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はじめに
2019年、中国は世界の半導体の50%以上を消費した1。2020年の中国の総消費額
は2310億ドルと予測されており、そのうち1900億ドル以上が国外の半導体メーカー
から供給されたものである2。中国での混乱は、世界中の企業やエレクトロニクスの
バリューチェーン全体に大きな影響を与える可能性が高い。

COVID-19 は個人にも企業にも大きな影響を与えている。2月中旬の時点で、中国全
土で何百万人もの人々が、ある程度の渡航制限を受けている3。加えてCOVID-19 の
拡大抑制のために重要な電子機器製造拠点が一時的に休止した4。この一連の出
来事は世界のサプライチェーンに打撃を与えており、材料・部品・完成品が不足す
るサプライヤと、家電や自動車といった半導体を必要とする製品5への支出が抑制
される消費者の双方に影響をもたらしている。

 

COVID-19 がどれほどのダメージをもたらすのかはさまざまな見方があるものの、
欧米では既に感染者の爆発的な増加が起きており、世界中のそれ以外の地域にも
広がりを見せている。

COVID-19 の影響の全容はまだ明らかになっていないが、材料から最終製品に至る
までのエレクトロニクスのバリューチェーン全体に及ぶと見られており、特に半導
体製造に関わる企業に大きな打撃を与える可能性がある。COVID-19は、今日のエ
レクトロニクスおよび半導体バリューチェーンの潜在的なリスクと脆弱性を露呈さ
せ、半導体業界にグローバルサプライチェーンモデルの転換を検討するよう迫って
いる。COVID-19は、半導体業界にリスクと潜在的な障害点を根本的に再考させる
"ブラックスワン"となるかもしれない。
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短期的な混乱
COVID-19 の拡大を抑制しながら、政府の規制を遵守し、ビジネスリ
スクを管理するために、半導体企業はグローバルサプライチェーンへ
の影響を軽減する措置を検討する必要がある。そうした決定は、
3つのタイプに分類できるが、それぞれが短期的にはサプライチェー
ンの混乱を引き起こす可能性がある。
 

   業務面の対策⸺従業員と企業のリスクを制限するための
         短期的な措置

   運用面の対策⸺サプライチェーンと製造オペレーションの変更
 経営面の対策⸺戦略・組織全体の意思決定 

これらの短期的な対策は、エレクトロニクスのバリューチェーンの上
流と下流双方で供給と実行に混乱をもたらす可能性が高い。そのた
め、部品の不足 （または欠品）が生じ、半導体基板やシステムの製造
だけでなく、企業が部品を保有していても、それを適切な場所に配置
することが困難なためにロジスティクス内にもボトルネックが生じる
可能性がある。これらの要因は、半導体を必要とするバリューチェー
ン全体の企業に悪影響を及ぼし、供給不足や需要低下が原材料レベ
ルにまで波及する可能性がある。

また社内外のミーティングや社外イベントが減る、あるいは遅れるた
めに、設計や決定などバリューチェーン内の速度が遅くなるなど、すぐ
には気づかれないような影響が生じる可能性もある。
こうした影響は、新製品のスケジュールが遅れ、製品の市場投入戦略
が変更されるなど、より時間が経ってから実感される可能性が高い。
影響の全容は次世代製品で初めて明らかになると言える。

サプライチェーンの混乱に対して
企業はどれだけ脆弱か？

11%

25%

30%

多くの企業はサプライチェーンリスクに
脆弱であり、重大な影響を受ける

考えられる財務的な影響は？

重大なサプライチェーンの混乱に迅速か
つ戦略的に対応できない場合の収益のリ
スク 6

公表されているサプライチェーンの混乱に
よる平均株価の下落 6

サプライチェーンの混乱を発表する企業の
株主利益率が競合企業に比べ低下 6

今後24ヶ月以内に混乱を
経験する可能性があるメー
カー 698%

工場または物流センター
の停止を想定した戦略的
バックアッププランをも
つ企業 7

53%

拠点の一つで災害が発生し
た場合でも供給が可能な
サプライヤを確保している
企業 7

49%

サプライチェーンが中程度ま
たは深刻な混乱状態に陥っ
た後、24カ月以内に倒産した
企業 8

20%

 

コスト

リスク・
エクスポージャー

緩和機能

サプライチェーンの混乱に対して
企業はどれだけ脆弱か？

業界全体にわたる過去の混乱から明らかなように、 
COVID-19 を含むサプライチェーンリスクは、次のような
重大な悪影響をもたらす。
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種類 対策

 • 旅行制限の実施

 • 自社施設への来訪者による感染リスク拡大の把握

 • 在宅勤務の指示

 • 一時帰休の拡大

 • デジタルを活用した重要な会議（音声もしくはビデオ）の実施

 • 工場の操業削減や停止

 • 需給調整と顧客対応方針の更新

 • 他国からの部品調達

 • 受注履行のための代替事業所の確保

 • 生産計画の見直し

 • リアルタイムで状況をモニターするための戦略本部の設置

 • リスク評価の実施

 • 事業継続計画の実施と更新

 • 現行の統合事業計画を更新し、予測、コスト、リードタイム、受注残対応、雇用、
労働力管理への影響を把握

短期的な混乱の管理
短期的には、半導体メーカーは事業継続計画（BCP）を実行し、「通常営業」 ができる限り続くように努力すべきであ
る。予期せぬCOVID-19の登場により、企業は既存の事業継続計画や安全計画をすべて見直し、あらゆる角度からの
対策を講じる必要に迫られている。 

業務

運用

経営

以下は企業がとるべき主な対策である。
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長期的には、半導体企業は地理的な集中とレジリエンス（回
復力）の欠如のリスクに対処するために、サプライチェーン戦
略と事業モデルを再検討すべきである。多くの企業は、低コス
トの労働力、有利な税制、供給者と顧客のシナジー得るため
に、製造拠点を地理的に集中させている。
しかしこのモデルは、世界中で何兆ドルもの収益を生む産業
に単一障害点（Single Point of Failure, その一か所が停止する
と、システム全体を停止させてしまう部分）をもたらす。グロー
バルエコノミーにおいてこれらの障害点は、広範囲にわたる混
乱をもたらす重大なリスクとなる。単一障害点からの教訓は、
過去の破壊的な出来事での経験から得られてきた。
2011年の日本の地震と津波の結果も一例である。当時、世界
市場で重要な自動車部品の60%を福島県が担っていた9。企業
は、コスト競争力とコンティンジェンシープラン（例えば、安全
在庫をより多く設定するなど）およびジャストインタイム （JIT 
）製造原則とのバランスをどのように取るかについて、批判的
に考え始めた。その結果、世界の自動車サプライヤは、在庫の
積み増しやモデル間での部品の標準化、代替製造能力の確
立、製造装置のバックアップの確保を含めて、自動車部品の使
用方法、生産方法、そして調達方法を変更した10。

半導体企業は、地理的に集中したモデルに頼るのではなく、 
「アジャイルサプライノードネットワーク」モデルへの移行を検
討する必要がある。このモデルは柔軟性があり、単一障害点を
防ぐ複数の経路を可能にする。このモデルでは、企業はコスト
と望ましい継続性および持続可能性のレベルとのバランスをと
る必要がある。企業は地理的に集中した機能（例えば工場、
適正技術、工具の製造とサポートなど）を近隣地域に分散し、
代替供給源を設定することで、地域的規模を獲得することが
できる。十分な生産力が国内に保有されつつ、他の連携され
た地域ノードも増築される。パフォーマンスを測定・監視する
ためには、カントリーリスクをモニターし、供給網全体の継続
性、柔軟性、持続可能性を保証する、より地域的な、またグロ
ーバルなネットワークベースの指標を検討すべきである。国単
位の拠点から、より地域的でグローバルな供給網への移行に
は、新たな製造・供給ノードを必要に応じて迅速にスケールア
ップすることを可能にする人材プールとインフラに投資・開発
するための産業コンソーシアム、そして協力的アプローチが必
要である。

アジャイル
サプライノード
ネットワーク
モデル

シンクロナイズド
プランニング

複数拠点の販売・生産・在庫計画を
連動させ、計画策定の迅速性と

精度を高める

顧客から発注を受け、納品するまで
のリードタイムを短縮化しながら、

コストとのバランスを最適化する

デジタルデータを活用して
バーチャルに設計・開発を行い、

生産機能との連携を強化する

顧客とエンドユーザー市場や
需要・供給に関する情報を連携し、

サプライチェーンの変化対応力を高める

工場や物流に関するデータをIoTで
可視化し、データ分析に基づいて

工場の生産性を向上する

AI等の先端技術を活用しながら
フレキシブルで需要への
即応性が高い供給を行う

顧客との
連携

スマート
ファクトリー

インテリジェント
サプライ

デジタル開発

ダイナミック
フルフィルメント

長期的な影響
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終わりに
COVID-19 がサプライチェーンと世界的な成長をどこまで混乱させるのか、全容はまだ見えないもの
の、半導体業界にとっての課題であることは明らかである。短期的には企業は混乱を管理するため
のコンティンジェンシープランの実施に集中すべきである。長期的には半導体企業は自社のサプラ
イチェーン戦略と事業モデルを再評価した上で修正も検討し、単一障害点の軽減に取り組むべきで
ある。COVID-19 はグローバルサプライチェーンは脆弱であり、破壊的事象は全く予想外の発生源
から生じる可能性があることを我々に思い出させている。今日のパラダイムを再考し、より回復力の
あるアジャイルな半導体供給網として再構築するために、半導体メーカーとサプライヤが協力する
べき機会となるのかもしれない。
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