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原著：
「IoT opportunity in the world of semiconductor companies」
注意事項：本誌は Deloitte US テクノロジー・メディア・通信インダストリーが2018年7月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳・加筆し、
2018年12月に発行したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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日本語版発刊に寄せて
1940年代後半にトランジスタが実用化されて
から70年余り、1959年に集積回路（IC）が発明
されてから60年程が経とうとしている。その間、
半導体に関連する技術は一貫して進化を続け、
市場も製造装置や検査装置、材料など裾野を
拡大しながら持続的成長を遂げてきた。
近年、国境を跨った巨額の資金が動くM&Aが
頻繁に発生している。ムーアの法則を中心とし
た製品性能を巡る技術競争から、規模を追求し
た合従連衡が重要な局面に入った。競争が激
化し、収益を安定的に確保することがより難し
くなっている。一方、IoTのように半導体業界に
とっても新規と呼べる市場が生まれ、将来に向
けて事業ポートフォリオを再構築することが重
要になっているといえるだろう。
本稿では、市場が立ち上がりつつあるIoTにつ
いて、半導体業界にとっての事業機会を考察し
ている。特に重要な市場として、産業用、自動
車、スマートシティ、ヘルスケア、消費者向けの
5分野を取り上げた。対象分野ごとに章を分け
ており、読者にとって関心の強い章のみお読み
いただいて構わない。また、これからIoT向けの
事業開発を検討される方は、最初から読み進
めていただければ市場のトレンドと主な成功要
因がつかめるであろう。

全市場において一貫して当てはまることは、単
なる部品提供からエンドツーエンドのソリュー
ション提供に視野を広げること、そのためにエ
コシステムを構築するまたはエコシステムに入
り込むこと、エコシステムに資するデジタル販
売プラットフォームを構築すること、セキュリ
ティとプライバシーを確保すること、エンドユー
ザーのニーズを注意深く観察しながら業種カス
タマイズのサービスを提供すること、である。
IoT市場を強化したからといって、短期的に財
務効果を創出することは容易ではない。しか
し、今取り組まなければ手遅れになるのも事実
である。市場構造やプレーヤーが固まった後に
進出を強化しようとしても、残された手段は既
存プレーヤーの買収のみになるであろう。だか
らこそ中長期を見据えた戦略を今から構築する
ことが必要であると考える。
半導体業界は新たな競争のパラダイムに直面
し、戦略的な岐路に立たされているといえない
か。新しく生まれる市場にどのようなチャンス
を見出し、どのような組織能力を具備すべきな
のか。本稿が貴社にとってのIoT事業機会を検
討する上での一助となれば幸いである。

首藤 佑樹

Yuki Shuto

デロイト トーマツ コンサルティング 合同会社 執行役員
デロイト トーマツ グループ・テクノロジーセクター日本リーダー

電機、半導体・電子部品、システムインテグレーション、産業機械、消費財、
メディア等の幅広い業種に対し、戦略立案にとどまらず、組織・オペレー
ション改革まで組み合わせた抜本的な企業変革の実績が豊富である。
また、昨今ではAIやIoT等の先端技術を活用したデジタルトランスフォー
メーションも多数支援している。モニター デロイト ビジネストランス
フォーメーションプラクティスのジャパンリーダーを兼任。
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IoTの事業機会：
半導体企業の
未来

半導体企業はIoTを活用する社会の実現をリードすべき

自社製品のコモディティ化が進み、高い利益率
の確保がほぼ不可能な場合、どのようにして企
業としての価値を高めることができるだろうか。
ソリューションを提供するためのエコシステム
を構築すれば、モノのインターネット
（IoT）は半
導体企業に事業機会をもたらすことができる。
半導体市場はイノベーションと成長に向けた時
期を迎えている。
では、変化をもたらすためには何が必要だろう
か。半導体は、私たちが日常生活で使用するす
べての電子機器の基盤となっている。1日を始
めるための目覚まし時計や電子レンジから、仕
事に使う携帯電話やノートパソコンに至るま
で、私たちが頼りにしているものの多くは半導
体チップによって動いている。このように多くの
場面で必要とされている状況にありながら、半
導体企業は重大な岐路に立たされている。リー
ダー達は、スマートな方法でビジネスを成長さ
せるための新しい戦略を必要としている。

三つのパワー

変化を引き起こしている主要トレンド
半導体業界は近年、克服することが困難な三
つの主要トレンドの影響を受けている。

• 製品の性能がピークに達しつつある：ムーア
の法則では、高密度集積回路内のトランジス
タの数、つまり性能は、ほぼ2年ごとに倍増す
るとされており、これは長い間実証されてき
た。過去数十年の間にコンピューターはます
ます小型化、高速化し、この理論は信憑性を
増してきた。しかし近年、この現象は鈍化して
いる。半導体のピーク性能は横ばいになり始
めているかもしれない。

• 業界における経済的利益の低さ：この業界の
ほとんどの企業は、安定して利益を生み出す
ことに苦労している。競争は激しく、製品がコ
モディティ化している場合には利益率は下が
る。場合によっては、需要の大きい製品で長
い期間をかけて獲得した利益が、新製品の売
り出しに失敗することによって失われてしまう
ことも起こり得る。

• テクノロジーバリューチェーンにおける破壊
的なイノベーション：収益性の低下を経験し
ている多くの半導体企業は、チップの販売よ
りもインテグレーション、ソフトウェア、サービ
スからより多くの価値を見出している。多くの
企業では、ハードウェアエンジニアよりもソフ
トウェアエンジニアの方が多くなっているが、
これらへの対価が顧客から支払われないこ
ともある。基本的に、半導体企業はより多くを
提供する一方で、得るものはより少なくなって
いる。このような状態は長く続けられるもの
ではない。
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課題があるところには、 半導体企業は
事業機会がある
IoT戦略をどのように
考案すれば
成長するIoT市場の有効活用
このようなトレンドの影響を克服するために、多 よいのだろうか

くの半導体企業が自己改革に取り組んでいる。
業界のリーダーは、次のような取り組みを行っ
ている。
• 合併・買収によって利益率を向上し、結果とし
て生じるスケールメリットを受ける。
• 製品ポートフォリオを拡大し、IoTのようなよ
り収益性の高い市場セグメントに移行する。

半導体企業にとっては、IoT市場を通じてエンド
ユーザーに価値を提供する大きな事業機会が
ある。IoTデバイスやセンサーは、さまざまな業
界でデータの収集と処理に重要な役割を果た
す。それらによって新しいサービスが生まれ、コ
スト削減の事業機会が創出される可能性が有
る。新しい発見について洞察を得ることができ、
品質問題をより早く発見し、アウトプットを改善
するのに役立つのである。
ヘルスケアや自動車など一部の産業では、人々
の命を救うことさえ可能とされる。IoTセンサー
やデバイスが周囲を感知し、その状態を伝え、
収集されたデータを処理してその環境に最適
な対応を判断する能力は、非常に有望である。
市場規模も同様に有望で大きなものが期待さ
れている。

IoT半導体支出は2020年には340億ドルにな
ると予測されている1。同時に、IoTエンドポイン
トにおける電子機器への支出は5720億ドルに
達すると予測されており半導体企業はデバイス
販売以外の収益成長の事業機会を得ることに
なりうる2。
しかし、増収による利益増を実現するために
は、半導体企業は製品開発と市場戦略をIoT市
場のために適応させる必要がある。
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ビジネス・エコシステムの構築
事業に必要な包括的IoTソリューションを提供
するためには、端末メーカー、通信機器、接続
プロトコル、クラウドサービス事業者、IoTプラッ
トフォーム、アナリティクス、システムインテグ
レーターなどが必要となる。さらに、IoTはさま
ざまなエンドユーザーのニーズを持つ、生まれ
たばかりの細分化された市場であり、一つの企
半導体企業はもはや、
この市場で価値を創造す 業がすべての技術を保有することは不可能であ
るための単なる部品プロバイダーであることは る。IoT市場の本質は、ビジョンを共有し、補完
できない。IoTスタックの要件全体を把握し、場 的なアセットとスキルを持つ企業群のエコシス
合によっては市場での普及を容易にするため、 テムを必要とするところにある。半導体企業は
事業化に必要な包括的なソリューションを作り このようなエコシステムを構築し、エコシステム
出す必要がある。代表的な電子機器内のサブシ に参加するパートナーと共同開発したソリュー
ステムで構成される典型的なIoTスタックを図1 ション全体を設計し、実現し、管理することで、
に示す。左側のボックスは、通常センサーを含 事業全体の司令塔となりえる。
むデバイスとなる。携帯電話や、ヒトの心臓の動
きを記録する医療機器などが考えられる。デバ エコシステムに参加するパートナーの獲得
イスと、デバイスと通信するIoTプラットフォーム 長期に亘って継続可能となるエコシステムは、
の両方に、受信したデータを分析して整理する 関係するすべての当事者にとって利益のある状
機能がある。
況を作り出す。エコシステムを成功させるため
には、半導体企業はパートナーを理解し、開発
IoTプラットフォームには、データを解釈し、分 し、育成して成長させる必要がある。そのため
析結果をアプリケーションを通じて送信する機 には、パートナーへの技術的、ビジネス的、財
能もあり、人々やデータ提供者に見解や警告を 政的な支援が必要となると考えられる。
提供する。セキュリティは、データが収集されて
からアプリケーションで提供されるまでのすべ また、半導体メーカーには、製品戦略を調整す
ての段階で重要な要素となる。図に示されてい る必要も生じてくる。半導体企業は、電力、機
るように、半導体企業には、感知、分析、通信、 能、フォームファクター、セキュリティの間でト
セキュリティの4つの主要分野で製品とサービ レードオフを行うことに加えて、IoTエコシステ
スを提供する事業機会がある。また、スタックの ム実現に向けた提携を可能にする追加機能や
他領域でサービスを提供するための未開拓分 製品を検討する必要がある。そのようなサービ
野の事業機会もある。サムスンはすでに、クラウ スには、IoT開発者向けにカスタマイズされたソ
ドプラットフォーム、アナリティクスサービス、ク フトウェア開発キット
（SDK）
や、クラウドプラット
ラウドインテグレーションの容易さなどを持つ フォーム、アナリティクスアプリ、システムインテ
ARTIKプラットフォームを提供することで、この グレーションサービスへの接続を容易にするこ
方向に進んでいる。
とが含まれると考えられる。
事業機会は大きいものの、IoT市場には半導体
企業にとって参入障壁となる課題がある。これ
らの課題は、急速に変化し細分化された市場か
ら、セキュリティやプライバシーの問題、市場投
入における業界固有の微妙な差異にまで及
ぶ。半導体企業は、次のような方法でIoT戦略
を取り入れることができる。
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図1 IoTスタック略図
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サービス販売のためのデジタルプラット
フォームの構築
事業に必要なエコシステムを構築する最善の
方法は、顧客の明確なビジネスに沿って構築す
ることである。しかしIoT市場は、さまざまな業
界や用途で、さまざまなエンドユーザーの要件
が細分化されている。このような広範で細分化
された市場でのサービス提供のためには、包括
的なソリューションに必要な要素を提供する事
業者の協業と、その協業を促進するデジタルを
活用したプラットフォームが不可欠となる。販売
のためのデジタルプラットフォームは、事業機会
の特定からソリューション開発まで、パートナー
間の協業を支援する。例えば、マネジメントが
高度化すれば、事業機会を明らかにし、クラウ
ドプラットフォーム運営者、データサービス運営
者、アプリケーション/アナリティクスデベロッ
パー、サードパーティのシステムインテグレー
ター、コンサルタントなど、どのパートナーが取
引に参加すべきかを決定することができる。こ

分析

通信

のような統合的な事業推進を支える仕組みに
より、半導体企業は、現在非常に細分化されて
いるIoT市場を多くのサブセグメントで網羅する
ことができるという明確な利点がある。また半
導体企業の顧客にとっては一つの窓口にコンタ
クトするだけで済むという利点がある。

セキュリティとプライバシーの確保
セキュリティとプライバシーはIoT製品の普及を
左右する。課題としては、ハードウェアの脆弱性
だけでなく、IoTシステムの統合や実装の際に
生じるセキュリティギャップや、リモートデバイ
スへのアクセス、通信、管理の際に生じるセキュ
リティギャップがある。これらの問題を軽減する
機能とソリューションには、ソフトウェアベース
のAPIセキュリティが含まれることが多い。この
ようなセキュリティ手段によって、デバイス間の
データ移動の認証および許可が可能となる。
ファームウェアの信頼性を担保するためには
ハードウェアベースの信頼性の高いプラット

セキュリティ

未開拓分野の事業機会

フォームと実行戦略の策定が欠かせない。組み
込み型の暗号化モジュールを使用して、PKI（公
開鍵暗号基盤）と多要素認証によるアクセスを
実現する。ギャップを確実に埋めるためには、
この作業を単独で行うべきではない。パート
ナーと協力し、潜在的なセキュリティ問題を明
らかにし、解決する必要がある。
業界ニーズに合わせたカスタマイズ
このような共通のテーマに加えて、各分野の微
妙な差異によって、特定の製品戦略と市場進出
戦略が必要となる。これらの市場に製品を投入
するには、顧客が何を実現しようとしているの
かを把握することが重要である。半導体メー
カーは、産業用、自動車、スマートシティ、ヘル
スケア、消費者といった市場でのIoT事業機会
に特に関心を持つべきと考えられる。本稿で
は、これらのセクターについて、また半導体企
業にとっての市場事業機会について詳しく見て
いき、成功する方法を探っていく。
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産業用
市場概要

最も注目されている業界

産業用半導体セクターは2016年に350億ドル、
2020年には580億ドルまで成長し、2022年ま
でのCAGRは11.8%（半導体全体の成長の約2
倍）になると予測されている3。
半導体メーカーが顧客のニーズに合ったIoT製
品やサービスを提供できれば、このセクターに
は非常に大きな事業機会が期待される。

第4次産業革命を
迎える

IoT事業機会とセンサーデータが
スマートファクトリーを生み出す
産業用セクターはIoTのシンボルであり、デジタ
ル時代の到来とともに破壊的なイノベーション
が起きつつある。IoTソリューションは、多くの場
合、一つの工場の壁をはるかに超えて、企業に
サービスを提供する供給業者、流通業者、物流
組織の現場に広がる産業用セクターのネット
ワークを構築する。このネットワークは、物理的
な現実と新しい技術を融合させ、より適切な情
報に基づいた意思決定が可能な、相互接続さ

主要用途は工場内

れたデジタル企業を生み出すのに役立つ。セン
サーは個々の製品が工場を通過し、トラックに
積み込まれ、倉庫に入る過程で、それらを追跡
しながらデジタル記録を作成する。機械が異常 アセットパフォーマンス管理
を感知すると、監督者に警報が送られる。業務 （Asset performance management,
の運用データは現場で収集され、アルゴリズム APM）
の活用により従来の問題検出手法よりも1年早 メーカーにとって、計画外のダウンタイムは大
く品質問題を特定する。この現象により、今では きな負担となる。APMは、不要なメンテナンス
インダストリー4.0と呼ばれている次の産業革 を削減しながら、資産管理、信頼性、可用性を
命が起こった。インダストリー4.0を採用してい 向上させるアプローチである。APMは、さまざ
る工場はスマートファクトリーと呼ばれている。 まなデータソースを接続し、高度なアナリティク
スを使用してデータを実用的な洞察に変換し、
データをリアルタイムで調整し学習する機能に 組織全体での協働と知見の共有を促進する5。
より、スマートファクトリーの応答性、先行性、 APMは、必要な要求を満たす分だけに機械の
予測性が向上する。また、運用のダウンタイム 動作を厳密に制御し、アセットの損耗を最小限
やその他の生産性の課題を回避できるようにな に抑え、運用コストを削減する。
る5。半導体企業にとって、IoTはどの産業用セ
クターで最も有望なのだろうか。
予知保全
（Predictive maintenance, PdM）
PdM技術は稼働中の機器の状態を判断するの
に役立つように設計されており、保守が必要に
なる時期を予測する。このアプローチは、タス
クが保証されたときにのみ実行されるため、定
期的または時間ベースの予防保守よりもコスト
を削減できることになる。
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成功するためには

大きなIIoT市場を獲得できるエコシステムを
構築する
産業分野におけるモノのインターネット
（インダ
ストリアルIoT：IIoT）市場全体は現在、センサー
メーカー、エッジデバイスメーカー、プラット
フォームベンダ、ネットワークプロバイダー、ア
ナリティクスソフトウェアプロバイダーなどにわ
たって細分化している。前述したように、半導体
メーカーは支配的な役割を果たしており、IIoT
ソリューションスタック内のデバイスセグメント
の中心となる重要な役割を担っている。高度な
分析と通信ネットワークの充実により、IIoTソ
リューションスタックはデバイスからプラット
フォーム、ゲートウェイ、アプリケーションソフト
ウェアにまで拡張された。2020年までに、製造
業とエネルギー産業のIoTエンドポイントにお
ける電子機器市場は 760 億ドルに達すると予
測されている6。多くの企業がすでに事業機会を
認識し、新しい試みに着手している。半導体企
業は、さまざまなコンポーネントを提供する
パートナーとエコシステムを構築し、事業運営
に必要な包括的ソリューションを開発すること

9

で、IIoT市場のより大きな部分を獲得すること
が可能となる。エコシステムを持続可能なもの
にするためには、半導体企業はエコシステムの
パートナーを理解し育成して、成長を可能にす
る必要がある。

プラットフォームとアナリティクスアライアンス
を開発する
完全なエコシステムを構築するだけでなく、半
導体企業はさまざまなプラットフォームの提供
者やアナリティクスソフトウェアの提供者とア
ライアンスを組むことも選択肢とすることがで
きる。

IIoTのプラットフォーム標準は、オープンソース
アーキテクチャに基づいて形成され始めてい
る。これにより、ソフトウェア開発者はプラット
フォーム上でアプリケーションを開発して、多数
の操作を実行することができることになる7。ま
たハードウェアやセンサーのメーカーは最小限
の労力でプラットフォームに接続することができ
る。このため、半導体企業は、プラットフォーム
の提供者と提携して、サードパーティのプラット
フォームと容易に統合できるデバイスを開発す
る必 要 がでてくる。G E D i g i t a l 、N o k i a 、

Qualcommの3社は最近、認可された周波数
帯を使わずにLTE通信を利用してアセットを管

理できるデバイスを開発するために提携した。
GE DigitalによってPredixとの統合が可能にな
り、Nokiaは基地局インフラを、Qualcommは
無線技術とチップを提供している。半導体企業
とプラットフォームプロバイダーが協力して、産
業用インターネットの将来の標準を確立するこ
ともできる。今後数年のうちに、プラットフォー
ム分野での大幅な統合が予想されている。

さらに、アナリティクスソフトウェアの提供者と
のパートナーシップは、半導体企業に大きな成
長の事業機会を提供することとなる。この分野
で利用されているシステムの重要度を考える
と、エッジコンピューティングの必要性は増大す
ると予想され、アナリティクスソフトウェアの提
供 者 はそのデバイスに特 化して動 作するソ
リューションの作成を支援することができるよう
になる。XilinxやCaviumのような半導体企業
は、FogHornのようなIIoTのエッジソフトウェア
プロバイダーと提携し、FogHornソリューショ
ンのシームレスな動作を可能にしている。
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図2 産業用向けの製品事業機会例

必要な
IoTスタック
デバイス
感知
分析
通信
セキュリティ

本業界における主な用途

アセットパフォーマンス管理（APM）

予知保全（PdM）

電気機械センサー、アナログ・デジタル変換器、増幅器
コア分析を実行するためのマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、データセンター

Wi-Fi、Bluetooth、イーサネット通信、近距離無線通信（NFC）、3G/4Gセルラー通信
暗号化、
トラステッドソースモジュール
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自動車
市場概要

どの価格帯のモデルにも電子機能が豊富に搭載される

自動車用半導体の売上高は2016年に340億
ドルに達した。この半導体セグメントは、2020
年には 530 億ドルに成長し、2022 年までの
CAGRは10.6%になると予測されている8。成
長率は平均を上回り、事業機会は産業用市場
と同様に魅力的である。これは、車載電子機器
の増加と、プレミアムモデルから低価格・大量
生産モデルへの電子機能の普及にけん引され
ている9。

IoTによって変わる
運転体験

車両の性能管理やコネクティッドカー向けアプ
リケーション、自動運転等、機器とソリューショ
ンにおける電子的な要素は急増している。想像
してほしい。車が携 帯電話に車両整備スケ
ジュールを通知するだけではなく、修理に必要
な部品をあなたの到着前にディーラーに確保
までしてくれるのである。ドライバーはペダルに
触れずに交通量の多い高速道路を走ることも
できる。では Wi-Fi がない車はどうするのだろ
う？ 若い世代のドライバーが運転するように
なれば、そのような車自体がなくなることであ
ろう。これらの進歩はすべてデジタル処理によっ
て可能となる。さらに踏み込んで考えるとこれ
らの電子機器によって生み出されたシステム

は、必要に応じて車を利用するサービスや、
Insurance-as-a-service（サービスとしての保
険）、電気自動車に蓄えた電気を家で使う仕組
みなどの新しいビジネスモデルを可能にする。

これらのIoTアプリケーションと新しいビジネス
モデルは自動車の過去、現在、未来の姿から得
られる洞察を必要とする。拡張されたビッグ
データアプリケーションの利用可能性によって、
自動車のIoTは従来の自動車テレマティクスソ
リューションを超えて、大量のデータを活用する
ビジネスモデルへと成長することができる。そ
のモデルは、故障や止まることなく、ヒューマン
エラーの余地が少なく、そして願わくは事故が
ほとんどない、より安全な道路になるような、
運転を根本的により良いものへと変えることが
できる。

主要用途は車両内

自動運転
まだ初期段階にあり、増加は緩やかではあるも
のの、その可能性は非常に大きく、事故の減少
から交通量の減少、業務効率化に至るまで、さ
まざまなことが期待されている。
自動運転の車によって、半導体企業には、ソ
リューションを提供する事業機会が生まれるこ
とになる。そのソリューションとは、他の自動

車、インフラ、企業、人々、組織を感知、分析、解
釈、決定、行動し、通信する機能を自動車に与
えるものである。このソリューションには、図3
に示すようなハードウェア、ソフトウェア、データ
通信作業が含まれる。

インフォテインメントシステム
消費者はデジタルの世界でつながることを望ん
でいる。この用途において中心となるのがイン
フォテインメントユニットで、ドライバーはリアル
タイムの車両データにアクセスし、通話に応答
し、音楽を再生し、オーディオブックを聞き、
GPSまたはナビゲーションデータにアクセスす
ることができる。ウェブまたはクラウドへの接続
は、一般的にはドライバーのスマートフォン経由
で行うか、自動車購入時のオプションとして設
定した通信モジュールによって行われる。

アセットパフォーマンス管理（APM）
・予知保全
（PdM）
APMとPdMは、コンセプトと事業的な効果の
双方において産業用セクターにおけるAPMと
PdMと類似している。自動車関連でのAPMは
配達トラックなどの大規模な車両運用を行う企
業を顧客としてサービスを提供する可能性が高
い。一方でPdMについては企業向けと一般消
費者向けの双方において効果を発揮すると考
えられる。
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図3 自動車向けの製品事業機会例

必要な
IoTスタック
デバイス
感知
分析
通信
セキュリティ
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自動運転
カメラ、レーダー、ライダー、
超音波センサー

本業界における主な用途

インフォテインメントシステム

アセットパフォーマンス管理
（APM）

加速度計、ジャイロスコープ、オイル・燃料、酸素、圧力、温度、電気・電流、
GPS、カメラ

APMコンポーネント＋GPU、UIコンポーネント

センサーフュージョン用組み込み
プロセッサ

イーサネット
（車載）、有線・無線LAN、
DSRC、セルラー

イーサネット
（車載）、セルラー、Wi-Fi

イーサネット
（車載）、有線・無線LAN、
Bluetooth、DSRC、セルラー

暗号化、
トラステッドプラットフォームモジュール
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成功するためには

基本的なことを確実に実行する
効果的な製品を開発し市場進出戦略を策定す
るには、半導体企業は自動車IoT市場の潜在的
な課題を把握する必要がある。自動車IoT市場
への参入に際しては、1）製品ライフサイクル、
2）安全要件、3）自動運転車に関する一般的な
認識と規制、の三つの主な課題がある。

一つ目の課題は、自動車産業における長い製
品開発サイクルである。これは自動車の設計と
生産に必要な多額の資金と、製品の品質と安
全基準を確実に満たすためにかかる時間によ
るものだ。半導体企業は、自動車ユーザー向け
のデバイスを製造する際の時間と投資のリスク
を評価する必要がある。これらのリスクを軽減
するには、製品の計画および設計の段階で、顧
客である自動車メーカーと緊密に連携すること
が必要となる。

二つ目の課題は、デバイスの品質、信頼性、セ
キュリティに関するものだ。この課題を解決す
るには、企業がまず、自動車向けの製品要件を
把握し、次に、暗号化と信頼性の高いプラット
フォームを備えたデバイスを設計して、サイバー
セキュリティ要件を満たす必要がある。

最後の課題として、半導体企業は、一般市民や
規制当局の懸念に正面から取り組み、政策形
成に協力することで、懸念を緩和することが求
められる。

統合システムの提供を検討する
半導体企業には、電子部品の提供以外にも自
動車IoT市場での事業機会がある。部品関連市
場におけるセグメントの一つは、統合システム
などの電子機器内のサブシステムである。
ほとんどの半導体企業は、デモボードやプロト
タイプボードを市場投入製品に組み込んでい
る。したがって、システム設計能力に適切な投
資を行えば、半導体企業は、より完全な電子自
動車システムソリューションを提供することがで
き、最終的には、自動車での収益基盤を向上さ
せることが可能となる。

コンサルティング機能の強化
収益を増やすもう一つの方法は、コンサルティ
ングサービスと実装サービスを提供すること
だ。これらの市場セグメントには、IoTビジネス
戦略の開発と、従来は最終製品の電子設計に
関与していなかった顧客向けの高度にカスタマ
イズされたアプリケーション用の電子システム
設計が含まれる。これらのセグメントにアクセ
スするために、半導体企業は、対象セグメント
で一般的に使用されるエンドアプリケーション

のためのソリューションまたはプラットフォーム
の開発に焦点を当てる必要がある。さらに、
サードパーティのシステムインテグレーターを
活用して、高度にカスタマイズされたソリュー
ションを実装する技術を身につける必要があ
る。この二つの活動により、市場におけるソ
リューションの採用が確実かつ迅速になる。
パートナーと組んでマネージドサービスを行う
サーバの運用管理・保守を行うマネージドサー
ビスには事業機会が期待される。しかし、この
分野は従来の半導体企業の主要機能とはあま
り関係がない。このセグメントにアクセスするに
は、1）独自のクラウドプラットフォームアプリ
ケーションを構築する方法と、2）既存のベンダ
と提携する方法の二つがある。一つ目の方法で
は、クラウドプラットフォームのアセットと顧客
の信頼性を構築するために時間と専門知識が
必要となるため、二つ目の方法でこの事業機会
を追求することが推奨される。最後に、コネク
ティビティサービスやデータプランも可能性の
ある分野とされる。しかし、これにはインフラ整
備に多額の設備投資が必要であり、半導体企
業は既存の通信事業者からの逆風に直面する
可能性が高い。既存の通信事業者との提携を
通じてアクセスすることが最善と考えられる。
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スマートシティ
市場概要

市民生活の向上とオペレーションの効率化

2050年までに世界の人口の約3分の2を都市

住民が占めると予測されている10。スマートシ
ティソリューションは、市民生活を向上させ、交
通を容易にし、大量の廃棄物と汚染を削減し、
エネルギー消費を軽減し、脅威から保護すると
いう、非常に大きな可能性を秘めている。
スマー
トシティソリューションは、電子システムとソフト
ウェアシステムで構成されており、これらのシス
テムを使用することで、大都市の人々は環境に
対する意識を高め、環境に配慮した生活が可
能となる。代表的な用途として、都市管理、ビル
管理、エネルギー、インフラ、ガバナンス、公共
サービス等が挙げられる。

スマートシティ向けに利用される各種ハード
ウェア支出は2016年には2890億ドルだった
が2020年には4630億ドルに増加し、CAGRは
12.7%になると予測されている11。スマートシ
ティにおける半導体の用途は、各地域に固有の
気候上の脅威への対策など高度にカスタマイ
ズされたニッチなソリューションから、スマート
パーキングのような多くの都市で広く関心の高
いものまで、多岐にわたっている。
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図4 スマートシティ向けの製品事業機会例

必要な
IoTスタック
デバイス
感知

分析
通信
セキュリティ
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スマートビルディング

計量・電力品質センサー、電気計測
センサー、非電気スマートグリッド
センサー、HVAC（冷暖房空調設備）
センサー、省エネセンサー

人工知能と機械学習、ダッシュボード
レポートシステムを活用したクラウド
ベースのアナリティクス構築

本業界における主な用途
スマートパーキング

スマートグリッド

車両検知センサー

スマートグリッドセンサー（変換器、
マイクロコンピューター、
トランシー
バー、電源を含む）

クラウドベースのアナリティクス、
インテリジェントな駐車場管理ソフト
ウェア

データを処理、分析し、コマンドを
送信するセントラルコンピューター

イーサネット、その他の有線（USB、RS232、RS485、LONWORKS、DALI）、LAN（ZigBee・6LoPAN）、Wi-Fi、Bluetooth、
電力線、サブギガ帯

ITシステムとビル・パーキングシステムネットワーク間の厳格なコントロール

暗号化による安全なコーディング手法により、入力を安全にし、コマンドのリモート実行を防止
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スマートシティ向けの
主要用途は？
効率性を考える

スマートパーキング
都市における車の30%近くが常に駐車スペー
スを探していると推計されており12、そのために
多くの燃料が浪費されている。スマートパーキ
ングシステムは、ドライバーのために駐車場を
見つけてストレスを取り除くと同時に、車を目
的地に早く到着させることで都市の交通量を減
らすことを目指している。また、利用可能な駐
車場に関するリアルタイムの情報を各ドライ
バーに提供することで、時間の節約と二酸化炭
素排出量の削減に貢献している13。このような
システムは、ドライバーからの要求に応じて利
用可能なスペースの位置と数を表示するセン
サー対応デバイスを使用することで実現され
る。このようなシステムは、車両認証のために
車に取り付けられたRFID機器と組み合わせる
ことで、予約、駐車場のアクセス制御、支払いシ
ステム、変動する価格設定機能などを提供し、
スマートシティの新たなサービスを可能とする
ことで、各自治体の収益基盤を拡大する。
スマートビルディング
世界的に見て、ビルは全電力の42%を消費して
おり、その半分は無駄なものと考えられる。エ
ネルギーコストは、オフィスビルの総運用コスト
の約30%を占める大きなものである。スマート
ビルディングでは、センサーを用いてエネル
ギー使用データを収集し、分析することで潜在
的な問題を検出できるようになり、今後のメン

テナンスの予測、ビルのエネルギーシステムの
最適化を可能とする14。このスマートビルディン
グの用途では、過去に何が起きたかという分析
や将来取るべき行動についての分析を行う高
度な分析システムに消費データを収集・送信す
るためのIoTデバイスが必要となる。
ビルや施設の自動化関連市場は、成長が予測
され、半導体企業には、豊富なIoT事業機会が
ある。

スマートグリッド
人々は電力を失うことを好まない。それは不便
さを生じるだけでなく、都市の経済を損なう。
都市部では長時間に渡って電力網をダウンさせ
ることは許されない。スマートグリッドソリュー
ションは、感知と測定、統合および自動化され
た通信ネットワーク、高度なデータ分析プラット
フォームなどの最新デジタル技術によって、電
力網を強化する。これらのアプリケーションは、
電気・ガス・水道といった都市インフラとその利
用者との間の双方向でのコミュニケーションを
可能にする。スマートグリッドによって、より効率
的な送電、停電後のより迅速な電力復旧、電力
会社の運用・管理コストの削減、ピーク時にお
ける需要の抑制、セキュリティの向上、大規模
な再生可能エネルギーシステムの統合の強化
を達成することができる。
さらに、カリフォルニア州ボレゴ・スプリングス
のような都市では、温室効果ガス排出量を削減
する再生可能エネルギーのマイクログリッドが
導入されている。これらのマイクログリッドは独
立して機能しており、既存の大規模電力網に障
害が発生しても停電することもない15。

成功するためには

政府・自治体がIoTの活用方法を見つける
手助けをする
競争上の優位性を獲得するため、半導体企業
は差別化の中心となる機能や外部企業との提
携によって、より包括的で統合されたソリュー
ションといった単なる部品以上のものを提供す
べきである。このような事業構造は、都市部で
採用される可能性を高めるだけでなく、スマー
トシティ市場から半導体企業の収益をより多く
獲得することにもつながる。
ソリューションのエコシステムを構築する
完全なスマートシティソリューションには、デバ
イスメーカー、通信ハードウェア、接続プロトコ
ル、クラウドサービス事業者、IoTプラットフォー
ム、アナリティクス、システムインテグレーター
などが必要となる。

半導体企業はこのようなソリューションをデバ
イスメーカーとして独自に提供することはでき
ない。しかし、半導体企業はエコシステムを構
築し司令塔となり、その中でパートナーが共同
で開発したソリューション全体を設計し、促進
し、実現し、管理することができる。多くの場合、
半導体企業は都市計画者に完全なソリュー
ションを提供したうえで、共同で事業開発を推
進することが求められている。
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ヘルスケア
市場概要

留意すべき根本的な要素を変えよう

米国のヘルスケア支出は、2025年にはGDPの ヘルスケアIoTの成長は主に、遠隔健康モニタ
17.8%から19.9%に増加すると予測されてい リング、ワークフローの最適化、電子カルテ
る27。米国のヘルスケアIT支出は2021年には （EMR）
との統合によって促進される。保険会社
1370億ドルまで成長し、CAGRは12.5%にな は保険金の支払者として、政府は規制当局とし
ると予測される28。2020年には医療従事者と て、共に健康状態を改善して医療を抑制するた
健康・フィットネス消費者がIoTエンドポイント めのヘルスケアIoTを成功させる利害関係者の
における電子機器にそれぞれ40億ドル、140億 一員となる。テクノロジーは、この業界が目標
ドルを支出すると見込まれる18。
を達成し、システム全体に変化をもたらす速度
において、重要な役割を果たす。
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IoTを電子カルテと
統合することで
道が開かれる

IoTにより予防から予後までリスクを低減するよ
り適切なソリューションの提供や、重要なコスト
要因である慢性疾患ケアのためのより良い戦
略の実現が可能になる。医療データのリアルタ
イム収集が電子カルテと統合されれば、医療従
事者はより低いコストでより高い効率とより良
い結果を得ることができる。どのような仕組み
か見てみよう。このようなシステムは、患者が
生成したデータを収集し、電子カルテにデータ
を入力し、アナリティクスを適用して、慢性疾患
に対するデータ駆動型の予防的な治療戦略を
発見できる。医療従事者は、自分では特定でき
なかった傾向を把握し、患者個人のケアをより
良くするために最適化することができる。症状
の軽い患者にとってはシステムへの負担が少な
くコストを低く抑えることにつながる。

ヘルスケア
（患者・医療従事者）
における主要な
IoT活用用途

遠隔健康モニタリング
診療室外でより多くの情報にアクセスすること
で、医療従事者はこれまで経験したことのない
洞察を手にすることができるようになる。適切
に利用すれば、遠隔健康モニタリングや在宅健
康モニタリングは、人々が慢性疾患をより適切
に管理するのに役立つという点で、大きな効果
をもたらすことができる。どのように機能するか
見てみよう。遠隔健康モニタリングデバイスに
は、健康指標を追跡するセンサーが搭載されて
おり、患者の健康状態に変化があった場合に
医療従事者に通知するための通信モジュール
が内蔵されている。これは、コスト削減と疾病
管理における健康状態改善を目的として、デー
タを取得する医療機器と分析プラットフォーム
米国での電子カルテの採用率は、連邦立でな との一体化を可能にするシステムの一部であ
い救急病院では、2008年の9.4%から2015年 る。慢性糖尿病や心臓病の病状は、どちらもこ
には 84% に増加し、認定病院では 72% から のタイプの解決策が非常に効果的である。これ
96%に達した19。医療従事者側の観点から言え らの疾患をコントロールすることは、デバイス
ば、IoTと電子カルテの統合を活用することは、 センサーが危機的状況を防ぎ、人々を健康に
増大する運用コストと利益率増加への圧力に 保ち、治療費を下げる傾向があるため、高い価
対処するための重要な次のステップとなる。患 値があると認められている。遠隔健康モニタリ
者の健康状態の改善という最終的なゴールに ング市場は近い将来に大きく成長すると考えら
向かって、近い将来、IoTがデータ活用への新た れる。
な道を開く中心的な役割を果たすことを期待し
たい。
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業務活動の最適化
業務活動の最適化デバイスは、非臨床における
IoT 利用であるため米国では政府機関の承認
を必要とせず、一般的にリスクの低い投資とな
る。そのため他のヘルスケア製品と比較して、
市場投入までの期間が比較的短く済んでいる。
医療従事者がこれらの新しい機器を活用する
可能性にはさまざまなものが考えられる。例え
ば、リストバンドやバッジに搭載したRFID技術
などの無線規格は、患者、医療従事者、医療機
材とを手際よく連携させ業務活動を最適化する
ことができる。業務活動の最適化デバイスは、
衛生モニタリングシステムを使用して、清浄度
を自動的に検出し、医療従事者に通知すること
ができる。またセンサーによってリアルタイムで
患者の治療に使用される器具の位置の確認お
よび追跡が可能となり、医療従事者は、医療器
具および機器をより正確に管理することができ
る。すべての心臓モニターがどこにあるか知り
たいと考えた場合にもIoT 利用によって、簡単
に特定できアクセスが可能となる。

最後に、病院は広く機械に依存して仕事を行
い、患者の健康状態を管理している。これらの
機械が停止すると、業務活動に多大な影響を
及ぼす可能性がある。製造業界におけるアセッ
トパフォーマンス管理および予知保全のIoT活
用は、同様にヘルスケア業界においても業務活
動の最適化に役立ち、最終的には運用効率を
向上させ、コストを削減することができる。
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図5 ヘルスケア向けの製品事業機会例

必要な
IoTスタック
デバイス
感知

分析
通信
セキュリティ

遠隔健康モニタリング

本業界における主な用途

温度センサー、パルス酸素濃度計、脈圧・血圧、MEMS
ベース圧力センサー、体重計、血糖測定器、心電図、
超音波スキャン、MRI、ポジトロン断層法（PET）、
デジタル聴診器、MEMS

ワークフローの最適化

衛生センサー、位置追跡装置、CMOSセンサー、RFID

GPU：MRI、スキャン、CPU、FPGA
無線（ANT+、Bluetooth、ZigBee、近距離無線通信など）、
Wi-Fi、WAN、LAN、BAN（ボディエリアネットワーク）、
Bluetooth、セルラー、エッジコンピューティング

無線LAN、Bluetooth、セルラー、イーサネット

プレシリコン・ポストシリコン検証、安全なストレージ、安全なプロセッサ、安全なIP、
トラステッドプラットフォーム
（TPM）、
暗号化

成功するためには

医療ケアの見直しを進めているセクターを
支援する
スマートヘルスケア市場には、消費者側と専門
サービスの提供者側の両面で半導体企業が成
長する事業機会がある。遠隔健康モニタリング
やフィットネストラッカーなどの消費者向け
サービスや、医療従事者向けのプロフェッショ
ナルIoTサービスは成長が予測され、半導体企
業が新たな収益を獲得できる有望な分野であ
る。

より高い利益率でより長いライフサイクルに
適応させる
ヘルスケアIoT市場に参入する際には、以下の
ようなさまざまな要素を考慮する必要がある。
その中にはヘルスケアエコシステムの複雑さも
含まれる。米国では保護対象保健情報（PHI）
基準と政府規制を遵守することが必要となる。
デバイスのコストを誰が負担するかを決定し、
接続される医療デバイスの共通規格を開発す
ることも半導体企業が考慮すべき重要な問題
となる。ヘルスケア分野の製品は一般的に利益
率が高いが、半導体企業の製品企画担当者は、
製品ライフサイクルを長くすることを考慮する
必要がある。

パートナーと共通規格を策定する
上記の様々な要素への対応負荷を軽減するた
めに、半導体企業は、自分自身で、もしくはパー
トナーと組むことで医療機器メーカー、医療従
事者、保険会社、規制当局などを含む、ヘルス
ケアIoTエコシステムの司令塔となるべきであ
る。エコシステムの参加者は、主要な利害関係
者の要求事項に取組み、協力して持続可能な
将来の成長に向けた共通規格を策定すること
が可能となる。

信頼性とセキュリティを確保する
信頼性とセキュリティはヘルスケアにとっての
最優先事項となる。デバイスレベルでは、半導
体企業が信頼性とセキュリティに対処する必要
がある。デバイスは、誤動作の可能性を最小限
に抑え、センサーから生成されたデータは認め
られた関係者のみがアクセスできるように設計
される必要がある。信頼性を確保するために
は、製品の平均故障時間（MTTF）を正確に推
定することや仮想環境下におけるシミュレー
ションによる試験だけでなく、実際の使用環境
下で端末を用いた試験も必要である。医療セ
キュリティ要件を達成するために、半導体企業
は、ストレージ、プロセッサ、IPに組み込まれた
セキュリティ機能を自身で、またはパートナーと
協力して提供する必要がある。また、利用者が
デバイスの機能を変更したり、データを取り出
したりできないようにするには、安全なストレー
ジと安全なロックが必要となる。半導体企業
が、IP ベンダと協力して、あらゆるレベルのセ
キュリティ機能とリスクに適切に対処すること
が重要となる。
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消費者
市場概要

家庭の雑用がなくなり、IoTによって暮らしはゆとりのある
楽しいものになる
消費者向け電化製品は2016年に350億ドル、
2020年には480億ドルの売上を半導体業界に
もたらし、2022年までのCAGRは4.1%に達す
ると予測されている20。注目すべきは、成長の
大部分は量的成長ではなく価格上昇圧力から
生まれるという点であり、同期間で価格が上昇
すると予測されている。量的成長は主に、デバ
イスが周囲の環境を感知し分析することを可能

にする、家電製品内で使用される部品とセン
サーの増加によって促進される。新たな顧客へ
の価値提供となる新しいデバイスの導入も拡大
する方向に進んでいる。しかし、消費者向けIoT
製品の価値は、単にガジェットの魅力だけでは
ない。その価値は、収集されたデータと、この
データがどのように生活にゆとりをもたらし、
楽しいものとするかという点にある。
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消費者向けIoTの主要
用途は住居周辺に

スマートホーム
現在のスマートホーム用途は、大きく二つのタ
イプに分けることができる。一つ目の用途は
ユーザーが直接利用するものとして分類され、
エンターテインメント用途を含み、ユーザーも
長期に亘って愛着を持つ。対照的に、二つ目の
用途は、ユーザーからは直接見えない裏で機
能するものとして分類され、これは、面白いも
のではないものの重要で表に出ない活動を管
理し、日常業務を自動化することによって日々
の生活を改善する用途を含む21。

ゲーム技術が、人の動きを検知する機器や体に
取り付けるセンサーなどの新しいデバイスを組
み込み、ゲーマー同士の通信を容易にし、ゲー
ム体験を向上させるにつれて、これらのエン
ターテインメントデバイスは、より広く普及する
ことになるであろう。

前述のように、ユーザーが直接目にすることな
く裏で機能している用途は、住居をより快適で
安全なものにすることに重点を置いている。消
費者はスマートフォンから照明、暖房、セキュリ
ティシステムを制御でき、ドアロックの解除まで
可能となる。電化製品は通知を送信したり、冷
蔵庫に何が入っているかを離れた場所から確
認したりすることができる。緑化システムは、必
要な場合にのみ植物の湿度と水分量を測定す
ることができるようになる。接続されたセンサー
ユーザーが直接利用する用途としては、主に と家電とで形成されるエコシステムによって家
ホームメディアおよびエンターテインメントデバ 庭内を快適にする機能が実現されルールに基
イスである。仮想パーソナルアシスタント
（VPA） づいて機能している。これらのアプリケーション
のようなデバイスによって、ユーザーが自分の が、家庭の居住者の行動を学習し本格的な自
ホームエンターテインメントシステムと対話す 動化に移行するにつれて、エコシステムのコン
るようになったことや、インターネットへの窓口 ピューティングニーズが高まり、半導体消費を
となるワイヤレススピーカーの登場により、将 増加させる可能性が高くなる。
来的に半導体消費を促進する可能性が高く
なった。ゲームコンソール、スマートTV、セット ウェアラブル
トップボックスなどの従来のデバイスはすでに ウェアラブルは、クラウドに接続された多数の
普及が進み、、現在では高度にインターネット 機能を持ったデバイスを消費者に提供する。ス
に接続されるようになっており、今後も大きな マートホーム用途と同様に、ウェアラブル用途
市場となる可能性が高い。
も二つのカテゴリーに分類することができる。
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一つ目は、没入的な体験と通信能力を提供す
る用途である。スマートウォッチ、ヘッドマウント
ディスプレイ
（HMD）、Bluetoothヘッドホンな
どのデバイスがこのカテゴリーに入る。二つ目
は、主に身体の動きや合図を感知する受動的
な用途で、スポーツウォッチ、
リストバンド、
フィッ
トネスモニターなどのデバイスによって動作す
るものである。

デバイスと半導体の両方の観点から見た大き
な成長市場は、一つ目のカテゴリーによって促
進されることになるであろう。双方向でのやり
取りが発生しコンピューター負荷が高いという
性質を考慮すると、これらの用途は、計算およ
び通信するために莫大な能力を有するデバイ
スを必要とする。そのため、デバイスあたりに搭
載される半導体部品数の増加を引き起こすで
あろう。

二つ目のカテゴリーのウェアラブルは、一つ目
と比較すると成熟していると考えられる。それ
は主に単純なセンサーとメモリを使用して部品
と通信しているためで、半導体企業にとっては
限られた成長機会となる可能性がある。しか
し、消費者が健康やフィットネス関連に喜んで
お金を払うようになったことから、これらのサー
ビスはさらなる収入源になる可能性がある。こ
れらのウェアラブルによる事業機会の拡大に
は、アプリケーション開発が鍵となる。
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図6 消費者向けの製品事業機会例

必要な
IoTスタック
デバイス
感知
分析
通信
セキュリティ

スマートホーム

本業界における主な用途

イメージセンサー、化学センサー、圧力センサー、
温度センサー、MEMSマイクロフォン
センサーフュージョン用組み込みプロセッサ

Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth、イーサネット通信

ウェアラブル

イメージセンサー、光学センサー、磁力計、
ジャイロスコープ、加速度計
マイクロプロセッサ
（デバイス内）
、GPU・マイクロプロセッサ
（ウェアラブルに対応したゲームシステムに必要）
携帯電話/スマートフォン端末、Wi-Fi、ZigBee、

Bluetooth

暗号化、
トラステッドソースモジュール

成功するためには

サブシステムとアプリケーション開発に
事業範囲を拡大する
消費者IoT市場は、導入サイクルのごく初期に
あり、活用事例や顧客が価値として認めるもの
が徐々に広がりつつある状況にある。現在、半
導体および電子機器メーカーは、2020年まで
に1950億ドルの消費者IoT市場での収益を獲
得すると予測されている22。

半導体企業は、これらのエコシステムを支える
デバイスに使用される部品販売だけでなく、よ
り大きな電子機器内のサブシステムを提供する
戦略からも利益を得ることができる。半導体企
業はその能力に応じ、さまざまなエコシステム
で相互運用が可能でセキュリティを備えた大量

のデバイスを取り扱う汎用的なソリューション
を開発するか、大ヒット製品に特化したソリュー
ションを開発するかを選択できる。

最後に、消費者がIoTエコシステムと相互作用
するために単一のアプリやデバイスを採用する
傾向を考えると、消費者向けの市場ではIoTプ
ラットフォームとして限られた大ヒット製品に絞
相互運用性に重点を置く
られていく可能性が高いであろう24。高性能の
今日の消費者は、利用可能な製品数の多さや、 コンピューティングと通信の必要性を考えると、
単一のエコシステムの一部として機能する製品 半導体企業はこの分野でデバイスメーカーと
を統合することの難しさに打ちのめされている。 提携することで、これらプラットフォームの基礎
相互運用性も消費者の大きな関心事の一つで 設計だけでなく、カスタマイズされたハードウェ
あり、多くの企業が独自のアライアンスやプラッ ア部品を開発することもできる。これは、半導
トフォームを構築してこの問題に取り組んでい 体企業にとって製品と投資のサイクルが長期化
る。半導体企業は、自社製品がエンドユーザー することを意味するが、同時に、このようなデバ
の相互運用性と標準化要件を確実に満たすよ イス内のIoTエンドポイントのより大きな部分を
う、パートナーと連携することで利益を得ること 取り込むことで、製品の利益率を高めることに
ができる。例えば、QualcommはOS「Android つながる可能性がある。
Things」ではGoogleと提携し、製品統合では
Amazon Web Servicesと提携した23。
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詰まるところ、IoTエコシステムと
デジタルプラットフォームを
構築することが重要

IoTエンドポイントにおける電子機器への支出は2020年には5720億ドルに達すると予測されて
おり25、そのうちの340億ドルはIoT半導体支出となる見込みとなる26。しかし、IoT市場は現在、非
常に細分化されており、幅広いエンドアプリケーションを対象としているため、一つの企業がエンド
ツーエンドのソリューションを提供することは不可能である。IoT市場の本質は、ビジョンを共有し、
補完的なアセットとスキルを持つ企業のエコシステムを必要とすることにある。半導体企業は、エ
コシステムのパートナーが共同開発したソリューション全体を設計し、促進し、実現し、管理するこ
とを支援することで、エコシステムを構築し、エコシステムの司令塔になることができる。また半導
体企業は、統合的なデジタルの販売プラットフォームを構築すべきと考えられる。それによって、エ
コシステムを構築するパートナーと共同で、広く、細分化された市場の開拓が可能となる。最後に、
IoT市場に参入することによる財務上のメリット実現には時間がかかるため、スタートアップ企業
と同様に、成功のためのKPIを測定することが望ましいと考えられる。
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日系半導体企業にとっての
IoT事業のM&Aの方向性
90年代まで日本企業は半導体産業での存在感
があった。しかし、その後その存在感は低下し
た（図表1参照）。その背景には、日本企業が総
花的な事業展開を止めたこと、収益性重視の
経営へと変化したこと、アジア勢が勃興したこ
と等があると考えられる。

図表1：半導体売上高ランキングの変遷
順位

1981年

企業名

本社

1991年

順位

企業名

1

存在感の低下は今後も続くのだろうか。そうは
ならないと我々は考える。なぜならば日本企業
の事業の整理がほぼ完了したからである
（図表
2参照）。また、現在半導体市場に残っている日
本企業は競争力があり、更なる再編や事業縮
小が進むとは考えにくい。むしろ、存在感の低
下は底打ちし、存在感が増す可能性があると考
える。

本社

1997年

順位

企業名

NEC

1

本社

2007年

順位

企業名

Intel

1

本社

2017年

順位

企業名

Intel

1

Samsung

1

Texas
Instruments

2

Motorola

2

東芝

2

NEC

2

Samsung

2

Intel

3

NEC

3

Intel

3

Motorola

3

東芝

3

SK Hynix

4

Phillips

4

Motorola

4

Texas
Instruments

4

Texas
Instruments

4

Micron
Technology

5

日立製作所

5

日立製作所

5

東芝

5

Infineon

5

Qualcomm

6

東芝

6

Texas
Instruments

6

日立製作所

6

ST Micro

6

Broadcom

7

National
Semiconductor

7

富士通

7

Samsung

7

Hynix

7

Texas
Instruments

8

Intel

8

三菱電機

8

富士通

8

ルネサス

8

東芝

9

パナソニック

9

パナソニック

9

Philips

9

AMD

9

Western
Digital

10

Fairchild

10

Phillips

10

SGSThomson

10

NXP

10

NXP

出所：Gartner、日経×TECHよりDTFA作成
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日本企業が存在感を増すためにはどのような
戦略が必要であろうか。我々はM&A戦略が重
要だと考える。なぜならば、最終製品とその市
場は既に成熟し、既存の半導体市場での地位
は変わり難いからである。そのため、半導体事
業の成長には競合を買収するか、別の製品へ
進出するしかない。別の製品へ進出する場合
は、M&Aが効率的だと考えられる。

それでは、どのようなM&A戦略を日本企業は
検討しているのだろうか。具体的には以下の方
向性が有力である。
① 大手企業：海外同業他社の買収
② 中小型企業：海外企業からの出資受入

まず①だが、ルネサスが米国同業2社を買収し
たように、その他大手企業も製品ラインナップ
拡充等を目的に買収を検討する可能性がある。
各社とも財務体質は健全で、買収を迅速に実
行することが可能である。また、半導体産業は
寡占が進んでおり、被買収側に事業の将来性
への不安がある場合は事業の売却 / 協業の検
討等をする蓋然性は相応にあるのではないか
と考えられる。

図表2：日本の半導体市場変遷と概況

センサ

Kionix

ディスクリート
ロジック

Rohmへ
売却

MCU
アナログ

NAND
DRAM

ファンドリ

ジャパン
セミコンダクター

三重工場
会津工場
岩手工場

海外3工場

後工程
継続して運営（母体と会社名が番う場合は表記）

北陸3工場

外資に売却

日本企業と統合

撤退

注：主要製品のみを表示
出所：各社HPよりDTFA作成
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次に②だが、日本企業は海外企業から見れば
魅力的な出資候補先だと我々は考える。例え
ば、中国は国を挙げて半導体産業の強化に取
り組んでおり
（図表3参照）、資金は十分にある。
しかし、工場を建設し、設備を買えば、半導体
を製造できるわけではなく、技術・人材等が必
須である。それらを日本企業は持っている場合
が多い。また、日本企業は顧客との関係を既に

構築できている場合も多く、出資候補先として
魅力的だと考える。一方、日本企業としても多
額の投資資金が必要な半導体事業への投資資
金が確保できるという意味で、出資を受け入れ
る蓋然性は高いのではないか。
我々としては、アドバイザーとして日本企業の
更なる成長に力添えできれば幸いである。

図表3：中国半導体産業発展計画の概要
時期

2015年

2020年

2030年

目標

設計

IC 産業に向けた管理制 重点領域の技術を世界
度や投融資制度を整備

一に近づける

製造（前工程）

28/32nmで量産を行う

重点領域で世界をリード
中国の IC 産業の成長率
し、産業としてのエコシ 14/16nmで量産を行う
を20%以上にする
ステムを形成する

ICサプライチェーンの主
要セグメントで世界最先
端を担い、一部の企業は
世界トップになる

NA

製造（後工程）

設備・材料

中国で開発した
ミドル～ハイエンド製品 45/65nmの製造設備、
の比率を30%以上にする 300mmウェハーの主要
な材料を実用化する

ICパッケージ、テスト技 主要な設備や材料の世
術で世界をリードする

NA

NA

界での販売を開始する

NA

出所：
「国家集成電路産業発展推進綱要」、日経×TECHよりDTFA作成

鹿山 真吾

Shingo Kayama

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 パートナー
インダストリーユニット2統括/コーポレートファイナンシャルアドバイザリー
統括 電機・ハイテク
（FA）
リード

2009年、デロイト トーマツ FAS（現・デロイト トーマツ ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社）入社。2014 年から2017 年までDeloitte
Corporate Finance LLCのニューヨーク事務所に出向し、日米M&A
案件統括責任者としてクロスボーダーディールの組成・エグゼキューション
の陣頭指揮を執る。
デロイト入社以前は、大手外資系証券会社3社の各投資銀行本部にて
M&Aグループの中核メンバーとして数々の大型M&A案件に関与。
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IoT時代の半導体業界における

セキュリティ管理
IoT時代における様々な製品の
サイバーリスクの高まり
IoTの加速度的な普及に伴い世の中のあらゆる
機器が通信機能を持つことで利便性が格段に
向上しており、自動車業界やスマートシティ、医
療業界などにおいてもIoTで得られるデータを
活用した経営課題の解決、業務改革、そして従
来は実現できなかった様々な新しいソリュー
ションが生み出されている。IoTが普及する中、
半導体メーカーはこれまでのハードとしての半
導体提供のみならず、IoTの更なる発展を牽引
する横断的且つ中心的な存在として、ハードと
ソフトを組合わせた新たな製品・サービスの提
供等が求められている。一方で、IoTにおけるサ
イバー攻撃の手口も多様化・巧妙化しており、
サイバーセキュリティの重要性が高まる中、セ
キュアな仕組みの提供も求められている。

33

IoT時代における製品セキュリティを高める

管理体制
IoTのサイバーセキュリティ対策は、自動車や医
療など産業別に大きく異なるため、産業ごとに
関連省庁や業界団体が一体となってセキュリ
ティ対策を構築する取り組みが進行している。
米国や欧州などからも、サプライチェーン全体
に及ぶサイバーセキュリティへの要求事項につ
いて、検討・発表・義務化が順次実施されてお
り、その要求事項を満たさない事業者、製品、
サービスはグローバルサプライチェーンに入る
ことさえ認められない傾向になってきている。
半導体業界においても、サイバーセキュリティリ
スクの重要性は高まっており、例えば、自動運
転車両に搭載されたSoCの脆弱性を攻撃され
た場合など、人命にまで関わるリスクを想定し
た防御体制が求められている。チップレベルの
セキュリティ担保や、万が一欠陥が発見された
場合に迅速且つ適切に対応するための管理体
制の整備はもはや絶対条件である。
企業サイドの対策として、PSIRT（ Product
Security Incident Response Team）および
Security by Designという取り組みが始まって

いる。Security by Design とは設計段階から
テストや廃棄など製品ライフサイクル全体を対
象とし、許容できないセキュリティリスクへの対
策を製品にセキュリティ仕様として含め設計・
開発する仕組みである。PSIRTとは、企業が開
発・販売する製品、サービスなどの脆弱性特定
や評価、リスク・インシデントに対し迅速かつ影
響度を最小化する製品セキュリティの管理体制
であり、実効性・現場感のあるものとするには、
Security by Designにおいて許容された製品
セキュリティリスクを重視することが重要であ
る。PSIRT導入にあたっては、主に以下の体制
整備が必要となってきている。
• サプライチェーンにおける自社製品の脆弱性
についての情報収集、検証、影響評価
• 脆弱性発見時の開発・生産管理チーム等と
の社内連携体制の構築
• インシデントへの「迅速な」対応のためのス
テークホルダー及びコミュニケーション方針
の事前定義（サプライチェーン関係者、監督
官庁、脆弱性発見者、開示・法務等の社内管
理部門など） など
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ライセンサー活用の重要性とセキュリティ対策
半導体メーカーにおいては、自社の製品を開
発・製造するにあたり、ソフトバンク傘下の英国
ARMなどの半導体設計図等の特許を持つライ
センサーを活用し、開発コスト・期間の短縮と
品質を確保する代わりに、契約のライセンス料
と販売個数と連動するロイヤリティを支払う開
発体制が主流となっており、ライセンサーの活
用は日々重要性を増している。
一つの製品に対し多岐にわたる複雑な技術を
必要とする半導体製品のライセンスも複雑且つ
多岐にわたり、日々著しいスピードで開発され
る環境の中で、いつどの製品にどのライセンス
を活用して開発したのかのトレーサビリティが
重要となってきているが、市場の成長や製品の
複雑化・多様化に伴い、その管理体制も十分と
は言えない事例も見られる。

ライセンサーの技術を適用して開発された製品
に脆弱性が発見された場合、ライセンス利用の
十分な管理体制がなければ、その製品の責任
の所在さえ説明が困難となり、必要以上の対策
コストや責任を背負う可能性もある。PSIRT構
築においても、ライセンス利用の管理体制も併
せて整備することが重要である。

まとめ
IoTは、半導体業界の短期的・中長期的な成長
を牽引する潮流であるが、サイバーセキュリティ
の脅威に対抗する体制も必要不可欠である。
IoT によって生まれるビジネスチャンスと、セ
キュリティリスクを企業・業界・国・グローバル
の全体的な視点で捉え、遅れをとらずに対策を
推進する力が、今後より一層重要になると考え
る。
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