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マクロ環境の変化による半導体市場へのインパクト
2020年の世界経済におけるマクロ環境因子の中で、特に半導体市場
に対するインパクトが大きかったものとしては、COVID-19の影響によ
る既存業務・オペレーションの変革と米中貿易摩擦の激化による市場
の分断が挙げられる。この二点は半導体業界においてグローバルな市
場構造や商習慣の在り方に大きな変化をもたらした。特にCOVID-19
対応のために導入されたリモートワークは、半導体業界において従来
から技術的下地はありながらも、長年の商習慣により段階的な導入に
とどまっていたデジタルトランスフォーメーションを大幅に加速させる結
果となった。

世界市場におけるエコシステムの変化とdXの方向性
まず半導体の市場構造の観点から見ると、米中貿易摩擦の激化は結果
としてより多くの非米国系企業の台頭を促すこととなった。特にロジッ
ク系製品においては従来X861を前提に形成されていた主要市場のい

くつかにおいて新しいアーキテクチャ技術への移行の端緒が見られた。
一方でCOVID-19対応の社会的要請を受け各企業で実施されたオペ
レーションの見直しは、従来では人や物の物理的移動・接触を前提に
設計されていた業務プロセスをデジタル技術によって変革していく取り
組みであった。この際、共通の社会的背景のもと多数の企業で同時並
行的に変革が進行したことにより、単なる自社内での業務効率化にと
どまらず、業界全体の商慣行をも変質させたということに注意を払うべ
きである。
デジタルトランスフォーメーションを指す用語として、デロイト トーマツ 
グループでは、デジタルを導入することを主目的とした変革＝ �DX� で
はなく、デジタルを道具として駆使し、ビジネス自体を根本的に変革し
ていくことをBusiness Transformation with Digital= �dX�、と定義
している。COVID-19の影響下で進行する各社のオペレーション変革
はまさにこうした意味でのdXであると考えることができる。日本の半
導体関連企業においてdXは、業界の構造変化を把握し、自社戦略へ

半導体
日本の視点：Post COVID-19における半導体企業のdX戦略
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とフィードバックする経営上の重要アジェンダとなっている。

半導体業界は設計・開発から製造、販売に至るまで裾野の広いバリュー
チェーンの構造が特徴的だが、本稿では日本企業にとっての示唆を導
出することを目的として、開発・設計、製造、販売・マーケティングの
各領域におけるdXの方向性を俯瞰する。

開発・設計領域におけるdXの方向性
開発・設計領域においては、①クラウドべース開発環境の台頭、②新
製品立ち上げ（歩留まり改善）、③ソフト・プログラム開発の大きく3つ
の領域でのdXが想定される。

① クラウドベース開発環境の台頭
開発・設計領域においては米中貿易摩擦の影響を受け、ロジック系製
品を中心に市場構造自体が大きく変化した。具体的には米国の対中輸
出規制強化により、中国企業によるデータセンターやスマートフォン向
けに使用される米国技術を使用した半導体の調達が制限されたため、
これらの代替技術の検討が加速する結果となった。例えばCPUアーキ
テクチャの領域においてはX86やARM2など欧米系の技術に代わり、
オープンソースで地政学的中立性が高い ISA3のRISC-V4の導入が中
国企業を中心に飛躍的に進んだ。代表的な企業としてはAlibabaの他
にANLOGIC5、Kannan（製品名Kendryte）6、GigaDevice7といっ
たチップメーカーが挙げられ、Huaweiグループでも導入の検討が進
められている。
RISC-Vは優れた省電力性能と拡張性を持つ次世代CPU用 ISAだが、
これまでは実用事例の少なさに起因する周辺技術との検証が未成熟
な点が使用者観点では大きなデメリットだった 8。しかし採用拡大と実
用事例の増加によりこのデメリットが解消されつつあり、一部の日系半
導体企業では既に自社製品ポートフォリオの中にRISC-Vを取り込む動
きがある。
設計・開発の観点から特筆すべき点は、RISC-V技術を使用したCPU
コアを商用展開する半導体企業の多くではクラウドベースの設計環境
を提供している9ことである。半導体の設計・開発に使用される設計
ツールは従来、専用ワークステーションやオンプレのサーバーにインス
トールされることが多く、リモートワークの増加に対応するためにはネッ
トワークインフラへの投資が必要だったが、開発環境のクラウド化比率
が高い次世代アーキテクチャでは、より効率的なリモートワーク対応を
期待することができる。

② 新製品立ち上げ（歩留まり改善）
開発・設計の2つ目のdX領域として、新製品立ち上げ時の歩留まり
改善業務が挙げられる。イスラエルに本社を持つproteanTecs10では
半導体の回路上に実装可能な分析用回路をIP（Intellectual 
Property）として提供しており、この回路を利用して効率的に取得し
たデータを利用して歩留まり予測・テスト最適化などを実現するサー
ビスを展開している。こうした高度なシミュレーション技術の導入によ
り物理的なマスク修正の回数を削減し、リモートワークとは親和性の
低いES（Engineering Sample）品やTS（Test Sample）品の投入
や評価といった、サンプルの物理的移動を伴う業務プロセスの発生頻
度を抑えることに貢献している。

③ ソフト・プログラム開発
開発・設計における3つ目のdX領域は、半導体を採用するユーザー
企業側がソフト・プログラム開発時に行うチップ特性評価などの業務
に関するものだ。従来、サンプルチップを評価するための評価用ボード
やテスターなどは、セキュリティや物理的スペースの制約から事務所に
設置されるためリモートワーク化が難しく、COVID-19環境下における
開発ボトルネックになるリスクが高かった。しかし近年ではインターネッ
トを介して物理評価環境を提供するクラウド型プラットフォームが発表
されており、今後はチップの実機評価もリモートワーク対応が加速して
いくことが予見される。半導体ユーザー企業側の視点では、早期に有
用なプラットフォームを見極め、開発オペレーションを効率化すること
が重要だ。一方、半導体ベンダ側としては有力プラットフォームへ自社
製品を提供することで、ユーザー企業に対するマーケティング効果を期
待することができる。ユーザー、ベンダどちらの観点からもデファクトを
抑えるプラットフォーマーがどこになるか動向を注視する必要がある。
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製造領域におけるdXの方向性
スマートマニュファクチャリングの加速、 
これを基盤とした第三者企業との協業促進
次に製造領域におけるdXについて、まずは日本製造業を取り巻く外部
環境変化より紐といていきたい。現在、Industry 4.0の潮流を受け世
界製造業全体でスマートマニュファクチャリングが加速している状況だ。
2020年10月にデロイトとMAPI11が北米／欧州／アジアの製造会社
幹部1,000名以上を対象に実施した調査によれば、工場予算の平均
38%をスマートマニュファクチャリング（特に歩留管理や生産計画同期、
工場稼働状況可視化）に充てており、85%の事業者が「スマートマニュ
ファクチャリング実現に伴う第三者企業とのパートナーシップ／エコシ
ステム構築が競争優位性の源泉となる」と回答している12。
このようなスマートマニュファクチャリング加速の一因としては、やはり
COVID-19の影響によりリモートワークの必然性が高まったことが挙
げられ、この潮流は日本においても例外ではない。例えば国内では、
2020年6月時点で従業員規模300名以上の会社の90%でリモート
ワークを導入済み 13、別の調査では製造業においては28%程度が業
務の50%以上をリモートワーク化している状況 14となっている。
これに輪をかけて、5Gなどの通信技術革新が、日本におけるスマート
マニュファクチャリングの普及と、これを基盤とした協業／エコシステ
ム構築の追い風となるだろう。

半導体業界にこそ求められる企業間データプラットフォーム
既に一部の製造業では、「アウトプットに必要なデータが他社にあり自
社には不足している」、「データ分析の切り口が関連企業の支援なくて
は検討しえない」という壁を克服すべく、自社内に閉じたデータ基盤構
築といったフェーズから、第三者企業またはエコシステム全体でのデー
タ共有基盤構築を検討している状況だ。例えば、化学業界の事例では
Citrine Informatics社 15の提供するデータプラットフォームを採用し、
公開・非公開情報を統合した世界最大級材料データベースを構築、学
術論文や各社実験データ、シミュレーションデータを共有しAI処理を施
すことで参画企業における材料開発効率化を実現している16。
一方、半導体業界では、やはり従来までの IP保護を踏襲し、未だ自社
内でのデータ基盤確立にとどまる企業が多いと推察されるが、半導体
業界にこそ企業間データ基盤構築が必要ではないだろうか。
例えば、大量生産を生業とする半導体メーカーでは、微細化や多層化
の進行により、トランジスタ密度の増加と誘電体の薄化が進行し、製造
プロセスがより複雑化している。そんな中、製造装置メーカー等と製造
プロセス・品質データを共有し、より高次元の歩留改善・量産スループッ
ト向上につなげることには、現時点でも大きな意義があるのではない
か。加えて、ロジックメモリでは微細化の技術的限界、メモリでは多層
化による製造コストの閾値超過が危惧されており、カーボンナノチュー
ブ等新素材の検討やロジックメモリ機能統合による新アーキテクチャ創
造の必要性が囁かれている。これに対応すべく、将来的には周辺企業
エコシステムを形成し、ビッグデータ共有・分析のデータプラットフォー
ム構築を一考すべきではないだろうか。（図表10-1）

製造ライン

第三者企業とのデータ基盤／サービス構築（例）

材料／製造装置

プロセス最適化・
自動制御

データ蓄積・分析基盤

装置メーカー×半導体メーカー
分析・可視化基盤

営業

保守員

予兆検知・保守計画の最適化

材料の補充、最適な材料の提案

稼働状態、
材料残量、
処理性能等の
実態把握

マーケ・製品開発
製品の企画・開発への活用

製造プロセス最適化
（材料の組み合わせ、
投入量、タイミング等）

製造装置メーカー×
素材サプライヤーと
顧客が情報をシェアし、
双方の活動で活用

データ収集・モニタリング

素材サプライヤーと
連携した供給安定化
サービスや調合最適化
サービスも視野に

製造装置メーカー・
素材サプライヤーが連携、

プロセス最適化・自動制御を実現

※ファブレスの場合

半導体設計者・
テストエンジニア

設計・テストの
迅速な改善

A

製造装置メーカー　　　素材サプライヤー

供給・調達面
のリスク低減 歩留まり改善

生産スルー
プット向上

継続的な
歩留まり改善

材料
•レジスト
•エッチングガス
•洗浄液　等

製造装置
•エッチャー
•成膜装置
•テスター　等

稼働状態、材料残量、
処理性能等の実態把握

半導体メーカー

図表10-1　第三者企業とのデータ基盤／サービス構築（例）

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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他方、AIや IoTチップ等少量多品種のカスタム半導体を手掛けるプレ
イヤーは、ファブレス＋ファウンドリ＋OSAT17といった企業構成が主流
である。よって、クイックな新製品導入／サプライチェーン全体を通し
た品質フィードフォワード分析を実現すべく、各サプライヤー-ファブレ
ス-ファウンドリ-OSAT-顧客間のエコシステムをつなぐデータプラット
フォーム構築が肝要といえる。特に、昨今の米中貿易摩擦による地政
学リスクを考慮し、単一のファウンドリ／OSATへの一極集中を忌避す
る少量多品種メーカーも散見されるが、その場合は輪をかけて、複数
のファウンドリ／OSATを管理すべくデータプラットフォームを構築すべ
きであり、また、品質を担保するためにも各社からのビッグデータ収集・
解析を通した品質シミュレーションの確立が必要と推察する。

半導体業界におけるデータ基盤構築・活用の動向
実はこのような企業間データ基盤構築・活用に関し、半導体装置メー
カーやデータプラットフォームベンダが既にソリューションを提供し始め
ている。その事例を簡単にご紹介しよう。
例えば、ASMLは、COVID-19の影響による物理的分断に対応すべく、
MR（Mixed Reality）を活用した装置立上支援サービスをMicrosoft
と連携して開始している18。IPに敏感な顧客に対しても、装置立上遅
延のダウンタイムによる損失と天秤にかけて貰い綿密に交渉すること
で合意し、既に75台以上のHoloLensをアジア、北米、欧州などで導
入済みという状況である19。同社は今後、本施策が予期せぬ好評を博

したことから、MRを活用したリモート支援の業界標準策定に動く方針
とのことだ。
一方、Lam Researchは、半導体メーカーとのデータ連携の末、
2019年4月に365日間ウェットクリーニングメンテナンスなしでチャン
バーを真空状態に保ったまま生産を継続する装置プラットフォーム
「Sense.i」を開発・発表しており、これは企業間データ活用の一事例
と言えよう20。同社CEOは2020年7月の方針発表においても「先端
サービスを生み出すのはデータであり、成功へのカギはそのコラボレー
ションである。半導体メーカー、また、エコシステムパートナーとのデー
タ連携が最重要であり、協力する事で継続的なイノベーションを成し遂
げていきたい」と繰り返し語っている21。
他方、データプラットフォームベンダにおいては、市場全体では既に
1,000を超える形態でプラットフォームが提供されているが、
OptimalPlus22やPDF Solutions23、Qualtera（Synopsys）24といっ
た半導体業界の前・後工程管理等に特化したソリューションを提供す
るベンダも表出している状況である。
このような装置メーカーやベンダの提供するソリューションを採用し、
クイックに企業間データ共有基盤を確立することはもちろんだが、
Lam Researchの事例のように、装置メーカーと積極的なデータ共有
を図り先端技術を開発しそのメリットを優先的に享受する、といった方
向性も考えられるのではないだろうか。

IC
パッケージング

チップ設計
（Fabless）

前工程
（Foundry）

後工程
（OSAT） 輸送事業者

データセンター
事業者

通信機器
事業者

自動車
関連事業者

製造装置
ベンダ（SPE）

素材
サプライヤー

アーキテクチャ
プロバイダ

その他
サプライヤー

設計／開発
•素材／品質／歩留シミュレーションによる
早期の新製品リリース（NPI短縮）

•装置立ち上げ時のエンジニア訪問最小化
•試作ロットの製造計画を精緻化

製造工程
•歩留の拠点間一括管理／テスト基準の統一
•AI／分析ツールによる効率的な歩留分析
•装置監視による予知保全／スループット向上
•データ共有による最適なレシピ選択補助
•不要なエンジニア訪問削減

在庫管理／輸送
•最新の顧客デマンドに基づく
製造計画立案・実行

•在庫の極小化
•サプライチェーン上のリスクへの
早期対応

パートナー 半導体チップ製造 輸送 顧客アッセン
ブリ

エコシステムにおけるデジタルプラットフォーム構築（例）B

ヘルスケア
関連事業者、等デジタルプラットフォーム

図表10-2　エコシステムにおけるデジタルプラットフォーム構築（例）

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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半導体業界におけるサイバーセキュリティの新スタンダード構築
ここまで半導体業界における企業間データ共有基盤の重要性を語って
きたが、とはいえやはりIP棄損を懸念し、時期尚早と判断する企業も
未だ少なくないのではないだろうか。
この点に関しては、国際半導体製造装置材料協会（SEMI）が、2020
年7月に、包括的なサイバーセキュリティ仕様を備えたSEMI 
Standards（SEMIが設定する標準規格）を半導体業界に提供する方
針 25を発表しており、参考となり得る。2020年2～4月で、半導体業
界によるリモート診断／管理用ソフトウエアの使用が従来の2倍以上
となり、5～6月には過去最高の水準を記録した情勢を受けての対応と
のことで、業界のリーダーであるIntelとCimetrix26、また、TSMCと
工業技術研究院（ITRI）27を巻き込み、「装置ソフトウエアにおけるサイ
バーセキュリティ標準」「Fab内ネットワークに対するサイバーセキュリ
ティ標準」双方の策定を進めている状況だ 28。
日系半導体メーカーとして、このようなサイバーセキュリティ標準の動
向を注視しつつ、将来への布石として、自社内でのデータ活用モデル
構築、エコシステム・協業先確立、そして企業間データ共有基盤導入、
と駒を進めてはどうだろうか。

販売・マーケティング領域におけるdXの方向性
COVID-19の影響下における顧客接点の変化
最後に販売・マーケティングの領域についてCOVID-19発生後のリ
モート環境下における顧客接点の変化を起点に述べていきたい。
今回のCOVID-19の影響により各社のリモートワークが進展したこと
により、顧客の購買行動にも変化が出ている。これまで基本的に対面
で実施していた顧客接点に制限がかかることで、半導体業界において
も、営業チャネルが変化していると想定される。これまでリアルの顧客
接点を重視してきた営業スタイルを持つ企業も、暫定的にオンラインで
のコミュニケーションに切り替えながら持続的な活動を実施してきたこ
とであろう。
現状は在宅勤務が増加しており、この変化は一時的なものでなく、
COVID-19終息後も継続的に続くとの見方が強い。そのため、この顧
客接点の変化をいち早く捉え、対応を加速させた企業が今後、優位に
立つと考えられる。
この点と関連して、本稿の執筆にあたりグローバルで活動する米国・
台湾・中国の半導体業界の有識者にインタビューを実施したところ、
「デジタル化は現状よりさらに加速し、人との接点の変化を生み出して
いく」という同様の見解を持っていることも確認できた。具体的には、

強化ポイント 現状のお困りごと（当社仮説） 対応方針（案）

1.マーケティングと営業の狙いが合致せず個々の活動になってしまう
2.営業活動上に役立つ情報武装をマーケから提供したい
3.顧客購買行動の認識が全社であっていない

●顧客セグメンテーション（新規向け）
●既存顧客行動分析（既存向け）
●AccountBasedMarketing
●カスタマージャーニー設計

1.キーコンテンツ策定に向けたメッセージが不明確
2.お客様の課題ではなく自社製品目線での価値提供をしてしまう
3.伝えるべきメッセージがWeb上きちんと表現できているか不明
4.重要顧客向けの全社一丸となったアクションプランが不明瞭

●キーメッセージ導出（導線／コンテンツ）
●バリュープロポジション／課題抽出
●Webサイト構成・導線評価
●アカウントプラン策定

1.リード送客しても営業側でなかなかフォローされない
2.営業・マーケで一致した顧客興味度が測れていない
3.代理店を有機的に動かすための仕組みが不足している

●リード創出・送客モデル（InsideSales含）
●スコアリングモデル設計
●代理店への送客・管理

1.顧客の導線・興味を意識した仕上がりが不十分
2.システム間での重要な情報・データが分散してしまう
（結局マニュアルでの情報サマリ・データ集計が入る）

●顧客囲い込みプラットフォーム
●プラットフォーム機能拡充

1.各部門が保有する顧客接点・顧客情報が不明確
（顧客層・行動に即したデジマ施策にできているか）

2.デジタルマーケティング施策で追うべきKPI／責任範囲が不明確
3.SNS含め、クロスチャネルでのプロモーションが困難

●顧客接点再整理
●KPI体系化・定義
●注力施策のブリッジプロモーション

1.デジマスキルの高い人財に業務が集中し、組織知が蓄積しない
2.標準化されたモデルがなく横展開・集中管理が困難

●デジタルマーケティングノウハウ体系化
●標準プロセス／PDCA定義（各国展開）

1.多種のツール導入しているものの情報が途切れてしまう
2.MAの機能上、使いこなせていない部分がある
3.他プラットフォームからの顧客情報を有効活用したい

●営業・マーケ領域デジタル化支援ツール
●MA機能設計
●DMP活用による情報武装

顧客像・購買行動
明確化1

Value Proposition2

マーケティング
PDCAモデル6

顧客情報一元化／
Digitalツール7

コンテンツ・施策配置と
KPI連動5

顧客エンゲージメント
最大化4

リード創出・フォロー
アップスキーム3

図表10-3　営業・マーケティングのdX化における強化ポイント

出所：デロイト トーマツ コンサルティング作成
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COVID-19後の世界ではオンライン化の傾向が継続するという前提で、
「対面コミュニケーションが減少してオンラインに移行し、そのニーズを
満たす製品が増えていくだろう」（台湾系半導体業者）といった意見や、
「ロックダウンの影響でインターネット需要が猛烈に増え、増えたニー
ズがクライアントの需要につながった。終息後もこのトレンドは変わら
ないのではないか」（米国系半導体業者）といった見解が聞かれた。

オンラインとオフラインの境界線
B2B購買において、営業担当者とのやり取りよりもオンラインで自ら情
報収集をすることを好む担当者の割合は段階的に増加している29。
2020年時点で営業担当者を通じた購入を実施しているバイヤーは4
割に満たないとの調査結果もあり、eコマースサイトやマーケットプレイ
スでの購買行動が広がっていると考えられる30。
半導体業界ではこれまで米系企業を中心にデジタル化が重視され、既
に様々な取り組みが行われてきたが、現状の環境下ではその動きがさ
らに加速すると想定される。日本の半導体メーカーにおいても、この動
きに追随するような具体策を講じる必要があるのではないだろうか。

B2Bビジネスにおけるデジタル化トレンド
ここではデジタル化に対応するための具体策を検討する材料として、3
つの点に注目してB2Bビジネスにおけるデジタル化のトレンドを概観
したい。
まず1つ目のトレンドとして、「認知・ニーズ把握／醸成へのDigital活
用の推進」が挙げられる。COVID-19の影響下で、2020年以降
Webinarやオンラインでの展示会が盛んに行われるようになった。リー
ド生成や商談化の領域において、オフライン営業の延長にないオンライ
ン活動が増加しており、オンラインで情報を収集する顧客が増加したこ
とで、これまで直接の接点がなかった顧客へリーチするPull型コンテン
ツの有効性が増している。具体的にはPR・ホワイトペーパー・SNSと
いったツールの活用が進んでいる。また、短期的なセリング案件の発掘
よりも、中長期的なマーケット醸成を狙いとした活用戦略も増える傾向
にある。
2つ目のポイントは「開発・販売を推進するパートナー企業とのWeb
コミュニティの形成」である。顧客側の情報収集接点が増加したことで、
より専門性が高く高難度なニーズに対するサポートの重要性がオンライ
ンでも重視されるようになっている。例えば一方向的に自社製品のプ
ロモーションを実施する情報発信だけでなく、技術者間、パートナー間
をつなぐグローバルでのコミュニティやエコシステムを形成する企業も
増えており、これまで以上に双方向コミュニケーションの重要性が高
まっているのである。また、こうした動きの延長線上で、商社／代理店
を挟まないダイレクトな顧客接点を強化し、直販・ECを導入する動き
も出始めている。
最後のトレンドとして「Web／非対面／三位一体での業務／IT基盤の
整流化」にも注目したい。デジタル施策の導入により、顧客の購買接
点が増える一方で、オン／オフの接点を行き来することで、企業内の顧
客情報の取得難易度が上昇するという問題が生じている場合がある。
加えて、デジタルで創出したリードに対して、営業のインセンティブが働
きづらく連携できないという組織的な課題もよく聞かれる。また、デジ
タルコンテンツ／メディアの活用・運営など、従来の専門性と異なる施
策を扱う主管組織の設置も検討・実施されるようになっている。リード
の品質を担保するために、インサイドセールス部門を設けるような専門
性や守備範囲の変更の必要性が生じているケースもある。こういった

課題を解決するため、マネジメント観点でも従来型の営業活動ではカ
バーできない顧客接点・プロセスの情報管理が必要になりつつある。

ここで見てきた3つのデジタル化トレンドを踏まえ、COVID-19の影響
を踏まえて営業・マーケティングのdx化を検討するに当たっては、図
表10-3に示した7つの強化ポイントがある。

全てを同時に実行可能であればそれに越したことはないが、それが難
しいとなればこれら強化ポイントに対してまずは自社のケイパビリティ
を見極めつつ、強化すべきターゲットを定めていくことから始めてみて
はいかがだろうか。

総括
これまで見てきた領域別の課題認識と解決策をまとめると、下記の要
素が抽出される。

設計・開発領域
 • 米中貿易摩擦による次世代CPU技術の普及に伴いクラウドベースの
開発環境が一般化する

 • 半導体から収集したデータの分析サービスの高度化により新製品立
ち上げ時の試作回数が減少し、評価用サンプルの製造、輸送に要す
る時間が減少する

 • チップの物理評価をリモート化する新しいプラットフォームが台頭し、
サンプルや評価ボードを購入しなくても特性評価などが可能になる

製造領域
 • 半導体製造装置メーカーとデータプラットフォームベンダによる製造
効率向上のためのデータ基盤構築の動きがある

 • 半導体業界の前・後工程管理に特化したベンダの台頭により企業内、
企業間のデータ共有による歩留改善・量産スループット向上の事業
機会が拡大する

販売・マーケティング領域
 • F2Fの接点がない顧客ともWEBを介したコミュニケーションの機会
が増加する

 • オンライン上で提供される専門的情報が企業の購買意思決定に占め
る比重が増加する

 • 顧客接点の変化をいち早く捉え、対応を加速させた企業が今後、優
位に立つと考えられる

このような半導体業界の各領域におけるdXの進展は、ビジネスにお
ける物理的な制約を低減することで国際的な競争と協調の双方を加速
する「諸刃の剣」である。日本企業の視点から見た場合、国内市場に
おける海外企業との競争が激化する一方、海外顧客やサプライヤーと
の関係を強化する機会でもある。国際的にはdX的な取り組みによる
成功事例が多くあり、そこに対して勝てるような変革を行っていく必要
がある。最低限でもこうしたベストプラクティスはベンチマークした上
で、単にそれらを追いかけるのではなく、勝てる領域を見極めて自社の
強みとして伸ばしていく戦略立案・実行が求められる。本稿で紹介して
きた各領域での事例がビジネスの現場において、対応すべき変革の方
向性を検討する際の道標となれば幸いである。
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