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Foreword 
まえがき 

グローバル・セミコンダクタ・アライアンス(GSA)では、半導体産業による経済への貢献とその広範囲

に及ぶ影響について議論を重ねています。私たち半導体産業の人間には、この産業が、経済、教育制

度、生活の質、人々の可能性に与える影響がよく見えていますが、半導体産業の外では、デジタル世界

の根本にあってその中核を成す半導体の真の姿が見落とされがちです。半導体がなければ、インターネ

ットは消え、携帯電話の誕生も無く、スマートエネルギーやスマートシティ、自動走行車の実現に向け

た競争も始まることが無かったという事実を認識していない人々も少なくありません。 

 

こうした事実認識に基づき、GSA では、2013 年 GSA 理事会の支持を得て、独立した観点から半導体産業

を一望することをオックスフォード・エコノミクスに委託しました。現代世界において 大の貢献をし

ている産業の一つであり、無限の可能性を解き放ち、イノベーションを推進する人々に夢みるひらめき

を与える産業であると私たちが考えている半導体産業について、その社会的・経済的影響を客観的に評

価することを依頼しました。 
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半導体がハイパーコネクティビティ時代を牽引する 

私たちは、過去に例を見ないハイパーコネクティビティの時代を生きています。そこで

は、私たちの社会、文化、コミュニケーションが再定義されていきます。そして、この時

代はまだ始まったばかりです。 
データ収集や検索エンジンから、電子商取引、ソーシャル・ネットワーキングに至るま

で、インターネットは、いつでもどこでも私たちの日常生活のあらゆる側面を繋げるクラ

ウドとなりました。そして、このクラウドを動かしているのが、全世界で相互に繋がるデ

ータセンタの複雑なネットワークです。各データセンタには、ネットワークに接続された

何千台ものコンピュータサーバーがぎっしり並び、無限に広がるかに見える情報とコンテ

ンツに私たちを結び付けています。 
現在、モバイル機器を使って、ソーシャルメディアやウェブサイトを閲覧し、マルチメデ

ィアエンタテイメントにアクセスすることができます。また、モバイル機器は、何千もの

アプリケーションやインターネットを使ったサービスに簡単にアクセスできるさまざまな

形態のコネクティビティを支援しています。そして、将来、モバイル機器は、拡張現実

(AR)、シームレスな音声制御、3 次元ホログラフィスクリーン、高度な予測解析などにも

使われるようになるでしょう。その結果生じるデータの爆発的増加は、信じられないほど

の規模となっていきます。IDC に拠れば、全世界で生成されるデータの量は、ほぼ 2 年ご

とに倍増し、2020 年 1には 40 ゼタバイトに達するとされています。これは、人類の歴史

が始まって以来、人間が話してきた言葉の総和とほぼ同じ量と言えます 2。 
自動車には、何年も前から、キーレス・エンジン始動機能、インフォテイメントシステ

ム、後方監視用レーダ・カメラなどの安全機能が搭載されてきました。今日の自動車に

は、更なる 先端技術を駆使して、運転手が過度の疲労や運転能力低下状態にないかどう

かを見極める監視機能、 大速度を設定するペアレンタル・コントロール、位置情報に基

づく各種サービス、夜間走行中に道路上の歩行者や自転車、その他の潜在的危害を運転手

に警告するナイト・ビジョン・アシスタンス機能などが搭載されています。近い将来、都

市部では自動走行タクシーのサービスが始まり、車両間(V2V)通信も当たり前のものとなっ

ていくでしょう。 
一方、医療も私たちの親の世代当時の状況から大きくかたちを変えつつあります。新たな

ウエアラブル機器の登場によって、心拍数、血糖値、食物摂取を追跡できるようになり、

どこにいても医師や介護者が慢性患者のバイオメトリクスを監視し、そのパターンを見出

して、より効果的な治療に繋げるうえで役立っています。さらには Wi-Fi チップを患者が

飲み込み、大量の情報を即座に医師に届けるという 先端技術の開発も進んでいます 4。 
また一方で、世界における人類のフットプリントが増大し、エネルギーニーズが急激に高

まるなか、新たな世代の「スマート」技術が導入され、電力網の効率向上、並びに、都

市・町・家庭におけるエネルギー消費の 適化を可能にすることによって、今以上に持続

可能な将来の実現を支えています。 
 
こういった進展は全て、世界中の人々の生活を豊かなものにする未だ嘗てない可能性を提

供するものであり、同時に、世界経済全体の成長と新たな機会を生み出すものですが、こ

の何れの進展も、現代における も基本的な構成要素が無かったとしたら、その実現は全

く不可能なものでした。その基本的な構成要素こそが、デジタル世界において重要な核で

ある半導体です。 
 
1 http://www.emc.com/leadership/digital-universe/20014iview/executive-summary.htm.  
2 http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000087.html. 
3 http://venturebeat.com/2014/01/26/google-granted-patent-on-free-taxi-service-paid-for-with-ads/. 
4 http://www.nylovesnano.com/semico_study/Semiconductor%20Economic%20Impact%20Full%20Report.pdf. 
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オックスフォード・エコノミ

クスが行なった分析に拠れ

ば、2012 年の全世界の GDP
に対する半導体の貢献は 2 兆

7000 億ドルに上っています

技術の進展とイノベーションの中核にある半導体 

半導体は、人類の歴史の中で、 も広く浸透し、 も大きな力を持つ発明の一つです。

「Atlantic」誌が、研究者、歴史家、科学技術者に対して車輪の登場以降の優れたイノベー

ションについて尋ねたところ、半導体は、印刷機、電気、ペニシリンに続いて第 4 位にラ

ンクされました。眼鏡や紙、蒸気エンジンよりも半導体のほうが上位にランクされたので

す 5。 

実に驚くべきことは、半導体が技術に与えた影響、そして、そこから派生して私たちの日

常生活に与えた影響の軌跡の大きさです。この例はどこにでも見つけられます。 

■ 2014 年 6 月現在、フェイスブックを実際に利用している人々の数は、全世界で月間

13 億 2000 万人以上に上っており、グローバルなソーシャルネットワークのハイパー

コネクティビティの世界を形成しています 6。 

■ 現在、モバイル機器の数は 70 億台以上、世界人口を超える数字となっています。2017

年には約 100 億台の機器から 770 億のアプリがダウンロードされることになるでしょ

う 7。 

■ シスコ社では、2020 年までにネットワークに繋がれた機器の数が 500 億台に達すると

推算していますが、産業界のリーダーの中には、現在インターネットに接続されてい

るモノは全体の 1%未満に過ぎないことから、これは控えめな推算値だとする人々もい

ます 8。 

半導体は、経済活動の殆ど全ての側面に影響を及ぼしています。実際、オックスフォー

ド・エコノミクスが行なった分析に拠れば(第 1 章参照)、2012 年の全世界の GDP に対す

る半導体の貢献は 2 兆 7000 億ドルに上っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/innovations-list/309536/. 

6  http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599.  

7  http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2014/01/07/ces-live-cisco-ceo-chambers-to-deliver-keynote/. 

8  http://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=1334100&type=webcontent. 

図 1. 半導体の経済的影響 サービス: 5.6% 

その他: 6.1% 

車両＆運輸: 14.9% 

産業: 24.9% 

エレクトロニクス＆

コンピュータ: 48.5% 

Si
直接的 
$202bn 

 

間接的 
$116bn 

 
誘発的 
$142bn 

 川下 
$2.2trn 

 

世界全体への 

影響 

$2.7 trn 
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とはいえ、米国連邦議会の政策決定者からウォールストリートの投資家に至るまで、ま

た、大学生からハイテク好きの消費者に至るまで、数多くの人々が、まだまだ半導体の価

値を見落としています。半導体が、私たちの時代を大きく変容させる進歩の重要な構成要

素であることに気づいていない人がたくさんいます。モビリティ、コンピューティング、

スマート機器。ウエアラブル(着用可能)機器、ドライバブル(運転可能)機器、フライアブル

(飛行可能)機器。そして、高性能ロボット、医薬品、グリーンエネルギー等々、その例は枚

挙にいとまがありません。 

これから先、地球上のネットワークがますます発達し、物理的世界における振る舞いを測

定し、分析し、予測する能力が大きくなっていくにつれて、半導体の機能の継続的進歩

が、新たに生まれる産業全体の繁栄を支え、同時に、世界全体の生産性、経済成長、イノ

ベーション、持続可能性の劇的発展を促していきます。その結果、政策決定者が半導体産

業の健全なエコシステムを支援すること、教育関係者が新たなフロンティアに安定的に若

い頭脳を導くことが極めて重要となっていきます。 

オックスフォード・エコノミクスと GSA は、さまざまな人、国、そして産業に対して半導

体産業がどのような影響を与えるのかを明らかにする画期的な調査を実施しました。本調

査の報告書は 4 部構成になっています。 

1 世界における半導体のフットプリント：直接的・間接的・誘発的影響 

半導体産業が世界経済に与える直接的・間接的・誘発的影響について報告します。 

2 イノベーション効果 

5 つの産業分野(コンピューティング、電気通信、自動車、エネルギー、医療)のイノベ

ーションをどのようなかたちで半導体が支援しているのか(「触媒的」影響)について事

例を紹介します。 

3 知の 先端で 

半導体によって今後私たちの社会はどこに行くのか、半導体開発のため現在行なわれ

ている投資及び研究が世界の成長にとってなぜ重要なのかについて報告します。 

4 半導体エコシステムの繁栄を確実なものとするために 

政策決定者、学生、実業界に対して、行動を起こすことを呼びかけます。 
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主要な定義と方法論 

世界経済に対する半導体産業の影響の全容を理解するため、経

済的影響の 2 つの主要なカテゴリ、即ち、産業分野固有の影

響と川下への影響に着目しました。 

産業分野固有の影響の評価 

これは、雇用者として、サプライチェーンの物品・サービスの

購入者として、さらには、世界経済における消費支出源とし

て、半導体産業が生み出す狭義の経済的フットプリントを意味

しています。公開されている財務及び労働市場のデータとオッ

クスフォード・エコノミクス独自の世界半導体産業調査とを組

み合わせることによって、GDP 及び雇用に対する半導体産業

の貢献度を推算しました。この経済的フットプリントは、次の

3 つの要素で構成されています。 

直接的影響：全世界の半導体企業に起因する GDP 及び直接雇

用。今回の調査の核となるこの直接的影響は、主としてオック

スフォード・エコノミクス独自の調査によって明らかにされて

います。 

間接的影響：半導体産業はその 終製品の生産に必要な材料

とサービスをサプライチェーンから購入していることを踏ま

え、オックスフォード・エコノミクスでは、自社の「世界イン

プット・アウトプットモデル」を使って半導体産業のサプライ

チェーンが支える GDP と雇用を推算しました。例えば、半導

体産業は世界中で材料や装置、製品を輸送しているので、運輸

産業の生産高の一部を半導体産業による支出と見做すことがで

きます。同様に、半導体産業は、電子及び光学機器、業務サー

ビス、金融サービス、薬液、化学製品などの産業(他にもまだ

たくさんありますが)にとって大口の購入者です。 

 

 

 

誘発的影響：オックスフォード・エコノミクスの「世界マク

ロ経済モデル(201 ヶ国の経済活動についてシミュレーション

を行ない予測するモデル)」を使って、半導体産業とそのサプ

ライチェーンの従業員が彼らの報酬を支出することで発生する

他産業への経済的影響を定量化することができます。彼らの消

費活動は、小売業、消費者製品の製造業者、各種サービス業

(銀行、レストラン等)を始めとする多様な産業の経済活動を支

えています。 

川下への影響を見極めること 

産業分野固有の影響は極めて大きいものですが、私たちの日々

の暮らしを変える革新的な製品や機器に半導体が組み込まれた

時点で半導体がもたらす影響に比べれば、いろいろな面でその

重要性はそれほど顕著とは言えません。この 2 つ目のステッ

プでは、更に広い経済的影響を評価します。つまり、技術・自

動車・医療・エネルギー等の他産業に半導体が使われたことで

生じる経済的影響に加えて、半導体が新たなビジネスの創生に

繋がる、即ち、半導体産業が触媒として機能して更なる経済活

動に力を与えることによる経済的影響を評価します。 

この川下への影響は、学術研究並びにオックスフォード・エ

コノミクスの世界産業データバンクから得られる証拠に基づい

て見極めて行きます。これにより、半導体が世界経済の殆ど全

ての領域における製品・サービスへの重要なインプットとして

使われることで発生する半導体の貢献度を定量化することがで

きます。今回の調査では、まず、米国のさまざまな産業におけ

る 1960 年～2007 年の GDP 成長で半導体に起因すると考えら

れる部分の割合を推算し 9、その推算値を該当産業の全世界

GDP 成長に当てはめて、半導体産業の世界 GDP への貢献度

を推定しています。 

9   http://www.semiconductors.org/clientuploads/directory/   
DocumentSIA/ecoimpactsemidraft_Samuels.pdf. 

半導体とは？ 
今日の半導体は、シリコンと呼ばれるガラスのような材料で作られた微小な台の上に何十億個ものトランジスタが搭載されてい

るものです。一つ一つのトランジスタは人間の体の細胞よりも小さく、それぞれのトランジスタが 1 秒間に 1000 億回以上もオ

ン・オフを繰り返すことで、ある方向の電気の流れを作り出します。この電気の流れが、半導体と半導体を搭載した機器の振る

舞いを決めるのです。 

半導体は、あらゆる先端電子機器の動作に必要不可欠なものです。半導体の性能、複雑さ、機能性が向上するにつれ、その使い

かたも同様に進化します。半導体は、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットにも使われています。近年の車載用電子機

器、航空電子機器、医療機器の進展の多くは、半導体の進化によってもたらされたものです。また、半導体によって、白物家

電、家電機器、照明機器は、過去に例を見ないほどの効率向上を達成しています。半導体は、 新技術を前進させるために不可

欠な構成要素です。
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2012 年、全世界の GDP に対

する半導体産業の直接的貢献

は 2020 億ドルとなり、130
万人の高賃金雇用を直接支援

しています 

世界における半導体のフットプリント： 

直接的・間接的・誘発的影響 10 

 

世界経済に対する半導体産業の も重要な貢献は、殆ど全ての事業分野でイノベーション

と競争力向上を実現したことです。さらに、半導体産業の年間売上高は、2012 年に 2900

億ドルに上り 11、2017 年には 4000 億ドルを超えるものと見込まれています 12。この結

果、現在、全世界の GDP に対する半導体産業の直接的貢献(半導体産業の売上高から諸経

費を差し引いたもので「付加価値」とも呼ばれている)は 2020 億ドルとなり、130 万人の

高賃金雇用を維持しています 13。また、これらの数字は、今後数年間、飛躍的に増え続け

るものと見られています。 

どの産業もそうであるように、半導体産業もその生産プロセスに不可欠な物品・サービス

を提供するサプライチェーンによって支えられています。実際、半導体産業の大半を占め

る統合デバイスメーカ(IDM) (下の補注参照) 各社は、その売上の 31%をサプライチェーン

への支払いに費やしています。あらゆる産業分野がこのサプライチェーンへの支出による

恩恵を享受しているのですが、中でも 大の受益者は装置・材料メーカで、それに続くの

が業務サービス業や金融業です。オックスフォード・エコノミクスの世界経済影響モデル

に拠れば、半導体企業のサプライチェーンへの支出額(半導体産業の間接的影響)は、2012

年、全世界の GDP に 1160 億ドルの貢献をしており、世界全体のサプライチェーンで 200

万人以上の雇用を支援しています。 

直接的・間接的影響の計算に続いて、次に、半導体産業及びそのサプライチェーンで雇用

されている人々が、どのようにその収入からお金を使って他の産業分野の経済活動を支援

しているかについて検討する必要があります。これは半導体産業の誘発的影響と呼ばれる

もので、2012 年に全世界の GDP に対して 1420 億ドルの貢献をしており、この消費者支

出によって創出された雇用は 330 万人に上っています。 

上述の数字の加算によって算出される半導体産業の直截的な川上への経済影響、即ち、半

導体産業の全世界における経済的フットプリントの合計は、2012 年の世界 GDP に 4600

億ドルの貢献、世界全体で 660 万人の雇用支援という数字になります。 

 

 
 
 
 
10 第 1 章で紹介する数字は、オックスフォード・エコノミクスの世界経済影響モデルを使って算出したものです。

半導体産業の売上高総計、研究開発費、設備投資のデータの出所は ICInsights 社です。雇用、賃金、税、間接的イン

プットの使用に関するデータは、GSA のファイナンシャル・トラッカー・データベース、SEMI、企業の財務報告

書、各国統計局の投入産出表(産業連関表)、産業専門家との面談、半導体企業 31 社の調査から得られたものです。 
11 世界全体で見た場合、産業の売上高は、GDP に対するその産業分野の直接的及び間接的影響の合計と同等にな

ります。ここでは、半導体産業の間接的供給者による半導体の使用は含まれていません。半導体産業自体が中間イン

プットとして使用する半導体は除外されています。 
12 「世界半導体産業 2012-2017: 傾向・利益・予測解析」Lucintel 社 (2012 年) 
13 数字並びに実績は全て 2012 年に関するものです。 
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半導体企業タイプ別の影響 

本分析を更に掘り下げることによって、半導体産業の個々の分野ごとに経済貢献を切り分

けることができます。 

統合デバイスメーカ(IDM)は、自社の半導体製品の設計、製造、組み立て、試験、販売の殆

どもしくは全てを社内で行なっている企業です。このタイプに属する大手企業には、イン

テルやテキサス・インスツルメンツなどがあります。IDM 企業は半導体産業の大半を占め

ており、このため、全世界における半導体産業の直接的経済影響の大部分が IDM 企業によ

るものです。2012 年の GDP に対する半導体産業の直接的貢献の 3 分の 2 が IDM 各社に

よるもので、その金額は 1350 億ドルに上ります。雇用に関しては、IDM 各社は 2012 年に

801,000 人の雇用を創出しており、この数字は半導体産業による直接雇用創出の 61.9％に

相当します。この雇用の内訳は、5 分の 1 強が米国、13%近くが中国、11%が日本、10%が

ヨーロッパです。 

これに対して、ファブレス企業は半導体デバイスを設計し、そのマーケティングと顧客へ

の販売を行なう企業で、半導体デバイスの製造、組み立て、試験のプロセスは第三者に委

託しています。このタイプに属する大手企業には、例えば、ブロードコム、NVIDIA、ク

アルコムなどがあります。GDP への直接的貢献に占める割合は 17.7%に上りますが、直接

雇用創出へのファブレス企業の貢献は 9.3%に留まります。この背景には、ファブレス企業

が半導体デバイスの製造、組み立て、試験を外部委託することにより、極めて高レベルの

労働生産性を実現している事実があります。ファブレス分野の雇用は、米国(全体の

37%)、ヨーロッパ(10.8%)と先進経済圏に大きく集中していますが、これはファブレス企業

が半導体デバイスの設計に重点を置いていることを反映しています。 

出典: オックスフォード・エコノミクス 

直接的 

誘発的 

合計 

図 2. 半導体産業の経済的フットプリント 

間接的



OXFORD ECONOMICS

Enabling the Hyperconnected Age The role of semiconductors
  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファウンドリは、ファブレス企業が設計した半導体デバイスの製造に特化した企業です。

このタイプに属する大手企業としては、グローバルファウンドリーズ、SMIC、TSMC、

UMC などがあります。ファウンドリによる直接雇用創出の内訳は、台湾が 57%、中国

10%、米国 9%と、その 4 分の 3 がこの 3 つの市場に集中しています。 

半導体後工程受託(OSAT)企業は、ファブレス企業や一部の IDM と契約して、ファウンド

リが製造した半導体デバイスの実装及び試験を行なっています。このタイプの企業には、

アドバンテスト、アムコア、ASE などがあります。OSAT 各社は、GDP では半導体産業全

体の 6.4%に留まりますが、半導体産業の中で 2 番目に大きな雇用を創出しています。直接

雇用は 239,000 人で、これは半導体産業全体の 18.5%に相当します。OSAT が創出する雇

用の約 35%は中国、そして 19.5%が「その他の国々」という内訳になっています。「その

他の国々」とは、米国、ヨーロッパ、日本、中国、台湾、韓国以外の国々です。 

メーカやファウンドリによる革新的な半導体新製品の迅速な生産を支援するため、EDA(電

子設計自動化)各社は、半導体デバイスの設計・生産並びに複雑な仕様情報の企業間のやり

取りに使用する重要なソフトウエアツールを提供しています。このタイプの大手企業に

は、ケーデンス、メンターグラフィクス、シノプシスなどがあります。IP プロバイダは、

重要な IP(知的財産・設計資産)並びに補助的 IP を開発する企業で、ライセンス供与を受け

た半導体デバイスメーカはその IP を使って自社の半導体製品を設計します。このビジネス

モデルの代表的な例は、英国に拠点を構える ARM ホールディングズです。EDA 企業と IP

プロバイダが創出する雇用の 4 分の 1 は米国、21%がヨーロッパ、中国と台湾はそれぞれ

15%ずつと推算されています。つまり、この 4 つの国と経済圏で EDA 及び IP プロバイダ

各社の雇用創出の 4 分の 3 以上を占めることになります。 

 
世界全体に拡がる産業 
上述のように、半導体産業の直接的影響は、2012 年には世界全体で 130 万人の雇用を支え

るに十分な規模となっています。半導体産業が真の意味でグローバルな産業であることが

次に示す図 4 からも分かります。我々の推算に拠れば、半導体産業による 2012 年の雇用規

模は、日本、韓国、ヨーロッパでそれぞれ 100,000 人以上ずつ、台湾でおよそ 175,000 人

です。米国における雇用は世界 大で 242,000 人です。ただ、中国の方が米国より人件費

が低いこと、そして中国経済における半導体産業の重要性が高まっていることを考える

と、中国半導体産業も米国と殆ど同じ規模の雇用を創出しているものと推定されます。 

図 3. 半導体企業タイプ別直接雇用 
36,000 

239,000

801,000

IDM 

ファブレス 

ファンドリー 

OSAT 

EDA/IP 

97,000 

120,000
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図 5 に示すように、GDP への直接的貢献という面では、2012 年に、米国では 687 億ド

ル、ヨーロッパでは 284 億ドル、日本では 242 億ドルという数字が出ており、先進経済圏

が半導体産業による恩恵を も享受していることが分かります。とは言え、その他の経済

圏でも影響はかなりの規模になっています。例えば、2012 年の GDP への直接的貢献は、

台湾では 200 億ドル、中国では 149 億ドルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 米国における雇用創出に関する SIA の推算値は 244,800 人で本調査よりも幾分高めの数字です。この相違は基礎

データの出典の違いに起因するものです。 

その他の国々 
334,000; 26% 

米国 
242,000; 19% 

中国 
222,000; 17% 

台湾 
175,000; 13% 

ヨーロッパ 
106,000; 8% 

韓国 
104,000; 8% 

日本 
100,000; 8% 

米国以外の南北アメリカ
11,000; 1% 

出典: オックスフォード・ 
エコノミクス 

図 4：直接雇用の地理的分布

図 5：半導体産業が各国 GDP に与える影響 

136 69 

米国
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28 
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ヨーロッパ
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中国
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米国以外の南北アメリカ
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15

24

日本

38 20 

台湾 

71
26

21

24

その他の国々

GVA(2012) 

直接的 

間接的 

誘発的 

単位：10 億ドル 

42

26

25

13
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2 

3 
4 

9

9

18

切上げのため合計額が合致しないこともある 
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半導体産業の経済的メリット

は、真の意味でグローバルな

もので、世界の隅々にまで豊

かさと繁栄を創出しています

直接的貢献の数字に間接的並びに誘発的な GDP への貢献を加えると、世界全体における半

導体産業の経済的フットプリントの推算値の合計が求められます。地図にも示してある通

り、2012 年の時点では、米国のフットプリントが 大で 1360 億ドル、続いて、ヨーロッ

パの 770 億ドル、日本の 570 億ドルとなっています。ただ、国内の半導体産業の規模との

対比で考えると、中国は、他のどの国よりも大きな川上側の「乗数効果」を享受している

と言えます。即ち、中国では、半導体産業の直接的影響 1 ドルによって、中国経済全体で

1.9 ドルの間接的及び誘発的影響が導出されています。 

米国、ヨーロッパ、中国、東アジアの他の先進経済圏以外の「その他の国々」における半

導体産業の活動(東南アジアの活動に主導されるもの)の GDP への貢献は、2012 年におよ

そ 710 億ドルに上っています。国際貿易が興隆し、世界経済の相互接続がますます強固に

なる中、サプライチェーンに対する半導体産業の影響は、あらゆる産業分野に拡がるだけ

ではなく、世界中の殆どの国々に拡がっています。このため、半導体産業は、そのイノベ

ーションの第一線では先進経済圏と緊密に結びついてはいるものの、同産業がもたらす経

済的恩恵の多くは、世界の中でも比較的貧困な地域における豊かさと繁栄の創出に寄与し

ています。 

なぜ政策決定者にとって半導体は重要か？ 

半導体産業は極めて生産性の高い産業です 16。常勤従業員一人当たりの GDP は 155,000 

ドルで、世界半導体産業の労働生産性は、米国経済全体の労働生産性より 37%高い数字と

なっています 17。実際、半導体産業は、世界でも も生産性の高い産業の一つです。 

数多くの国々において、持続可能な付加価値を生み出す雇用、国民の生活の質を高める雇

用を創出することが重視されている現在、政策決定者にとって、健全な半導体エコシステ

ムを育成することの重要性はますます高まっています。労働者の科学、技術、工学、数学

(英語の頭文字を取って STEM)の技能を高めることが、国家の競争力向上に繋がるという

認識が広まっています。 

半導体産業では、このような先端的技能を身に付けた人々を何十万人も雇用しており、こ

ういった雇用の質の高さが半導体産業の報酬レベルにも反映されています。例えば米国を

例にとってみると、2012 年に半導体並びに電子部品の製造分野で働くエンジニアの数は

62,000 人に上り、その平均給与はほぼ 97,000 ドルとなっています。さらに、半導体産業

は、コンピュータや数学関連の職種において 27,000 人の雇用を支え、その平均給与は

94,000 ドルとなっています 18。 

半導体産業の地理的中心地における同産業関連の給与水準は、国全体の平均給与の 2 倍近

くになっています。例えば、米国の平均給与 49,300 ドルに対して、カリフォルニア州サン

タクララ郡(シリコンバレー)の平均給与は年間 95,900 ドルです 19。 
 
 
15 中国は、「電気機械器具」のような製品の世界 大の輸出国として、自国の半導体企業のみならず、全世界の半

導体企業によるサプライチェーンへの支出によって大きな利益を得ています。さらに、中国は、消費者向け製品の世

界 大の供給国であるため、消費者による支出がもたらす誘発的影響による大きな恩恵にも浴しています。このた

め、中国は高い経済乗数効果を享受しているのです。 
16 IMF が 2013 年 12 月に発表した「成長の定着化: 生産性の重要性 – 新興市場及び発展途上経済圏における改革

の強化」では、生産性の向上が、長期的な成長と生活水準の向上の主要な推進力であるとしています。

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1308.pdf). 
17 出典：オックスフォード・エコノミクス 
18 「職業雇用統計」労働統計局 (2012 年) 
19 雇用と賃金に関する四半期統計調査 (http://www.bls.gov/cew/) 
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新の iPad は、1990 年当時

のスーパーコンピュータ 

「クレイ」(冷蔵庫ほどの大き

さでした)以上の処理能力を備

えています 

イノベーション効果 

私たちが日常的に使う革新的な製品や機器にひとたび半導体デバイスが組み込まれると、

半導体産業自体が生み出す影響以上に大きな波及的影響が、 終消費者の間に広がりま

す。本調査では、これを半導体の触媒的影響、もしくは、川下への影響と呼んでおり、こ

れにより世界の GDP が 2 兆 2000 億ドル増加すると推算しています。 

確かに、あらゆる技術分野の飛躍的前進を下支えする半導体の開発スピードは圧倒的なも

ので、これに肩を並べられる産業は他にありません。例えば、 新の iPad は、1990 年当

時のスーパーコンピュータ「クレイ」(冷蔵庫ほどの大きさでした)以上の処理能力を備えて

います 20。また、2013 年後半のインテル・ラボの報告に拠れば、半導体のイノベーション

によって、パソコンの速さは僅か 4 年間で 2 倍近くにまで向上しています 21。 

この迅速な開発、そして、それが牽引するイノベーションの効果は、コンピューティン

グ、電気通信、自動車、医療、エネルギーなど広範囲の産業分野に現れています。 

電気通信で世界を繋げる 

半導体は、従来技術をスマート化し、その効果を向上させるだけではありません。半導体

は、今まで無かった全く新しい産業の創出にも直接的に寄与しています。その一例が移動

体電気通信ですが、この移動体電気通信によって、エンタテイメント、メディア、商取引

を始め、世界中の数多くの産業分野が生まれ変わりつつあります。世界銀行に拠れば、全

世界における携帯電話の導入スピードは、技術史上他に類を見ないもので 22、この成長は

半導体に帰するところが大きいと言われています。 

 

 

 
20 http://blogs.wsj.com/tech-europe/2011/05/11/ipad-2-more-powerful-than-1990s-supercomputer. 
21 インテル「2013 Year in Review Factsheet」newsroom.intel.com 
22 世界銀行「モバイルの 大化」2012 年 

0.9% 
2009 年 5 月

2.4%
2010 年 5 月

6.0%
2011 年 5 月

10.0%
2012 年 5 月

15.0% 
2013 年 5 月 

トレンド・ライン

図 6：2013 年携帯電話インターネットトラフィック倍増 

出典: StatCounter Global Stats(2013 年 5 月) 
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米国だけを取ってみても、

1960 年～2007 年における通

信機器産業の成長の 35%以上

は半導体に起因すると推算さ

れています 

米国だけを取ってみても、1960 年～2007 年における通信機器産業の成長の 35%以上は半

導体に起因すると推算されています 23。半導体の性能とエネルギー効率が向上するにつれ

て、半導体が下支えする携帯電話やネットワークも同様にその性能とエネルギー効率を向

上させています。しかも、コストはますます低減しています。これにより、携帯電話は文

字通り何十億人もの人々にとって手の届くものとなりました。この中には生活維持に必要

な 低限の収入にも満たない人々がたくさん含まれています。調査会社の IDC に拠れば、

2013 年には全世界で 10 億台以上のスマートフォンが出荷されました 24。携帯電話の番号

のほうが家の住所よりも安定しているというところが世界各地にあるのです。 

発展途上地域において携帯電話インフラの整備が急速に進んだことにより、大きな副次的

効果も発生しています。例えば、携帯電話インフラの整備によって、 

■ 堅牢なネットワークが構築され、これにより、汚職との戦いが始まり、民主的選挙の

監視が行なわれ、貧困地域に医療や食料が提供され、そして、かつて遠隔地と言われ

た地域で人道支援グループが「リアルタイム」の活動を監視する手段が生まれてきま

した 25。 

■ 農業従事者が市場価格、気候データ、作物栽培情報を容易に入手することができるよ

うになり、農業に大きな変革が起こりました 26。 

■ さまざまなモバイル決済システムが成功裡に構築され(例：ケニアの M-PESA)、これ

により、何百万人もの「銀行を使えなかった」人々が、金融取引を行なったり、効果

的に預金口座を開いたりすることができるようになり、経済成長に弾みがつきまし

た。 

スマートフォンの画期的な影響が新興経済圏でも先進経済圏でも顕著に現れています。し

かも、これはまだ氷山の一角に過ぎません。スマートフォンだけではなく、タブレット

も、グーグルグラスやペブル社のスマートウォッチのようなウエアラブル機器の新製品も

含めたさまざまな携帯機器は、ハイパーコネクティビティ時代の震源地に位置していて、

イノベーションや社会経済の発展の新たなフロンティアを象徴しているのです 27。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
23 「半導体と米国経済成長」Jon D. Samuels (2012 年) 

24 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24645514. 

25  http://cddrl.stanford.edu/research/combating_corruption_with_mobile_phones/. 

26  http://www.cgiar.org/consortium-news/mobile-phones-helping-farmers-make-better-decisions/. 

27  http://www.weforum.org/issues/hyperconnected-world. 
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半導体による商取引のモバイル化 
インターネットの普及率が低く、ノートパソコンも高価で購入できないことが多いアフリ

カ大陸ですが、携帯電話の使用は急激に伸びており(これも半導体の力によるものです)、携

帯電話は、情報共有と事業活動の手軽な手段として広まっています。 

ケニア 大の携帯電話会社サファリコム社は、2007 年に M-PESA(モバイル決済システム)

サービスを開始しました。M-PESA は、売り手の口座に携帯電話で直接送金するか、携帯

電話クレジットをその場で現金化するかの何れかの方法で売買ができる携帯電話を使った

決済システムです。サービスを開始して 1 年足らずの間にケニア国民の 66%以上がこのサ

ービスを利用するようになりました 28。 

今日では、M-PESA(「PESA」はスワヒリ語で「お金」を意味します)は、ケニア経済を殆

どキャッシュレス化する決済プラットフォームにまで進化し、新たなイノベーションを牽

引しています。現在、M-PESA の加入者数はおよそ 1900 万人 29、80,000 店近くの代理店

とほぼ 37,000 社の企業が加盟しており、ケニアの GDP の約 43%は M-PESA 経由で生み

出されています 30。 

M-PESA の成功により、新たな需要がアフリカ全土、中東、そしてアジアでも創出され、

現在では、南アフリカ、モザンビーク、タンザニア、エジプト、アフガニスタン、インド

で M-PESA サービスを展開しています。そして 2014 年 3 月には、ルーマニアでも M-

PESA サービスが始まりました。これによって M-PESA は世界で も成功したモバイル銀

行サービスとなりました。 

M-PESA などのサービスのメリットは明確です。以前は「銀行を使えなかった」人々が、

現在は公式経済の中に組み込まれ、その生活水準と生活の質は大幅に上昇しています。 

 
自動車産業におけるイノベーションの推進 
半導体は、自動車操作の事実上あらゆる側面で極めて重要な部品となっています。自動車

のメカニカルシステムから電子的システムへの移行は、半導体産業の中でも も急成長を

遂げる市場分野の一つを生み出しています。マッキンゼーの 近の報告に拠れば、車載用

半導体は約 8%の年成長率で伸びています 31。電子制御への移行により、自動車の安全性と

耐久品質が大きく向上しています。JD パワー社が実施した「2013 年自動車耐久品質調

査」に拠れば新車の問題件数が 1989 年の初回品質調査以来 低になったとのことです 32。 

エンジンから変速装置、エアバッグ、クルーズコントロール、ブレーキ部品に至るまで、

車のあらゆる側面に半導体が使われるようになったことは極めて画期的なことです。フォ

ード・モータ社では、2010 年、車に組み込まれたエレクトロニクスの車全体の価格に占め

る割合が 30%～45%になったと推算しています 33。この割合は、自動車の高度化に伴い、

さらに大きくなる可能性が高く、プライスウォーターハウスクーパーでは、車一台当たり

の半導体搭載量は、2012 年の 315 ドルから、2017 年には 385 ドルにまで伸びると予想し

ています 34。市場調査会社 IC Insights 社では、車載エレクトロニクスの市場規模は、

2015 年までに 270 億ドルを超えると見ています 35。 
 
28 http://www.strathmore.edu/pdf/innov-gsma-omwansa.pdf. 
29 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/vni-service-adoption-forecast/Cisco_ 
Safaricom_CS.html. 
30 http://www.bloombergview.com/articles/2014-03-31/forget-bitcoin-african-e-money-is-the-currency-killer?cmpid=yhoo. 
31 McKinsey on Semiconductors 2013 年秋 
32 http://www.consumeraffairs.com/news/lexus-porsche-toyota-lincoln-top-jd-power-dependability-rankings-021313.html. 
33 Jim Buczkowski 氏の講演 2011 年 6 月 2 日 
34 http://www.pwc.com/gx/en/technology/publications/semiconductor-report-spotlight-on-automotive.jhtml. 
35 http://www.automotive-eetimes.com/en/fuel-efficiency-drives-semiconductor-content-in-
cars.html?cmp_id=7&news_id=222902391. 
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半導体は、また、自動車の持続可能性向上にも寄与しています。従来の車両駆動系技術で

排気ガスを削減するには、エンジン性能の常時監視と補正が必要でした。パワートレイン

制御用マイコン(MCU)とパワー半導体の導入により、燃料噴射ロスが低減し、ギア比とシ

フトタイミングが 適化されたことでエンジン効率が向上し、これにより、油圧系及び摩

擦によるエネルギーの無駄を削減することができました。 

新車に使われている 先端技術には、運転の快適性を高める半導体の機能向上が如実に反

映されています。例えば、一部のインフィニティブランドの車種には、車のハンドル操作

全てを行なう「スエア・バイ・ワイヤ」と呼ばれるシステムが搭載されています。万が一

何れかのシステムが故障した場合にはメカニカルなハンドル操作もできるようになってい

ます。また、他の車メーカでは、現在、先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車を提供

しています。ADAS は、車間距離適応走行制御(ACC)、車線逸脱警報システム、死角検

知、低速域衝突回避、後方確認用カメラを統合したシステムで、潜在的に危険な状態を回

避するうえで運転手を支援するものです。ハイブリッド車や電気自動車では、半導体搭載

率が更に高くなっています。例えば、GM のプラグインハイブリット車「シボレー・ボル

ト」には 1000 万行のソフトウエアコードと 100 個の電子制御装置が搭載されており 36、

道路上を走行する一台一台のシボレー・ボルトには独自の IP アドレスが与えられていま

す。 

 

36 http://www-01.ibm.com/software/rational/announce/volt/. 

図 7: 車載 IC 市場の顕著な成長

単位：10 億ドル 

2009 2010 2011 2012E 2013F 2014F 2015F 2016F 
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半導体による自動車の再発明 

想像してみて下さい。夜あなたが寝ている間、あなたの車は天気や高速道路の状態を監視

しています。翌朝の通勤に影響する切迫した問題が発生したため、あなたのことをいつも

より 20 分早く起こすように車が携帯電話に警告を送信します。 

あなたが車に乗り込むと車が行先を尋ねてきます。あなたは会社に行くよう指示を出しま

す。椅子の背もたれに体を預けてダッシュボードのディスプレイに表示される今日のニュ

ースをあなたが読み始めると、車は自動的に始動し、駐車場を出て走行を始めます。新た

に入ってくる天気情報や道路交通情報を高速処理しながら適切なルートを決め、ブレーキ

やサスペンション、ハンドル操作、燃料混合比を調整して、でき得る限り 高の走行を実

現します。あなたの手助けは全く無しで。 

これは SF 小説ではありません。自動車メーカは、クラウドコンピューティング、センサ・

ネットワーク、無線コネクティビティ、GPS ナビゲーションの統合を急速に進めており、

運転手無しで走る車は、程なく当たり前のものとなっていきます。2014 年 3 月、テスラ・

モーターズ社の創業者で CEO のイーロン・マスク氏は、3 年以内に自動走行機能をモデル

S に搭載するつもりであると述べました 37。一方、グーグルの自動走行車はこれまでに 70

万マイル以上の走行実績を記録しています 38。この驚異的な変革の中核にあるもの。それ

が半導体です。 

周囲の環境を感知してそれに対応する 先端の機能を搭載した車は既に数多く存在してい

ます。例えば、車間距離適応走行制御が搭載されている車の場合、その車が走行する車線

のすぐ前に他車が侵入してくると自動的にゆっくり速度を落とします。車線逸脱警報シス

テムにはカメラが使われており、車線から逸脱すると警報が発せられます。死角監視シス

テムは、センサを使って、視界に入りにくい場所にいる車について運転手に警告します。

そして、GM、アウディ、フォード、レクサス(トヨタ)など、一部の車メーカでは自動で車

庫入れする車を販売しています。 

モルガン・スタンレーの 2013 年報告書に拠れば、自動走行車の普及によって、年間 1 兆

3000 億ドルの節減の可能性があるとしています 39。この金額には、事故関連費用が 4880

億ドル低減すること、運転手が道路に気を取られず車中で仕事ができることによって生産

性が 5070 億ドル向上することが含まれています。また、GSMA は、ソフトウエア・プラ

ットフォームとデータ・ネットワークが今後ますます緊密に接続していくことにより、

2018 年には、インターネットに接続された車の市場規模は 540 億ドルに届くと推算してい

ます 40。 

 

 

 

 

 

37 http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/tesla-ceo-we-aim-to-have-selfdriving-cars-within-3- 

years-9226522.html 

38 http://www.informationweek.com/mobile/mobile-devices/google-self-driving-cars-get-smarter/d/d-id/1234906. 

39 http://www.morganstanley.com/public/11152013.html. 

40 「インターネットに接続された自動車に関する予測: インターネットに接続された自動車の世界市場は 5 年で

3 倍に成長する」GSMA  2013 年 2 月 
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何十億人もの人々の生活向上に繋がる医療変革 

私たちは半導体のことを単に「市販の」製品と考えがちです。しかし、科学者や研究者は

長年にわたって医療診断と患者治療の向上に寄与する技術的ソリューションを追い求めて

きました。実際、半導体の処理能力の急速な向上により、患者の快適性は高まり、医療の

将来の変革も進行しています。 

RFID(IC タグ)や他の追跡ツールの性能及び機能性の向上によって、患者の容態をモニタリ

ングし、院内の医薬品の所在を把握し、高額な診断機器を追跡するといった看護師や医師

の仕事が大きく改善しています 41。病院システムの従来データを電子的記録保持システム

に統合することにより、医薬品による有害な相互作用の発生防止を徹底する確認作業、患

者への請求並びに医療費還付の管理が容易になり、さらには、患者を治療する専門医が、

他の医師や看護師がその患者に対応した際の状況を確認するよう徹底することも可能にな

っています。 

このような取り組みは患者の転帰に大きなプラスの効果をもたらしますが、これらは、現

時点で も際立っている動向に過ぎません。半導体エレクトロニクスの急速な進歩とナノ

テクノロジや無線センサ・ネットワークが融合することにより、新たな世代のマイクロ・

マシンの実用化が進みます。例えば、血圧や呼吸器、腎臓透析などのモニタリング用の新

型圧力センサ、人工内耳用微小電極、薬剤注入送達用微小ポンプ、医療画像診断用超音波

センサ、そして各種の微小アクチュエータ、シリコンマイク、また、補聴器の性能を向上

させる微小電極などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時に、超音波装置や心拍数モニタなど、以前は病院や医院にしか据え付けられていなか

った高性能大型診断機器が、携帯電話上で利用できる可能性が今後ますます増えていきま

す。このような機器によって患者自身による管理の可能性が増大し、患者は自らの健康状

態について精度の高い数値化情報を入手できるようになります。 

41 http://www.healthcarefinancenews.com/news/rfid-yielding-savings-hospitals. 

図 8: 遠隔医療の将来像

テレビ会議システム 
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モニタリング＆ 
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出典：IEEE.org からの引用 
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 言うまでもなく、無線技術を使った患者の容態の遠隔モニタリングは、医療業界に飛躍的

進展をもたらすものです。遠隔医療の取り組みによって、慢性疾病の治療が向上するだけ

ではなく、医師や看護師が殆どいなかった遠隔地に居住する何百万人もの患者に医療を提

供することが可能になります 42。 

半導体の力によって、社会に医療革命がもたらされようとしています。即ち、患者個人の

遺伝子プロファイルに基づいて「テイラーメード」の医薬品が創られるようになります。

半導体で動く高性能シークエンシング装置によって、一日で、しかもたった 3000 ドルで、

個人の遺伝子プロファイルが解明できるようになってきたからです。13 年前、研究者たち

が 初にゲノムを解読した頃とは隔世の感があります。当時は、同じ作業に 13 年間、30

億ドルの費用が掛かったのですから。 

半導体による医療の変革 
技術の進歩により、信じられないほど画期的な変化が医療にもたらされました。複雑なゲ

ノム情報の解読、遠隔医療とロボットの急速な進展、幹細胞研究の大躍進などは、ほんの

一部に過ぎません。 

半導体の高性能化・高機能化は留まるところを知らず、ハイパーコネクティビティ時代の

大きな可能性を更に広げています。誕生間もないバイオエレクトロニクスは発展の一途を

辿っており 43、Fitbit や Jawbone UP のような手首に装着できる機器だけではなく、さま

ざまな製品が矢継ぎ早に開発されています。例えば、プロテウス・デジタル・ヘルス社 44

が開発したマイクロチップは、患者が口から飲み込み、心拍数、睡眠パターン、血流中の

薬剤レベルのモニタリング情報を皮膚上に装着したセンサに送るしくみになっています。

このデータによって、医師や看護師は、患者の治療パスに関して今まで以上に完全な状況

を知ることができます。 

2014 年 1 月、グーグルは「スマート」コンタクトレンズを開発したと発表しました 45。こ

のコンタクトレンズには血糖値を測定する微小な無線チップとセンサが組み込まれていま

す。現在定期的に自分の指を針で刺して血糖値をモニタリングしている糖尿病患者にとっ

て、これは正に人生を変えるほどの画期的な開発と言えるかもしれません。このコンタク

トレンズは、血糖値が一定のレベルを超えると患者のスマートフォンもしくは他の機器に

警報を送信して警告を与えます。現在、グーグルは本機器について FDA に承認申請を行な

っています。 

一方、インテルも 5 月に新たな「Make it Wearable」プログラムを発表し、バイオエレク

トロニクス参入の名乗りを上げました 46。このプログラムで、インテルは、学生、エンジ

ニア、プログラマ、その他の開発者たちにバイオエレクトロニクスの境界を更に押し広げ

ようと働き掛けています。 

バイオエレクトロニクスはまだ黎明期ではありますが、その潜在力に対する期待感は高ま

っています。タフツ大学が 近行なった調査では、癌性腫瘍の拡大阻止にバイオエレクト

ロニクスが使える可能性が示されています 47。また、BCC リサーチの報告書に拠れば 48、

ウエアラブル機器の市場規模は 2018 年には 300 億ドルに達するとされています。 
 
42 http://www.informationweek.com/mobile/telemedicine-improves-patient-outcomes-study/d/d-id/1111285?. 

43 http://www.gizmodo.com.au/2014/01/how-bioelectronics-will-cure-cancer/. 

44 http://www.proteus.com/. 

45 http://googleblog.blogspot.com/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html. 

46 https://makeit.intel.com/faq. 

47 http://dmm.biologists.org/content/early/2013/01/31/dmm.010835.abstract. 

48 http://www.bccresearch.com/market-research/information-technology/wearable-computing-ift107a.html. 
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スマートグリッドの世界市場

規模は 2020 年までに 4000 億

ドルを超えると見込まれてい

ます

エネルギーと電力会社の再活性化 

半導体がその変革効果を発揮するのはハイテク産業だけではありません。半導体の導入に

よって、従来型産業の製品やプロセスの大幅な向上を図ることもできるのです 

2013 年、オバマ政権は、停電によって米国経済に発生する費用が毎年 大 330 億ドルに上

ると推算した報告書を発表しました 49。この報告書では、米国の平均的な発電所は築後 30

年を経過しており、変圧器と送電線の大半が 25 年以上前に設置されたものであることも指

摘されました。次にまた「巨大暴風雨」が到来すると何百万もの企業と消費者が危険に曝

されることになります。ホワイトハウスは、ハリケーン「サンディ」による停電コストを

750 億ドルと推算しています。 

当然のことながら、老朽化し過度な負担に喘ぐ電力網は米国だけの問題ではありません。

現在、数多くの国々で「スマートグリッド(次世代電力網)」の開発に力が注がれています。

「スマートグリッド」は、半導体とソフトウエアを使って、一日中、リアルタイムで、電

気の流れを監視し、電力網全体の固有の課題や潜在的問題について電力会社に警告を送信

します。世界各国のクリーンエネルギー産業のモニタリングを行なっている GTM リサー

チ社では、スマートグリッドの世界市場規模は 2020 年までに 4000 億ドルを超えると見込

んでいます 50。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 http://energy.gov/sites/prod/files/2013/08/f2/Grid%20Resiliency%20Report_FINAL.pdf. 

50 http://www.greentechmedia.com/research/report/global-smart-grid-technologies-and-growth-markets-2013-2020. 

図 9: スマートグリッド

電力会社

スマートルータ
スマートメータ
ホームエリアネットワーク 

スマートメータ
スマート
グリッド 

出典：Grit Net/Cisco からの引用 
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同時に、何百万もの世帯に導入された「スマートメータ」が、エネルギーの非効

率を抑制し、消費者に自らのエネルギー低減に関する情報量を増大させます。ス

マートメータは、エネルギーの賢い選択を消費者に促すだけではなく、さまざま

な種類の代替エネルギー源をエネルギー網に繋げて、今以上に多くの人々に多く

のエネルギーを提供します。消費者、企業、機関が、自前の太陽・水力・地熱エ

ネルギーソリューションを導入するケースが増えるにつれ、スマートグリッドに

接続されるスマートメータは、需要全般及びその他諸条件に基づいて、電力調達

の 良の方法を自動的に見極めるようになっていきます。スマートメータを設置

した世帯数が 2020 年までに EU で全体の 85%に上ります。また、2022 年までに

は、北米で 91%、アジア太平洋地域で 68%に達するものと予想されています 51。 

半導体による持続可能な都市づくり 

大都市化が進んでいます。オックスフォード・エコノミクスに拠れば、2030 年

までには世界の上位 750 都市で人口が 4 億 1000 万人増加し、2 億 6000 万軒の新

たな家と 17 億 7000 万平方フィートの新たなオフィス面積が必要になります 52。

各都市の長は、都市の肥大化現象抑制、インフラ刷新、天然資源使用の 大化、

恐らく も重要なエネルギー使用のスマート化政策の必要性を認識しています。 
バルセロナは、世界有数のハイパーコネクティビティ、ゼロエミッション都市

を目指しています。実現に向けて、バルセロナは、太陽光発電、センサ・ネット

ワーク、スマートグリッド、スマートメータ、LED 照明、電気を使った運輸を始

めとする数々の 先端技術を導入しています。この中核に半導体が使われていま

す。この取り組みが奏を功し、2014 年 3 月、欧州委員会は、バルセロナの真摯な

姿勢を評価して、バルセロナに「ヨーロッパのイノベーション首都」という名称

を与えました 53。現在進行中のプロジェクトの一部を以下に紹介します。 
■ 太陽エネルギーによる水の加熱：2000 年に成立した条例では、一定の規模以上の新築

構造物では、太陽エネルギーを使って水を温めることを義務づけています 54。 

■ スマートストリート：バルセロナの SIIR プロジェクト(統合都市インフラソリューシ

ョン)は、バルセロナの照明費用をおよそ 40%低減することを目指しています 55。これ

までに、50 の道路及び 1000 以上の街灯で LED 照明への切り替えが行なわれ、バルセ

ロナの照明用電力の 50%が遠隔制御できるようになりました。 

■ 電気自動車：バルセロナは電気自動車を奨励することを確約しており、都市中心部に

260 以上の充電スタンドを設置しました。 終的には、どの市民も自宅から 5 分以内

のところで充電スタンドが使えることが目標です。また、バルセロナでは、500 台以

上のハイブリッドタクシーがあることも誇りにしています。またレンタル用の電気自

動車とオートバイも整備しています。バルセロナの LIVE(電気自動車導入後方支援)

は、電気自動車プロジェクトで協働する企業やイノベータを招聘しています 56。 

エネルギーのスマート化は、地球にとってプラスになるばかりではありません。

全人類の成長と繁栄を持続するために不可欠なことです。そして、エネルギーの

スマート化は半導体無しには実現できないのです。 

51 https://m2m.telefonica.com/m2m-media/m2m-news/item/630-m2m-800-million-electric-smart-meters-to-be- 
installed-globally-by-2020 
52 「グローバル都市 2030: 世界 750 大都市における将来の傾向と市場機会」オックスフォード・エコノミクス 
http://www.oxfordeconomics.com/cities/report 
53 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm. 

54 http://www.barcelonaenergia.cat/eng/operations/ost.htm. 

55 http://www.slideshare.net/fullscreen/barcelonactiva/barcelona-smart-city-tour-15080538/3. 

56 http://w41.bcn.cat/en/. 
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米国の半導体産業におけるイ

ノベーションは、1960 年から

2007 年までの期間に 9%近く

成長しています。これは経済

全体のイノベーション成長率

の 25 倍のです

しかしながら、ハイパーコネクティビティ時代においてエネルギーに配慮する手

段は、スマートメータとスマートグリッドだけではありません。Nest Learning 
Thermostat57などの新しい無線機器は、「スマート」センサが装着され、家庭の

暖房システムを監視し、温度を自動的に調整して無駄なエネルギーを低減するも

ので、これにより 1 年に何百ドルもの節減ができます。一方、シアトルに本拠地

を置く競合他社である SNUPI Technologies 社は、パイプの漏れや温度急変を家

主に知らせる家庭用センサ・ネットワークを開発しました 58。ハイパーコネクテ

ィビティで繋がる家庭は、単にエネルギー効率に優れているだけではなく、リア

ルタイムでの通信も可能となります。これも半導体の進歩のおかげと言えます。 

半導体の川下への影響の評価 

今まで紹介した例は、半導体が私たちの生活を向上させる事例の一部に過ぎませ

ん。世界経済に対する影響全体を定量化するには複雑な作業が必要ですが、その

影響は極めて大きなものです。全要素生産性(TFP)を始めとする幾つかの指標で

は、米国半導体産業におけるイノベーションは、1960 年から 2007 年までの期間

に 9%近く成長しています。ハーバード大学ジョン・サミュエル氏の 近の分析に

拠ればこの数字は経済全体のイノベーション成長率の 25 倍であり 59、この期間に

おける米国の経済イノベーション合計値の 30%近くを占めると推算されます。 

個別の産業分野に目を向ければ、1960 年から 2007 年の間、半導体の貢献度は、

米国通信機器製造業の成長の約 37%、電気機器分野の拡大の 14%、他の電子製品

生産量の増加の 24%であるとサミュエル氏は推算しています。米国経済の中で半

導体との直接的関係性が薄めと見られる他の産業分野でも半導体の貢献は目覚ま

しいもので、例えば、家具産業の生産量増加の 4%に半導体が寄与しています。 

これらの数字から米国における半導体の川下への貢献の規模について一定の感触

が掴めます。さらに分析を行ない、生産量増加に対する半導体革命初期段階から

の半導体の貢献を見れば半導体産業の川下への影響の全容が明らかになります。 

このためには、米国に関するサミュエル氏の推算値とオックスフォード・エコノ

ミクスの「世界産業モデル」から得られた全世界に関するデータを組み合わせる

必要があります。「世界産業モデル」は、長期間に渡る時間軸で世界経済のさま

ざまな産業分野の成長の姿を示すものです。 

例えば、全世界の通信機器産業の生産量は、1960 年から 2012 年の間に毎年約

5700 億ドル増加していますが、その中の年間約 2100 億ドルは半導体の貢献によ

るものです。同じ期間に、電気機器・器具の年間世界生産量はおよそ 1 兆 7000
億ドル増えていますが、このうち約 2500 億ドルは半導体に帰するものです。 

このような各産業分野に対する半導体の影響を加算することで、世界 GDP に対す

る半導体産業の川下への年間貢献総額の推算値を導き出すことができます 60。 

57  https://nest.com/. 
58  http://www.wallyhome.com/how/. 
59 ジョン・D・サミュエル氏(2012 年)「半導体と米国経済成長」 
60 ここでは、2007 年から 2012 年までの生産量増加に対する半導体の貢献が、1960 年から 2007 年までの平均と

同じであると想定されています。さらに、米国における各産業分野の生産量増加に対する半導体の貢献は、米国以

外の世界経済における同等の産業分野の生産量増加に対する半導体の貢献と同じと想定しています。 
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 この分析結果から、全世界の GDP に対する半導体の川下への経済的影響の総額

は、2012 年に 2 兆 2000 億ドルであったことが明らかになりました。 

第 1 章で紹介したように、世界全体における半導体産業の経済的フットプリント

は極めて大きなものであるので、川下への経済貢献を今後何倍にも増大させ、し

かもその増加速度を速めるためには、半導体が進化し続けることが肝要であると

言えます。 

上述した 2 兆 2000 億ドルの貢献額の内訳を見ると、半導体の進歩が も大きく

貢献しているのは、半導体が重要なインプットとなっている産業分野であること

が明確です。当然のことながら、民生用電子機器、特にコンピュータの分野が、

半導体による川下への貢献の半分近くを占めています。次いで、産業用の割合が

25%、車両及び運輸が 15%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オックスフォード・エコノミクスでは、既存の学術的調査を利用して、1960 年以

降の生産量増加の 5%以上が半導体に起因する産業分野、即ち半導体への依存度が

高い産業分野の洗い出しを行ないました 61。推算によれば、製品が機能するうえ

で半導体の存在が不可欠となっている、このような産業分野は、2012 年、全世界

における経済活動の中で 7 兆ドル以上、全世界の生産量のおよそ 10%を占めてい

ます。 

 

 
 
 
61 コンピュータ及びその周辺機器の製造、通信機器の製造、半導体及びその他の電子部品、その他の電子製品、電

気装置器具及び部品、機械、車両の車体及びトレーラ並びに部品、その他の輸送機器、加工金属製品が含まれていま

す。 

$137.5 
6% 

$335.4 
15% 

$559.2 
25% 

$125.5 
6% 

$1,088.6 
48% 

図 10: 川下への経済的影響（単位：10 億ドル） 

電子機器及び 

コンピュータ 

産業用 

車両及び運輸 

その他

サービス

出典: オックスフォード・
エコノミクス 
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IoT によって、今後 20 年の間

に世界経済が 15 兆ドルも増大

すると見込まれています

知の 先端で 

これから先、半導体によって私たちの生活はどう変わるのでしょうか。半導体の

高機能化により、今後も社会は急激にその姿を変え続け、至るところで人々の生

活の質が向上していきます。 

ハイパーコネクティビティ時代では、何十億もの機械、モノ、人が、膨大なセン

サ・ネットワークとクラウドを通じて即座に繋がり合います。シスコシステムズ

社は、2020 年までに IoT(Internet of Things)によって 500 億のモノが繋がるとい

う産業展望を発表し、この展望は広く紹介されています 62。コンピュータ機能、

センサ機能、通信の融合により、仮想と現実が一つになる世界、即ち、機械、

人、動画、センサ、ニュース配信、バイオフィードバック、地図、その他のデー

タが真の意味で統合された世界が創出されます。 

この相互接続性革命によって、企業における事業展開のありかた、そして企業が

提供する製品・サービスのタイプが、劇的に変化しています。しかし、IoT は、

単なる物流の改善や工場における予防保全の導入に留まるものではなく、さらに

それ以上のものをもたらしていきます。嘗て生命を持たない物体だったモノが互

いに「話をする」能力を与えられたことにより、製造から医療に至るまで全てに

革命的変化が起こっています。ゼネラル・エレクトリック(GE)が 近実施した調

査では、IoT によって、今後 20 年の間に世界経済が 10 兆～15 兆ドル増大する可

能性があるという予測が示されています 63。 

 

62 デーブ・エヴァンス氏(2011 年)「IoT(The Internet of Things):インターネットの次の進化は、あらゆるものをどう

変えていくのか」シスコ白書 http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf. 
63 ピーター・エヴァンス氏＆マルコ・アニュジアータ氏(2012 年)「産業用インターネット：心と機械の境界を広げ

るもの」ゼネラル・エレクトリック http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf. 

3 

クラウド＆サービス 

スマートグリッド 

対応店舗 

インテリジェント都市 

インテリジェント 
病院 

インテリジェント 
高速道路 

インテリジェント工場 

都市指令管制センタ 

病院の 適化 

接続された救急車 

インテリジェント医療機器 

インテリジェントデジタル看板 

交通の流れの 適化 

通信の 適化 

家庭用エネルギー

管理 

工場の 適化 

物流の 適化 

交通監視カメラ 

車両自動化システム 

図 11: (IoT) Internet of Things 

出典：CMSWire からの引用 
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IDC の試算によれば、今後、

格納データ量は 2 年で 2 倍の

ペースで増加し、2020 年まで

には 40 ゼタバイト近くになり

ます

インターネットに接続されたモノやスマート機器の爆発的増加は、一方で、ビッ

グデータ分析やクラウドコンピューティングの需要の拡大を推進します。IDC の

試算によれば、今後、格納データの量は 2 年で 2 倍のペースで増加し、2020 年ま

でには 40 ゼタバイト近くになります 64。因みに、1 ゼタバイトのデータは、750
億個の 16 ギガビット iPad を満杯にするデータ量と同等です。2013 年時点で、ワ

ールドワイドウェブ全体のデータ量は約 4 ゼタバイトと推算されています。ハイ

パーコネクティビティ時代、アクセス可能な情報量が増加するにつれ、半導体の

高速化と高性能化への要求も同様に高まっていきます。 

ナノサイエンスは、生物学に飛躍的な進展をもたらし、難病の診断や治療のやり

かたを変えていきます。既に、視力障害や神経障害の治療に使われる埋め込み型

マイクロエレクトロニクスの開発において、研究者による優れた成果が報告され

ています 66。一部の研究者の間では「ニューラル・ダスト」の開発も検討されて

います。これは、人の脳組織の中に撒布できる微小センサで、脳と機械の間の継

ぎ目のないインターフェースを形成するものです 67。  

仮想現実の継続的進展に伴い、画面の更なる広帯域化と高解像度化を実現し、遅

延時間を低減できる半導体への需要が高まっていきます。オクラス・リフトのよ

うなヘッドセットや高品位スクリーン、あるいはその他のプラットフォームを使

って臨場感溢れる 3 次元の世界を体験できる機能は、ゲーム、都市計画、医療研

修を既に大きく変えています。例えば、脳外科手術の研修の場合、医師は実際の

手術の状況を模した視覚的・触覚的・聴覚的フィードバックを得ることができま

す。そして、実現間もない技術が、3 次元ホログラフィです。この技術によっ

て、宙に浮いている店員とやり取りをしたり、部屋中を埋め尽くす画像でゲーム

を楽しんだりすることができるようになります。 

半導体の更なる高性能化によって、ロボット技術が急速に進展しています。工場

内の作業をロボットに肩代わりさせるといったレベルを遥かに超えて、知覚機能

を備えたロボットがお年寄りの介護を手伝ったり、障害を持つ人々を手助けした

り、さまざまな家事や有害な作業をこなしたりするようになります。マサチュー

セッツ工科大学(MIT)68、ペンシルバニア大学 69、バージニア工科大学 70などの諸

大学の研究者たちは、歩いたり、見たりできるロボット、そして自らの失敗から

学ぶことさえできるロボットを開発するため、飛躍的な技術革新を急速に進めて

います。移動ロボットは、病院や長期介護施設での看護・介護において、既に数

多くの任務を担うようになっています 71。 

 
 
64 http://www.emc.com/leadership/digital-universe/2012iview/executive-summary-a-universe-of.htm. 

65 http://technografy.com/2013/04/so-how-much-is-a-zettabyte-infographic/. 

66 http://www.nanomedjournal.com/content/centralNervousSystem. 

67 http://www.extremetech.com/extreme/161525-smart-neural-dust-could-carry-sensors-deep-into-the-human- brain-
send-data-back-out. 

68 http://robots.mit.edu/index.htm. 

69 https://www.grasp.upenn.edu/. 

70 http://www.ise.vt.edu/ResearchFacilities/Labs/LabPages/RA_lab.html. 

71 http://www.modernhealthcare.com/article/20130525/MAGAZINE/305259957. 
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売上高の 16％という半導体産

業の研究開発費は、他の産業

分野を遥かに超えるダントツ

の数字なのです

半導体研究の重要性 

過去数十年間における半導体産業の進化と発展のペースは極めて目覚ましいもの

でした。と同時に、数多くの産業分野で半導体が支援してきた優れたイノベーシ

ョンに思いを致すとき、その重要性は明らかです。こうした急速なイノベーショ

ンを継続してこられたのは、研究開発に対する半導体産業の真摯なコミットメン

トがあったが故であり、研究開発費は過去 35 年間に劇的に増加してきました。売

上高に対する研究開発費の割合は、1980 年代初頭には 8％を切っていましたが、

過去 10 年間は年平均で 16％を超えるまでになり、倍増したことが分かります。

2012 年には、半導体産業全体の研究開発費は 569 億ドルと推算されており、今後

数年間に渡って、売上高の 16％～17％程度を維持するものと見られています 72。 

 

 
この数字の意味を理解するには、他の産業分野における売上高に占める研究開発

費の割合と比較してみることがよいかと思われます。例えば、「2013 年 EU 産業

研究開発投資スコアボード」では、研究開発費で世界上位 2000 社にランクされた

企業について、その研究開発費の規模を分析しています 73。2012 年、売上高に対

する研究開発費の割合の平均は、これらの上位にランクされた研究開発を重視し

ている企業の間でも 3.2％に留まっています。以下に示す表は同じ報告書で紹介さ

れているものですが、2000 社の研究開発注力度を産業分野ごとに分類したもので

す。エレクトロニクス及び電気機器、自動車及び自動車部品といった産業分野に

おいて、売上高に対する研究開発費の割合が 5％未満であったことは驚くべき事

実でした。売上高の 16％という半導体産業の研究開発費は、他の産業分野を遥か

に超えるダントツの数字なのです。 
 
 
72 IC Insights「マッククリーン報告書」2013 年 
73 この報告書では「2012 年に 2260 万ユーロ以上を研究開発に投資した世界上位 2000 社について、研究開発及び

経済に関する主な指標の変化の概要を示しています。」 

図 12: 1978 年から 2013 年（予測）の半導体研究開発費 

出典：IC Insights 及びオックスフォード・エコノミクス

半導体研究開発費               売上高に占める研究開発費の割合 
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R&D 注力度 売上高に対する研究開発費率 研究開発費別産業セクター 

  

 

高い   5%を超える 医薬品 & バイオテクノロジー  

     医療機器 & サービス 

    技術ハードウエア & 機器 

   ソフトウエア&コンピュータサービス 

   航空宇宙 & 防衛 

中－高   2%～5%  エレクトロニクス&電気機器 

   自動車&自動車部品 

   産業エンジニアリング&機械 

化学       

パーソナル商品   

家庭用商品     

一般産業用     

支援サービス 

低－中   1%～2%  食品製造 

         飲料 

   旅行 &レジャー メディア 

   石油危機 

   電力 

   有線電気通信 

低   1%未満  石油&ガス生産     

産業用金属 

建設&建材 

食品&医薬品 

小売業 

輸送業 

鉱業  

タバコ 

用役系 

 

 

米国では、全米科学財団「企業の研究開発とイノベーション：2008-2010」74が、

米国内の主要産業分野の研究開発に関する 2010 年のデータを紹介しています。こ

こでは、「半導体及びその他の電子部品」の産業分野(上述した半導体産業よりも

幾分広い括りですが)の研究開発費 75は、医薬品及び薬剤を除く他のどの産業分野

よりも高いと報告されています。 

 
74 http://www.nsf.gov/statistics/nsf13332/. 
75 株式を公開しているファブレス並びに IDM で売上高と研究開発費の何れも報告している企業全ての財務情報に基

づくものです。 

図 13: 2012 年研究開発上位 2000 社の研究開発への注力度（産業分野別） 

 

出典:欧州委員会 “ 2013 年 EU 産業 研究開発投資スコアボード” 
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産業分野 売上高に占める 
研究開発費の割合 

 

 

医薬品及び薬剤      13.4% 

半導体及びその他の電子部品     12.2% 

半導体製造装置      10.6% 

通信機器       10.1% 

データ処理、ホスティングサービス、関連サービス    6.6% 

化学        5.9% 

コンピュータシステム設計及び関連サービス    4.6% 

ナビゲーション機器、測定機器、医療用電気電子機器、制御機器  4.5% 

学術的研究開発サービス      3.6% 

その他のコンピュータ及び電子製品     3.0% 

軍用武装車両、戦車、戦車部品     2.7% 

自動車、車体、トレーラ、自動車部品     2.4% 

その他の運輸       1.3% 

建築・エンジニアリング・関連サービス     1.0% 

樹脂、合成ゴム、繊維、フィラメント     0.6% 

 

世界経済に対する半導体の際立った貢献を今後も引き続き増大させ、さらに数多

くの画期的イノベーションを支援し続けようとするのであれば、この高いレベル

の研究開発活動を持続していくことが半導体産業にとって不可欠となります。例

えば、物理学者のジョー・インカンデラ氏は、世界各地のおよそ 30 万台のプロセ

ッサのネットワークを使って、ヒッグスボゾン(なぜ物質に質量があるのかを説明

する「神の粒子」と呼ばれるもの)を発見しました。先般開催された会議でインカ

ンデラ氏は「もっともっと時間が掛かっていたかもしれない分析、10 年前だった

ら恐らく可能でさえなかった分析を私たちは行なうことができました。もし、全

ての研究者、もしくは何かを理解しようとしている全ての人々が、この種のコン

ピューティング性能を使うことができたら一体何が起こるか、想像してみて下さ

い 76。」と述べています。ここでもまた、この信じられないような科学的発見

は、高性能化・高機能化する半導体無しには不可能だったのです。 

76 http://www.cnn.com/2013/12/14/tech/innovation/lhc-higgs-boson-incandela/. 

図 14: 米国産業別研究開発注力度(2010 年) 

 

出典：全米科学財団「企業の研究開発とイノベーション：2008-2010 
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ムーアの法則は何処へ 

1965 年、インテルの共同創業者ゴードン・ムーア氏は、 先端半導体デバイス上

に作られるトランジスタ(半導体の基本的構成要素)の数は、およそ 18 か月ごとに

倍増すると述べました。驚くべきことに、この指数関数的傾向は過去 50 年間ずっ

と継続しており、今日、半導体デバイス一つ当たりのトランジスタの数は数十億

個にまで増加しています。 

大まかに言って、半導体の能力はトランジスタの数の増加に従って高まってきま

した。この膨大なトランジスタ数の増大を可能にするため、半導体デバイス上の

トランジスタの大きさを劇的に微細化することが求められてきました。1971 年、

半導体デバイス上の 2 つの同じパターンの間の距離は、当時の 先端半導体デバ

イスで 10 ミクロン(10-5メートル、人間の髪の毛の約 10 分の 1)でした。2014
年、インテルは、14 nm(1.4x10-8メートル)の半導体デバイスを初めて実用化する

見込みです。1000 分の 1 近くまで微細化が進んだことになります。 

半導体デバイスの上に作り込まれる電子素子の微細化が進むにつれ、半導体の消

費電力が少なくなり、半導体を組み込む機器の設置面積が小さくなり、モバイル

機器の電池寿命が長くなり、半導体の環境負荷が低減されていきます。同時に、

機器のスピードは速くなり(これにより演算 1 回あたりのコストも低くなり)、さら

に高機能化が進んだ機器を平均的な消費者のもとへますます手頃な価格で届ける

ことができるようになります。 

半導体の演算能力のこの指数関数的な向上は、現代のデジタル世界の原動力で

す。現代における他のどのツールや機械も半導体には到底及びません。仮に、航

空産業がムーアの法則を厳格に適用してきたとすると、1978 年当時、所要時間 7
時間で、航空運賃 900 ドルだったニューヨークからパリへのフライトは、2005 年

までには所要時間 1 秒、運賃 1 ペニーになっていなければなりません 77。 

ムーアの法則に従った発展を今後も継続するという課題は、基礎研究とエンジニ

アリングのチャンスを将来に向けて広げるものです。しかしながら、ムーアの法

則は今後も保持できるのでしょうか。そして、半導体の開発が減速した場合、現

代社会に何が起こるのでしょうか。 

物質材料科学における新たな技術と進展によって、次世代半導体デバイスの開発

に絡む物理的な課題の幾つかを克服できると考える人々もいます 78。また、実装

とデバイスアーキテクチャの 3 次元化とイノベーションが、半導体の継続的進展

を推進する 良の道であると考える人々もいます 79。 

何れの場合も、高性能な半導体を今後も継続して開発していくことが、さまざま

な産業におけるイノベーションを推進するうえで極めて重要です。将来は、半導

体の研究開発に携わる聡明な頭脳によって決められていくのです。 

 
 
77 http://www.intel.com/pressroom/kits/events/moores_law_40th/Images_Assets/Image_Usage_Guide_ 
Readme.pdf. 

78 http://www.techradar.com/us/news/computing/moore-s-law-how-long-will-it-last--1226772. 
79 http://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2013/08/14/with-3d-chips-samsung-leaves-moores-law-behind/. 
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半導体産業は他には類を見な

い産業です。半導体産業ほ

ど、急速なイノベーションを

経験した産業、数多くの産業

の成長に寄与した産業、次世

代の革新的技術を生み出すた

めに大量の根源的な学術的洞

察力と新たな資本を必要とす

る産業は他にありません

半導体エコシステムの繁栄を確実なものとするために 

半導体は、私たちの暮らしを根本的に変えてきました。その影響は議論の余地が

なく、その貢献の大きさは想像を遥かに超えるものと言えます。半導体は日常生

活の殆ど全ての側面で使われており、電池もしくは壁のコンセントに直接的・間

接的に繋がる 21 世紀のあらゆる機器を機能させたり、その機能を高めたりするこ

とに役立っています。 

半導体が極めて根本的なもので、現代社会に果てしなく広く深く浸透しているた

め、健全で活力のある半導体エコシステムを育成し持続させることが肝要です。

本報告書で紹介したように、半導体産業は他には類を見ない産業です。ムーアの

法則に沿った進展を遂げてきた半導体デバイスと同様のペースで進むイノベーシ

ョンを経験した産業は他にはありません。数多くの産業の成長、イノベーショ

ン、生産性向上、そして繁栄に半導体産業ほど寄与した産業は他にありません。

そして、俊敏性と流動性の高いベンチャー企業と仮想コミュニティが形作る世界

において、次世代の革新的技術を生み出すために、半導体産業ほど大量の根源的

な学術的洞察と資本を必要とする産業は他にありません。 

半導体産業の利害関係者にとって、このことが持つ意味合いは極めて重要です。 

政策決定者にとって：半導体産業は、研究開発への投資が常に必要な産業であ

り、そのことは即ち、半導体産業が将来世代の研究者やエンジニアを育成する教

育制度に強く依存していることを意味しています。 

競争力や繁栄の牽引役としての半導体産業の将来を確実なものとするため、政府

は、科学、技術、工学、数学(英語の頭文字を取って STEM)の各分野に積極的に

資金と学生向け奨学金を配分すること、新たに生まれる優秀な人材を増強かつ多

様化するプログラムを支援することを徹底していく必要があります。 

さらに、政府は半導体産業の貢献、並びに、半導体産業と他の技術関連企業が地

元及び国内で創出している高賃金の雇用がもたらすプラスの影響について認識を

深める必要があります。 

このために、GSA は、次に示す取り組みについて検討することをあらゆる政府に

提言します。 

■ 研究開発税額控除と海外資金の本国送還 

■ 特許制度の改革：訴訟を起こすために IP(知的財産・設計資産)を集めることのみが目
的の人々から、実際に IP を開発・利用している人々を保護すること 

■ 移民管理制度の改革：国内で教育や研修を受け、その寄与によって将来雇用を創出し
ていく人々に国外退去を求めないよう徹底すること 

■ DARPA(国防総省国防高等研究事業局)などの研究機関との共同研究を強化し、物質材
料科学の重要な研究課題、あるいは技術の 先端にあるその他の課題への取り組みを
前進させること 

■ 半導体の材料、製造技術、アーキテクチャに関する前競合段階のイノベーションを育
成・加速する研究コンソーシアム構築への支援 

 

結論 
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学生にとって：半導体産業は、今日の数学や理工学部の学生たちに魅力的な雇用

機会を提供しています。物質材料科学、電気工学、ソフトウエア、通信の 先端

分野に同時に取り組んでいる産業は他にありません。また、半導体産業ほど未来

の創生への望みを託されている産業は他にありません。半導体産業で働くこと

は、社会を変え、世界中の人々に新たなイノベーションをもたらす変革的躍進を

担うことに繋がります。 

企業幹部並びに投資家にとって：個々の企業は時に盛衰の波を避けられないこと

もありますが、半導体産業は、その重要さ故に、ベンチャーキャピタルと優れた

経営手腕の間断のない投入を必要としています。半導体を使った新たなシステム

に投資をするということは、企業のイノベーションの推進と新しい多大な価値の

創出を可能にする更に強力なソリューションを半導体産業が開発することを後押

しするという極めて重要な仕事に資金を提供することであるのです。 

企業のイノベーション、生産性、成功をもたらす半導体の価値を深く理解するこ

とによって、将来、適切な投が行なわれること確実なものになります。ビジネス

リーダー及び投資家は、デジタル時代のイノベーションの中核に半導体イノベー

ションがあることを理解することも重要です。 
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