
販売価格（ASP）の低下、多様な顧客ニーズ
への対応、製造・バックエンドの設備の
コスト高、ムーアの法則・スケーリングの
継続、生産設備の制約など、幅広い問題
に悩まされています。

平均販売価格（ASP）の低下は業界が直面
する最大の課題です。現在最も有力なセグ
メントであるメモリにおいて十分な製造
設備のもと供給が潤沢にされた結果、在庫
が過剰になっており、いずれ価格が横ばい
になることは間違いありません。

多様な顧客ニーズへの対応が2番目に大きな
課題（42％）であり、前年の調査から最も
大きく順位を上げています。これは半導体
メーカーが新しい機会の獲得に向け、新し
いセクター、用途、地域の多様化を重視
していることと関係しています。

クロスボーダーの規制は今回の調査から
新たに追加された項目であるにもかかわ
らず、23％もの回答者が今後3年間に業界
が直面する重大な課題の1つに挙げてい
ます。サプライチェーンがグローバル化して
いることや、貿易協定や税制改革の状勢が
変化していることを考えると、これは意外
なことではありません。

2年前には一番に挙げられていた「研究開発
費の増加」は他の課題の重要性が高まった 

ことに伴い、今回は7位となっています。
2017年に記録的な売上成長を遂げたこと
が影響した可能性もありますが、2016年
の調査でも同様に下落していました。おそ
らくゼロベース予算、データ分析（D&A）、
アジャイルに関する方法論をはじめとする
R&Dの効率化手法が導入されたことで、
多くの回答者の目には、この課題が十分
に対応されたと映っていると考えられます。

今後3年間で半導体業界が直面する最大の課題は何だと思いますか。

49%
63%

29%

32%

36%

23%

30%

43%
35%

41%
27%

41%

23%

50%

45%
31%

15%

42%

40%

研究開発費の増加

平均販売価格（ASP）の低下

多様な顧客ニーズへの対応

製造・バックエンド設備の
コスト高

ムーアの法則・
スケーリングの継続

生産設備の制約

クロスボーダーの規制*

*2015年、2016年には選択肢なし    複数回答可

出典：グローバル半導体調査2017
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Creating next-generation R&D
With semiconductor R&D costs rising, there is no time to waste in evolving  
the R&D process. Incorporating D&A and Agile methodologies into the 
R&D process can yield better ROI, bring focus to future markets, and  
become a competitive advantage. We recommend four immediate actions: 

1   assess your current product development methodologies and
your data sources and uses; 

2  determine the essential data points within the product development process; and 

3  Build an adaptable platform for data analysis; and

4   establish a baseline of performance. Read our complete insights in  
Evolving the D&A of semiconductor R&D.11

1

2

3

まとめ
半導体業界は拡大フェーズにあり、前途は明るいと思われます。
2018年の売上予想は良好です。回答者の半数以上が、来期は
研究開発費と資本投資を拡大すると回答しています。半導体産業
における就業者数人口が縮小すると予想した回答者はほとんど
いません。

戦略的優先項目の上位（多角化、M&A、タレントマネジメント）は
一貫していますが、昨年ほどではありません。今回のランキング
では、当然のことながら「破壊的技術の導入」と「サイバーセキュリ 
ティリスクの最小化」が上昇しています。逆に、顧客に対する提供
価値を向上させる「製品化のスピード向上」や、特に長年M&Aを
してきた企業にとって必要な「ビジョン・文化・目的の明確化」、
「多様性／インクルージョン」のランクが昨年を下回ったことは予想
外です。

IoT、自動車、AI、クラウド、ロボティクス／ドローンなど、さま
ざまな新しい用途の重要性が高まり、次第に複雑な半導体製品
が求められるようになっています。これは成長にとっては良いこと
ですが、以下の項目に対し、如何に統制をきかせるかといった
課題に直面します。

•研究開発費の支出

•買収先企業のターゲット設定（半導体か周辺技術か）

•製品やシステムに組み込むセキュリティの設計

平均販売価格（ASP）の低下は今後3年間も引き続き最大の課題で
あるとみられていますが、昨年よりも縮小しています。顧客ニーズ
の多様化への対応が今回は2位に急上昇し、当面は高い順位を
維持すると予想されます。また、今回はクロスボーダーの規制が
選択肢に加わったことも注目されます。

次のステップ
2018年に半導体業界のリーダーが注意すべき重要なテーマがいくつかあると考えられます。

製品とシステムのセキュリティ。ネットワークの入口となるコネクテッドデバイスにチップが使われるケースが増えるため、サイバー
セキュリティ対策は必須です。自動運転車、医療ロボットなどいくつかの技術が現実となるに従い、その必要性はますます高まり
ます。サイバーセキュリティ対策では不正行為の機先を制する必要があり設計段階から優先すべきです。

R&Dの効率性。多様な顧客ニーズと新興技術が、R&Dの効率性や予算を圧迫しています。研究開発費を効率的に市場機会に
整合させているとした回答者は半数にすぎません。企業は、最も収益性の高い製品ポートフォリオを特定し追求するよう統制を
しなければなりません。データ分析（D&A）とアジャイルに関する方法論を採り入れることも、R&Dの効率性を高める方法です。

カルチャー。過去数年にわたってM&Aを実施してきた企業は、新たに加わったオペレーションとカルチャーの統合を継続しな
ければなりません。また、そうした統合の課題を抱えていない企業であっても、多様性に富み、高潔志向で、包括的な企業
文化を伝え、育てていく必要があります。これは、現事業環境においてすべてのテクノロジー企業に求められることであり、
それこそがスマートなビジネスです。これは、戦略的優先項目の上位に挙げられるタレントマネジメントにも影響を与えます。
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変化し続ける破壊的テクノロジー 2017（第1部）
世界に広がるイノベーション・ハブ
2017年3月（2017年9月翻訳版発行）

企業規模の大小を問わず、イノベーションの促進が重要な経営課題となる中、テクノロジー・イノベーション
の震源地が複数の国や地域に分散傾向にあります。シリコンバレーに続くイノベーション・ハブとしての地位
確立を志向する国や地域におけるエコシステムや政府による支援・奨励策の動向などについて解説しています。

変化し続ける破壊的テクノロジー 2017（第2部）
イノベーションの融合が拓く新潮流
2017年7月（2017年12月翻訳版発行）

KPMGが世界のテクノロジー産業のリーダーを対象に実施した「テクノロジー・イノベーション調査」の結果を
基に、テクノロジー産業のリーダーが新しいテクノロジーを導入する際に直面する課題や、破壊的テクノロジー
の事業化機会の評価を試みつつ、産業構造と企業のビジネスモデルの抜本的な変革の契機となり得る最も
有望な破壊的テクノロジーについて解説しています。

破壊的技術の兆候：テクノロジーセクター
『破壊される破壊者』
2016年11月（2017年3月翻訳版発行）

テクノロジー企業は常に変化に晒されています。次から次へと現れる新しい技術がテクノロジーセクターを
破壊しつつある今、テクノロジー企業のリーダーが最善の選択をするためにはどうすれば良いのでしょうか？
KPMGは、世界規模で実施した「破壊的技術（Disruptive Technology）」に関する意識調査で得られた洞察
を基に、テクノロジー企業のリーダーがどの技術を、いつ採用するかを決めるための指針となる枠組みを組み
立てました。

破壊的技術の兆候：メディアセクター
『行動喚起』
2017年1月（2017年4月翻訳版発行）

グローバル化、規制の変化、顧客需要、そして破壊的技術（Disruptive Technology）など、さまざまな要因
が重なって、企業の寿命はかつてないほど短くなっています。ますます多くのテクノロジーがメディア業界を
破壊し続け、メディア関連企業のリーダーにチャンスと脅威をもたらしています。KPMGは、世界規模で実施
した「破壊的技術」に関する意識調査を基に、破壊的技術に由来する課題やチャンス、組織的変化、投資、
重要業績指標についての洞察を提供しています。

破壊的技術の兆候：通信セクター
『つながった世界に力を与える』
2016年12月（2017年4月翻訳版発行）

今、通信セクターでは革命が起きつつあると言っても過言ではありません。主要プレイヤーたちは、コモディティ
化された回線提供者となってしまうのを避けながら、高速かつ安全で、信頼性のあるネットワークの提供が
求められています。KPMGは、世界規模で実施した「破壊的技術（Disruptive Technology）」に関する意識
調査で得られた洞察を基に、通信会社のリーダーがどの技術を、いつ採用するかを決めるための指針となる
枠組みを組み立てました。

最新のレポート
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KPMGが提供
可能な支援
KPMGグローバル半導体部門

現在テクノロジーは私たちの日常
生活のほぼあらゆる側面に関わって
います。半導体業界は破壊的要因に
うまく対処し、新たに出現する機会
を捉えることができれば、デジタル
化が進むコネクテッドな世界から利益
が得られます。KPMGグローバル
半導体部門は、半導体メーカーが
この新しい世界にうまく対応し、優位
に立つためのサポートをご提供いたし
ます。世界に散らばるKPMGのプロ
フェッショナルがあらゆる規模の半導
体業界のお客様と協力し、現在の
差し迫ったビジネス課題の先を見据
え、短期・長期の両方で成功が収め
られる最適なポジションに向けた
戦略的な選択を予測します。

この調査について
本書は、KPMGが毎年実施しているグローバル半導体調査の第13版です。
この調査では、世界の半導体メーカーに影響を与える現在と近い将来の
トレンドや課題を特定し、売上高、利益率、人員増加、支出などの要素
について業界リーダーの予想を反映した指数を提供します。2017年第4
四半期に、Forbes InsightsがKPMGに代わって、世界の半導体メーカー
のシニアエグゼクティブ150人に対しウェブベースのアンケート調査を実施
しました。米国の回答者が全体の51％、中国の回答者が15％、それ以外
のアジア太平洋が24％、ヨーロッパおよびその他の国は10％を占めます。

調査回答者の83％は年商10億ドル以上の企業に在籍しているため、この
エグゼクティブの回答には、業界リーダーの見解が反映されています。
年商10億ドル未満の企業は、回答者の17％を占めています。本レポート
に掲載されているグラフはすべて2017年グローバル半導体調査のデータ
に基づくものです。ただし、過去の調査年の結果も一部含まれています。
一部の図表のパーセンテージは、端数処理のため合計が100％とならない
場合があります。

貢献者
本書は、下記のメンバーの協力を得て作成したものです。

Laura Bubeck　 Manager, Content Creation, KPMG米国

Hasan Dajani　 Associate Director, Primary Research, KPMG米国
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