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Input

人的資本
●高い技術力と多様な専門性
●クロスファンクショナルな組織体制

製造資本
●グローバルな生産体制
●部材調達力

財務資本
●健全な財務体質
●潤沢な投資資金余力

●優良顧客基盤
●製品ポートフォリオ

研究開発資本
●グローバルな開発体制
●計測技術の蓄積

自然資本
●再エネ導入率：53.5%（2021年）
●水資源使用量：236.4㎦以下／年

顧客関係資本（営業・サービス）

価値創造プロセス

The Advantest Way

外部環境

顧客価値の追求

デジタル革命の進展 SDGｓ ESG経営

地政学的リスク
（経済安全保障、サプライチェーンの寸断他）

労働環境変化
（多様なワークスタイル）

他

Purpose & Mission

先端技術を
先端で支える

Vision

進化する
半導体バリューチェーンで

顧客価値を追求

Core Values

INTEGRITY

先行開発
（将来の顧客要求への対応）

次世代技術開発、将来の顧客要求への対応

営業
（的確な顧客要求把握）

グローバルな顧客動向の情報共有

保守・サービス
（製品稼働率維持）

迅速なグローバルサポート

製品開発
（高精度、環境負荷低減）

蓄積された計測技術、グローバルな技術情報共有

製造
（短納期・高信頼性）

安定調達能力、アウトソース管理能力

コア・ビジネスの強化、
重点投資

1

オペレーショナル・
エクセレンスの追求

2

さらなる飛躍への価値探求3

新事業領域の開拓4

ESGのさらなる推進5

価値創造のドライバー
５つの主要施策
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価値創造のドライバー
当社では、デジタル革命などを背景に半導体テスト市場

が中長期的に大きく成長することを見据え、「グランドデ

ザイン」および「中長期経営計画」を経営の中軸に据えてい

ます。その中で、特に注力すべき5つの経営課題を戦略に掲

げ、そこに財務および非財務資本を重点的に投下すること

で、企業価値の向上を図っています。

価値創造プロセスの基礎を成す企業文化
当社は、グループ社員全員が共有すべき企業文化とし

て、パーパス＆ミッションやビジョン、コア・バリュー等で

構成される「The Advantest Way」を定めています。これら

は当社従業員がその能力を最大限に発揮し、グランドデザ

インを達成するための基礎を成すものでもあります。

アウトプットは「顧客の課題解決」
当社はテスト・システムをはじめとする各種製品やソフ

トウェア、サポートやサービスを提供していますが、それ

らはあくまで手段です。当社が目指すのは、私たちの「先端

技術を先端で支える」ソリューションを、顧客における問

題や課題の解決に役立てていただき、その先のアウトカム

としての価値を創造していくことです。

Outcome

Output

顧客の課題解決

顧客

● Time to Market、Time to Quality、
Time to Volumeの拡大・強化

●当社への満足度上昇による
ビジネス拡大

従業員

●自律的キャリア形成と働きがいの向上
●変化へのプロアクティブな対応力

サプライチェーン

●ビジネス機会の維持、拡大
●環境負荷低減意識の共有

地球環境

●サステナブルな社会の
実現に貢献

株主

●株主価値の向上、株主還元の実施
●さらなる投資、長期保有の動機づけ

地域社会

●納税、雇用、環境保全
●半導体の普及がもたらす安心、
安全な社会への貢献
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成長投資と株主還元の一層の
充実を図り、企業価値の向上を
目指していきます。

2022年7月に上方修正した第2期中期経営計
画の考え方とリスクシナリオ、また、借り入れ
や自己株式の消却などの背景について説明
します。

MTP2の上方修正

2021年度の業績は非常に強い半導体需要を受け、売上

高4,169億円、営業利益1,147億円（営業利益率27.5％）と

なり、2021年4月に発表した当初の業績予想である売上高

3,500億円、営業利益850億円（営業利益率24.3%）から、大

幅に上方修正された結果となりました。また、2022年度も

半導体需要の強さは継続していることから、2022年4月に

発表した業績予想の売上高5,100億円、営業利益1,500億円

（営業利益率29.4%）を、為替相場の変動による円安効果を

6割程度織り込んだ上で、2022年7月に5,500億円、営業利

益1,700億円（営業利益率30.9%）に上方修正しました。こ

れらの状況を受けて、当社は2021年5月に発表した「第2期

中期経営計画（2021～2023年度）」（MTP2）について、2022

年7月に数値目標の上方修正を行いました。計画期間中の

平均売上高は4,800億円～5,200億円と当初のMTP2から

37%アップ、当期利益、営業利益率、ROE、EPS目標も大き

取締役兼
経営執行役員（CFO）

藤田敦司

経営指標の修正

前中計（MTP1）実績
FY2018-2020平均

（2021年5月）
MTP2経営指標前回公表値＊2

FY2021-2023平均

MTP2経営指標今回修正値＊3

FY2021-2023平均

売上高 2,904億円 3,500～3,800億円 4,800～5,200億円

営業利益率 22.3％ 23～25％ 27～30％

当期利益 601億円 620～700億円 980～1,200億円

ROE 29.1％ 20％以上 30～35％

1株当たり利益
（EPS） 309円 320～370円 510～630円

＊1 FY2018-20の3カ年度で累計約120億円の一過性営業利益を計上
＊2 前回公表時に中期業績見通しの前提とした為替レート：1米ドル=105円、1ユーロ=130円
＊3  今回の改訂においてFY2022 2Q-4Q、FY2023業績予想の前提とした為替レート：1米ドル=130円、1ユーロ=140円（FY2021実績は1米ドル
＝112円、1ユーロ=130円。FY2022 1Q実績は1米ドル＝124円、1ユーロ=134円）

＊1
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く引き上げました。特にROEは当初20%以上としていたも

のを30～35％へと、さらに高い目標を掲げています。

MTP2期間中の平均売上高は、グランドデザインで掲げ

た「2027年度に売上高4,000億円」という目標値を既に上

回っています。これは2027年までの成長に向けて描いた姿

は予想どおりではあるものの、その実現スピードが想像以

上だったということを物語っています。このデジタル社会

の進展にともなうビジネス拡大をキャッチアップしていく

ために、M&Aを含む戦略成長投資枠は3年間で1,000億円を

維持しましたが、生産拡大や顧客獲得のための設備投資枠

は400億円から700億円に大きく増やし、拡大するビジネス

機会を着実にものにしていきます。当社競争力の礎となる

研究開発投資は、MTP1で1,200億円だったものを、MTP2

では1,700億円と、高い水準を継続していく予定です。

また、1,500億円以上としていた株主還元も、MTP2では

営業キャッシュ・フローの拡大を見込み、戦略的投資との

兼ね合いを考慮しつつも2,100億円以上へと見直しまし

た。直接的還元である配当を安定的に継続するとともに、

自己株式取得も適宜実施していく方針です。2021年度は、

年間配当は一株当たり120円で総額231億円、そして自己

株式取得で700億円と、当期利益873億円を上回る合計931

億円の株主還元をしました。2022年も500億円の自己株式

取得を発表していますが、現在の好調なビジネス環境下に

おいては資産の毀損リスクに備えての資本残高をそれほ

ど厚く備える必要はないと考えています。したがって、短

期間で急激には進めないものの、手許現金が余剰にならな

いよう、一定程度の自己株式取得を継続することは可能で

あると考えています。自己株式取得は成長投資との兼ね合

いになりますが、逆に言えば成長投資の枠を使わなかった

場合には、その未消化分を株主還元に振り替えることを検

討します。いずれにせよ、事業規模の拡大に応じた最低保

有現金1,000億円を目安として、余剰資金を遊ばせないこ

とを意識していきます。

今回のMTP2の修正において、3年間の平均売上高目標は

2021年度実績と2022年度業績予想の数値を前提に大幅に

上方修正しましたが、リスクシナリオとしては2023年度単

年では前年度の売上高を下回ることもあり得ると見込んで

います。テスタ需要は足元で底堅いものの、一方で世界経済

のリセッション・リスク懸念の高まりを受けて半導体業界

が調整局面に入ることも考慮しています。しかしながら、売

上高が2023年度に前年比でマイナスになったとしても、半

導体の中長期的な成長を踏まえ、単年度の損益にこだわっ

たコスト削減はあまり考えていません。予想範囲内の売上

減であれば、利益率は下がるかもしれませんが、単年の利益

額はある程度は確保できると想定しています。

事業強化を図りつつ、さらなる収益性向上を目指す

•  長期持続的な企業価値創造を目指すにあたり、R&D投資、人財確保、部材調達力を一層強化

•  特に付加価値向上と持続的な競争力維持の礎となるR&D投資については高い水準を継続。

改訂MTP2では、累計約1,700億円を予定（前中計累計実績：約1,200億円、前回公表値：累計約1,500億円）

•  世界経済や当社事業環境の不確実性が高い中、外部環境の変化に対して機動的に対応

コスト・利益モデルの修正

前中計（MTP1）実績
（FY2018-20平均）

（2021年5月）
MTP2経営指標前回公表値

（FY2021-23平均）

MTP2 今回修正値
（FY2021-23平均）

売上高 2,904億円 3,500～3,800億円 4,800～5,200億円

売上原価率 45％ 45～46％ 42～43％

売上高販管費比率 33％ 30～31％ 28～30％

営業利益率 22％ 23～25％ 27～30％
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資本政策、キャピタル・アロケーション見通しの修正

改訂MTP2における
配分イメージ

FY2017
期末

FY2020
期末

前中計（MTP1）
累計実績

配当
458億円
自己株式取得
159億円

還元合計
617億円

最低保有
現金水準

1,000億円程度

期末現金
1,492億円期末現金

1,040億円

株主還元
2,100億円～

投資合計
779億円

成長投資
（戦略投資＋設備投資）

1,700億円

3,800億円～

営業CF見通し
2,800～3,600億円

営業CF
1,791億円

設備投資
302億円
戦略投資
477億円

必要に応じ
デットも活用

財務健全性を維持しつつ、創出したキャッシュ・フローを
成長投資と株主還元に配分し、資本効率向上

▎営業キャッシュ・フロー見通し
• 利益見通し修正にともない、2,800～3,600億円を

 MTP2期間累計で見込む（前回公表値：2,200億円以上）

▎最低保有現金水準
•  平時の事業環境においては1,000億円程度を想定

•  業容拡大を受け前回公表値（約800億円）から増加

▎バランスシートKPI：成長と株主還元の土台
• 財務健全性：株主資本比率50%以上

• 資本効率：ROE 30-35%（前回公表値：20%以上）

• ROICベースの事業・投資管理

足元の優先事項は効率性より部材確保

収益力と効率性を高めてキャッシュ・フローの稼得を最

大化するという財務モデルは維持しつつ、効率性の目安と

して掲げているキャッシュ・フロー・コンバージョン・サイ

クル（CCC）100日という目標は、一旦優先度を下げる考え

です。CCCの目標に対して、債権と債務の回転日数は、顧

客・サプライヤーといった取引先と基本契約を結んでいる

ケースもあり、大きくは変動しません。一番の変動要因で

ある棚卸資産の回転日数は、今は半導体不足と言われるよ

うに、当社においても製品のキーパーツやその他部材の調

達が厳しい状況にあります。こうした中、できるだけ在庫

を減らした状態で回転を速くするというより、むしろ部材

調達の支障による納期遅延で顧客からの信頼関係に大き

な影響が生じないよう、供給を継続するためにできる限り

部材を確保したいと考えています。現在は製品供給のリー

ドタイムが以前より延びていますが、部材不足解消にとも

ないリードタイムが正常化に向かえば、改めてCCC目標を

満たす棚卸資産管理を進めていきます。しかし現状の部材

不足は今年度後半以降やや緩和されてくると期待はする

ものの、正常化というレベルにはまだまだ時間を要すると

考えています。

当社では、連続して売上が前年度比で30％以上伸びてお
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り、当初に計画した数字の上方修正を繰り返しています。

また、急激な売上高の伸びにともない、営業利益率も大き

く上昇し、収益性も高まっています。これは、当社の想定以

上に半導体市場の成長が著しく、当社もその恩恵を受けて

いる結果といえる一方、事業規模の急激な拡大に見合った

会社の体制を整えていかなければならないという課題の

表れでもあります。今回見直したMTP2の売上レンジの中

央値が5,000億円であり、今後も中長期的に半導体業界の

成長が見込まれる中で、それに見合ったリソース・コスト

構造の最適化に向けて継続して取り組んでいくことが重

要課題と認識しています。

借入金に対する考え方

当社は、2021年度に外部からの資金調達を銀行借入で

約300億円行いました。この主たる要因は、2021年11月に

R&D Altanova社の買収を行ったことにあります。また、こ

の買収と同時期に、総額700億円の自己株式取得も実行し

ました。買収のために借入をする、ということではなく、営

業活動で稼いだキャッシュ・フロー、M&Aも含めた成長投

資、最適資本実現も考慮した株主還元、これらの実現・実行

のタイミングギャップにより、現預金残高が最低限必要な

レベルを下回ると想定した場合に、銀行借入・社債発行と

いったデットを実行するということです。ただ、これは金融

機関からの有利子負債を積極的に増加させていくというこ

とではありません。株主資本比率50％以上を財務健全性の

KPIとして設定しつつ、半導体業界特有の大きなアップダ

ウンを考慮し巨額なデットがバランスシートに長期間滞留

することはないよう配慮し、負債と資本の適正なバランス

を維持していきます。

自己株式の消却について

2022年7月に800万株の自己株式を消却することを発表

しました。2020年度と2021年度にそれぞれ131億円と700

億円の自己株式取得を行い、2022年6月末には約900万株の

自己株式を保有していました。当社は、過去に取得した自己

株式が転換社債やストック・オプションの行使により市場

に戻ったことがありました。しかし株主還元として取得し

た株式が市場に戻ることは望ましくないと考え、保有して

いる自己株式から未行使のストック・オプションなど当社

の株式報酬制度に用いられる株数を除き、消却を実行する

こととしました。今後も株主還元と株式報酬制度に用いる

株式を取得するために自己株式取得を行う予定ですが、株

主還元部分の自己株式は消却していくことを基本方針とし

ています。

108.7
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99.6
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144.3

0
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̶ アドバンテスト　 TOPIX（配当込）

2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度

過去1年 過去3年 過去5年

アドバンテスト 101.1% 388.3% 486.3%

TOPIX（配当込） 102.0% 131.2% 144.3%

上記表は、2017年3月末から2022年3月末時点までの累積TSR。
（株価の上昇額＋累計のグロス配当額）／当初株価で算出。

株主総利回り（TSR）の推移
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人的資本経営の重要性

最近、人的資本経営という言葉を耳にすることが増えて

きました。旧来、人財は「人的資源（Human Resource）」と

考えられてきました。資源という言葉には、今持っている

ものを使うというニュアンスがあります。そのため、マネ

ジメントの方向性も、その使用やコストをどう管理するか

となりがちです。しかしながら、人は成長し、将来の価値創

造の担い手となっていきますし、外部から必要な人財を獲

得することも大切です。

すなわち、人財を「人的資本（Human Capital）」としてと

らえ、事業環境の変化に対応して必要な人的資本を確保す

るとともに、人財に「投資」することにより価値創造につな

げていくという考え方に変えていかなければなりません。

したがって、人的資本経営における人財戦略は、経営戦略

と密接に関わっていくことになります。

当社のグランドデザインでは、半導体生産数が増加する

とともに、半導体テスト量も増加することにより、半導体テ

スタの役割がますます拡大していくと予測しています。そし

て、ビジョンとして「進化する半導体バリューチェーンで顧

客価値を追求」を掲げ、事業領域の拡大にも取り組んでい

くことを明確にしています。

実際に、グランドデザイン制定前の2017年度と比べると、

売上高は2,072億円から4,169億円（2021年度）へと2倍以上

に増えました。また、コーポレート・ビジョン実現のため、

Astronics社のシステムレベルテスト事業の譲り受けや、Essai

社、R&D Altanova社、CREA社のM&Aも実施しています。

2021年度2020年度2017年度 2018年度 2019年度
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■教育研修投資額（連結）

（百万円）
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売上高推移・人員数推移
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（名）

人員数（連結）■売上高（連結）

（億円）

6,464
5,7565,503

4,9364,721 4,169

3,128
2,7592,825

2,072

教育研修投資額の推移

経営戦略に密接した
人財マネジメント戦略を
推進します。

個人の力、組織の力の両輪が人的資本経営の
基盤です。
エンゲージメントを高め、人的資本の「総合力」
を強化し、持続的な価値創造を目指します。 経営執行役員　CHO

（Chief Human Capital Of�cer）

Keith Hardwick
（キースハードウィック）
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あわせて、従業員数も4,721名（2018年3月末）から6,464

名（2022年3月末）へと大きく増えており、今後も、将来の事

業拡大を見据え、必要な人財を確保していかなければなり

ません。当社にとって、人的資本経営の重要性がますます高

まってくることは言うまでもありません。

個人の力を高める

人的資本の総合力を高めるには、「個人の力」と「組織の

力」のどちらも必要です。この2つの力を両輪とした取り組

みを進めることで、従業員のエンゲージメントも高まり、

人財は当社の将来の成長を支える人的資本となっていき

ます。

まず、「個人の力」では、能力開発に一層力を入れていきま

す。当社では、「Advantest Development Framework」に

おいて、従業員に求められる能力を「基礎スキル」「高度ス

キル」「管理職スキル」「役員/上級管理職スキル」の階層別

に定めています。このフレームワークに基づき、LinkedIn、

Franklin Covey、Udemyという3つのeラーニング・プラット

フォームを用意し、従業員の自発的な能力開発をサポート

しています。また、各種の社員研修だけでなく、次世代、次々

世代の経営人財の育成を図るため、選抜研修も強化してい

きます。

必要な人財の確保としては、世界を俯瞰し、必要な地域

で必要な人財を採用できるよう活動を強化し、新卒採用だ

けでなく、キャリア採用も積極的に行っています。また、優

秀な従業員、特に優秀なエンジニアが当社に残ってもらえ

るよう、リテンションのための株式報酬制度も充実させて

いきます。

役員/上級管理職
スキル

管理職
スキル

高度
スキル

基礎
スキル

Advantest Development Framework

組織開発/変革
上級マネジメント

マネジメント リーダーシップ

プロジェクト
マネジメント

プロセス
マネジメント

ビジネス
スキル

顧客対応思考法コミュニ
ケーション職務遂行能力

チームワーク

チーム開発

個のスキルアップ

＊必要に応じて現地の慣習およびルールに適応し実施されます。
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組織の力を高める

当社では、コア・バリューINTEGRITY浸透の取り組みを進

めてきました。2019年にThe Advantest Wayを改定してか

ら、まずは、世界中のすべての拠点、全従業員を対象にワーク

ショップを開催し、新しいINTEGRITYを含むThe Advantest 

Wayの理解を深めました。コロナ禍で一時中断したものの、

全世界のすべての役員・従業員がワークショップに参加しま

した。2021年度には、「リーダー」に焦点を当て、世界中のす

べての管理職に「Leading with INTEGRITY」ワークショップ

を開催し、リーダーとしての成長を促しました。これらの

取り組みにより、INTEGRITYは浸透してきましたので、次

のステップとして、日々の業務でINTEGRITYを体現するこ

と、INTEGRITYを真の企業文化とすることを目指す取り組

みを進めます。具体的には、INTEGRITYを体現している従

業員を、周りの従業員の推薦により表彰し称える「The 

INTEGRITY Award」をはじめるとともに、企業文化に確実

に取り込む体制として、従来の短期的なプロジェクトでは

なく、CEOをトップに、全世界で3 2名の「INTEGRITY 

Ambassador」を置く体制を整えました。

人事制度の強化・刷新

個人の力と組織の力の両輪をつなぐものとして、人事制

度の強化・刷新にも取り組みます。目先の課題に対処する

のではなく、中長期的な経営戦略に基づき、5年後、10年後

のアドバンテストがありたい姿のために今必要な人事制

度は何か、という観点から考えていきます。例えば、従業員

の年齢別分布から、将来多くの従業員の退職が予測される

ため、中長期的な視点で人財を採用するとともに、あらゆ

る世代の人財が活躍できる制度を整えることなどを検討

しています。

これらの戦略を実行することにより、個人の力と組織の

力が高まるだけでなく、従業員エンゲージメントの基盤強

化につながることも期待しています。従業員エンゲージメ

ントは当社の「稼ぐ力」を支える必要不可欠な要素の一つ

です。すなわち人的資本の総合力を高めることが、中長期

的な価値創造に直結するものと当社はとらえています。

「The INTEGRITY Award」についての社内資料より抜粋
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信頼形成がすべての活動の原点

当社の営業はハードウェアやソフトウェアの販売に加

え、デバイステストプログラムの作成や製品設置、故障修理

のアレンジなどを担当しています。それら一連のプロセスに

関わり、顧客満足度を高めるのが営業の役割です。これらに

対応できるようになるには、お客さまや社内から信頼を得ら

れることが大前提となります。さらにお客さまから得た個人

の信頼が集約されて会社への信頼につながっていきます。

お客さまとの信頼づくりのために、担当者からトップま

であらゆる階層で信頼関係を作っています。一つの商談で

複数のお客さまが関係する場合にはすべての関係者に対し

て信頼関係を作ります。また、受注は営業だけで獲得できる

ものではありません。社内の関係部署の協力が必要になる

ため、とりまとめ役である営業は社内でも良い信頼関係を持

つことが重要となります。信頼される組織のために、まず

セールスパーソン一人ひとりが信頼される存在になるよう

に努めています。

競争力強化につながる人財育成

各セールスパーソンが信頼され活躍できる人財となる

ために、当社ではさまざまな研修や能力アップの機会を設

けています。同時に、属人的な能力に頼らないよう、部門内

で過去から蓄積してきたノウハウを共有することで営業力

の底上げを図っています。例えばテスタの営業人財として

は、①お客さまの要求を正しく理解し、社内にフィードバッ

クする能力、②お客さまや社内関係者と協議しながら、お客

さまにとって最も価値のあるソリューションを組み上げて

いく能力、③お客さまに対し我々のソリューションがもた

らす顧客価値を正確に伝え理解していただく能力が求めら

れます。営業本部の中に市場動向、テスト動向を収集・分析す

るマーケティング部隊、幅広い当社製品群の販売推進をする

部隊、またお客さまと直接話をしている部隊を併設してお

り、社内でも頻繁に情報交換をしながら、顧客価値向上を目

指したソリューションを提供しています。

グローバルに展開する情報交換

グローバルに広がる半導体バリューチェーンに呼応して、

営業担当者は言語や文化の壁を越え他の地域の関係会社や

お客さまと話ができることも必須になっています。お客さ

まも従来のIDM（Integrated Device Manufacturer）による

垂直統合型に加え、デバイス設計主体のファブレス/半導体

後工程の組み立てとテストを請け負うOSAT（Outsourced 

Semiconductor Assembly and Test）等による水平分業型

が主流になってきており、商流も複雑になっています。この

ような水平分業型のエコシステムをサポートするために、

社内でファブレスを担当するアカウント営業とOSAT等を

担当するアカウント営業の間で情報共有を密に行い、シー

ムレスにアップストリーム側（ファブレス）とダウンスト

リーム側（OSAT等）をサポートするように心掛けています。

社内の情報共有に関しては、レポートラインを明確にし

て世界中の関係者に情報が行きわたる仕組みが構築され

ています。さらにそれを活かすために定期的に世界全体会

議を行い、世界各地の営業や開発、SE（システム・エンジニ

ア：お客さまにカスタマイズしたテストプログラムやアプ

リケーション・ソフトウェアを開発）が、お客さま関連と製

品関連の情報を深掘りし共有しています。この深掘りが

日々の活動に生きています。

総合的なソリューションの提供

競争優位の立場を保ち続けるためには全社の総合力が問

われます。特にお客さまの最前線にいる営業は、些細な情報

も逃さない収集力や嗅覚が求められます。さらに収集した

情報を関係者間で共有し対策を練ることを、地域や部署を

越えて世界中で頻繁に行っています。

当社には製品の高い品質と信頼性、幅広いポートフォリオ、

ワールドワイドでのサポート体制など、お客さまの要求を満

たす強力なバックボーンがあります。単に製品を売るので

はなく、お客さまに価値を感じていただけるソリューション

を提案できる総合力が、競争優位のポジションを保てる大

幅広いお客さまとの緊密なパートナーシップと高度な技術コンサルテーション力でお客さまの価
値向上につながるソリューションを提供していきます。
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OSAT

Foundry

Fabless

WWで600名以上のテスト・エンジニアが
お客さまのビジネスを支援

半導体の進化とともに、テスト難易度も上昇
する中、最新の半導体の適切な試験手法・環境を
コンサルティング

•  設計・評価から量産拠点へのシームレスな技術支援

•  測定の信頼性および効率性で業界をリードする、

周辺機器を含めた総合ソリューションの構築

収集したテスト・トレンドを次世代テスタ開発に
フィードバック、お客さまに再還元

幅広い顧客との緊密なパートナーシップで、顧客とともに成長

半導体市場の成長を支える高い技術コンサルテーション力

きな強みとなっています。

秘伝のたれをつなぐ

当社は、半導体に関する市場調査会社TechInsights社

（旧：VLSIresearch社）が2022年5月に発表した顧客満足度

調査において、3年連続で半導体製造装置メーカー顧客満

足度第1位を獲得しました。また、半導体製造装置（ラージ

サプライヤー）部門の「10 BEST Suppliers」を34年連続

で受賞しました。当社は「推奨できるサプライヤー」「信頼

度の高いサプライヤー」「技術的リーダーシップ」「パート

ナーシップ」「フィールド・サポート」の5つの項目でお客さ

まから高い評価を獲得し、今年度も半導体試験装置サプラ

イヤーとして唯一の5つ星に認定されました。私たちとお

客さまとのエンゲージメント構築はこのように外部団体

からも評価されています。

これらの活動を次世代へとつなぎ、これまでの暗黙知の

部分を形式知とするために、当社のミッションやビジョ

ン、大事にすべき価値観をまとめたThe Advantest Way

を制定し、社内に定着させる活動を継続しています。

Ambassador制度を用いて社内普及活動を行い、活動成

果がわかるように社内報や集会で発表することにより

社員への浸透を進めています。

Time to Market

Time to Quality

Time to Volume
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研究開発プロセスとデザイン・レビュー

人財育成制度と企業文化が技術力の源泉

最先端の半導体試験装置は、理論やノウハウを使っただ

けでは開発できません。顧客と情報交換し、顧客が真に求

めるソリューションの本質を究めてきた長い歴史の積み

重ねが、開発の根本にあります。また、それを支えるのは他

でもなく人財の育成です。「先達の背中を見て学ぶ」ことも

重要ですが、それだけではスピードが速い技術進化に追い

付き追い越すことは不可能です。世界中でエンジニアの教

育を進めるために、その成長段階に応じた基礎教育プログ

ラム、OJT等を実施しています。さらに継続的に設計品質を

向上していくシステムとして、各種のデザイン・レビュー

で専門分野ごとに有識者が参加する「デザイン・レビュー・

マイスター制度」等を用意しています。また、目に見えにく

いものですが、社員が上下の隔たりなく自由に議論し、若

手社員にも権限を与えて挑戦を促し、失敗しても責めるこ

となく糧とする社風があります。この独自の制度と企業文

化が人を育て、当社の強さを作り出しています。

当社には、ドイツのボブリンゲン郡と群馬県に半導体試

験装置の主要開発拠点があります。新しいアイデアを取り

入れた製品を開発するために、その両地点間で定期的にテ

クノロジー・エクスチェンジ・ミーティングを開催し、開発

のヒントを多々得ています。こうした技術交流による開発

の融合は、この2拠点間だけでなくアメリカや他の拠点間で

も行われています。製品開発の前段階である基礎研究では、

R&Dセンタ以外にも仙台に研究所があるほか、ドイツや日

本など世界各地の大学で寄付講座を開設しています。ここ

での基礎研究の中にはテスタの先行要素技術開発につなが

るものもあり、製品の競争力強化に寄与しています。

製品の企画から、開発完了し製造部門に移管するまで

のプロセスは以下の図のとおりです。企画段階ではマー

ケティングや顧客担当営業からの情報やアドバイスを

参考にするほか、製品認定は品質保証部門、生産立ち上

げは製造部門、設置およびサポートはサービス部門と協

力して進めます。設計では使用部品の調達性、量産段階

での生産性、製品販売後のメンテナンス性など、さまざ

まな側面を考慮するため幅広い部門の意見を集めます。

先端技術への挑戦という性質上、研究開発プロセスは順

調に進まず前の工程に戻ることもあります。その低減の

ため、開発計画から試作までの間の重要なステップで都

度デザイン・レビューを実施しています。レビューは仕

様、回路／ブロック図、検証方法など多岐にわたり、開発

の上流段階から品質を作りこんでいます。

マーケティング
市場調査

優良顧客との対話

日頃からの技術開発
テクノロジー・ロードマップ

開発
計画 仕様書 設計 試作 製品

認定
生産
立ち上げ

設置＆
サポート

開発テーマ
立案

商品
開発

顧客
ニーズ

自社
シーズ

技術の先行開発と社内の情報共有を進め、競争力のある製品を開発していきます。
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顧客との議論が技術力を鍛える

当社には半導体テスト市場を40年近くリードしてきた

実績があります。また幅広い製品ポートフォリオ、グロー

バルなサポート体制を擁しており、半導体業界をリードす

る先進的な企業を含む多くの顧客との信頼関係を長年に

わたり築いています。その信頼関係に基づく技術議論の深

掘りと積み重ねが、当社の製品開発の大きな財産になって

います。製品仕様は機能、性能、デリバリー時期、コスト等、

複数の要因を総合して決まることが多いですが、私たちは

顧客と何回も話し合い、一方に偏った判断を排し、表層的な

現象の背後に存在する真のソリューションを突き詰めます。

お互いの技術力と信頼関係が深い議論と的確なソリュー

ション開発へと導き、その成果が各々の技術力と信頼関係

を強化するという循環が、当社の強固なビジネス基盤の

一因となっています。

世界で共有するテクノロジー・ロードマップ

当社は技術やビジネスの先を読み、顧客が求めるテス

ト・ソリューションを先回りして提供します。商談が来て

から必要な技術を開発していてはビジネスを勝ち抜けま

せん。次世代のテスト・ソリューション開発の指針として、

当社は今後必要となる要素技術を網羅した「テクノロ

ジー・ロードマップ」を策定しています。半導体テスト・シ

ステムには多くの半導体が搭載されており、次世代テスト

技術の多くが新たな半導体の開発を必要とします。

「テクノロジー・ロードマップ」はテクノロジー・エクス

チェンジ・ミーティングでも共有され、複数の製品開発案

件の技術的要求を取り込んだ、部品の共通化など開発効率

の向上に寄与しています。

不良解析を重視する体制が
製品競争力を生む

製品が高い信頼性を持つためには設計段階から検討する

ことはもちろんですが、市場からのフィードバックも重要

です。市場で動作不良が出た場合、修理するだけでは品質向

上にはつながりません。当社では、修理後に製品に使われて

いる部品の内部まで徹底的に不良原因を解析することで、

不良の真の原因を突き詰めていきます。その解析のために

高性能の装置を導入するなど環境も整備しています。不良

解析は短期的には費用であり利益を生みません。外部に不

良解析委託するという選択肢もありますが、当社は自分た

ちで不良解析を徹底的に行い設計にフィードバックしま

す。それが長期的には製品の高品質につながり、利益に結び

付くと考えているからです。不具合の原因を徹底的に追求

し対策するという創業以来の文化は、開発部門だけでなく

全社に広く浸透しており、これは当社の特徴の一つです。
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アドバンテストのものづくりの強み

当社のものづくりの最大の強みは、完全な自社による生

産、サプライチェーンのすべてを請け負う企業によるEMS

生産および製品の製造のみを外部企業に委託する外部委

託生産の3種類による生産方式を効果的に使い分けている

ことです。それぞれにメリット、デメリットはありますが、

それを比較した上でメリットとなる部分を最大限活かす

方法を常に模索しながら短期間での生産能力拡大を実現

しています。以前の当社は、ほぼ100%自社生産していまし

たが、2011年のVerigy社買収を契機に、同社が採用してい

たEMS生産のものづくりを学び、自社生産していた製品を

外部委託生産に転換し、今ではその割合を80%以上にまで

拡大しています。それまで自社生産を追求してきた日本の

生産部門の意識も大きく変化し、自社生産の拠点である群

馬工場は、製造を委託する外部企業とともに製造の全体プ

ロセスを相互でオペレーションしていくマザー工場の機

能へと大きく進化しつつあります。

業容拡大を支える製造移管能力を強化

当社の売上高は、1,559億円だった2016年度から、5年後

の2021年度には4,169億円と約2.7倍に急増し、2022年度

には5,500億円を見込んでいます。こうした状況のもと、製

造プロセスにおける当社の課題は何よりも短期間での供

給能力拡大であることは言うまでもありません。当社は、

2017年度から2018年度に起きたメモリ市場の急激な需要

拡大に対して、顧客の納期要求どおりに製品を供給するこ

とができませんでした。そのことを教訓に短期間で外部委

託量を増大させるために、いかに自社の製造移管能力を極

限まで向上させるかを検証しました。部品の供給体制や物

流の見直し、製造プロセスの最適化、手作業の自動化、調整

工程の省人化、ドキュメントの簡素化／デジタル化などに

専門チームを構成して対応することで、次の需要の高まり

に備えることができました。

『供給戦略』の礎となる3つの部材調達戦略

1  サプライヤーとの購買契約と柔軟な設計変更体制

購入量の多い部品については、サプライヤーとの長期購

入契約を締結し数量を確保していきます。過去のテスタビ

ジネスは景気変動に左右されるボラティリティが高く、長

期契約にはリスクがともないました。しかし、昨今のテス

タ市場の安全な拡大基調を受けて、先行きの需要や案件を

慎重に選定した上で契約を締結していきます。一方で、当

社の一部の機種でしか使わないような特殊部品や使用頻

度の高い標準部品に関しては、開発部門と連携を密にし

て、流通量の多い汎用部品や複数のサプライヤーから調達

可能な部品を使用可能な設計に変更し、部品の共通化を推

進しています。

2  戦略サプライヤーとのパートナーシップ強化

部材の供給が極限まで逼迫する有事には、さらにサプライ

ヤーの部品などの仕入先、エンド・サプライヤーとのコミュニ

ケーションと信頼関係が鍵となります。当社のニーズを十分

に理解した上で部材を供給してもらうためには、サプライ

ヤーのエグゼクティブが実際に業務しているグローバルの

本拠地へ調達責任者を配置し、エグゼクティブ・レベルで関

係強化を図り、相互理解を深めることが重要です。それには

フェース・ツー・フェースでのコミュニケーションの機会を定

期的に設けることが必須となります。また、グローバルに展

開する大手EMSの調達チームとも連携を深め、EMSの持つ

幅広い人脈や多くのサプライヤーとの調達管理システム、

調達力の活用も欠かせません。

3  ITを活用したスピーディーな決断

需要の変動が激しいダイナミックな半導体ビジネス環

境においては、エンド・ツー・エンドのサプライチェーン全

体の動きをリアルタイムに可視化することが、大きな需要

変動に最短で応えるためのひとつの手段となります。また

一方ではその可視化は、数か月先の自社ビジネスへの影響

を監視し事前対処する上でも重要なデータにもなります。

2017年度から2018年度に苦戦した供給面での教訓を活

かして、リアルタイムなサプライチェーン・データの可視

自社生産とアウトソーシングを適切に使い分けることで、ベストな供給体制を追求します。
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化に向けて、シミュレーション・ツールの採用と調達戦略

の実践を同時に進めた結果、数年先の事業計画データを入

力すれば、将来の生産能力や必要な部品数量、不足する設

備の台数などをリアルタイムに導き出すことが可能な体

制となりました。

マルチソースで拠点に偏らない
製品の供給体制

グランドデザインの想定ラインを上回る市場の伸びに

追従していくためには、外部委託先の生産能力のさらなる

拡大が欠かせません。また、大規模な地震や洪水が発生して

も継続的な供給責任を果たせるよう、マルチソースかつマ

ルチプロダクトな供給体制の構築にも取り組む必要があり

ます。そして、今後は外部委託先やM&Aによってアドバン

テストグループに加わった会社のサプライチェーンにも

共通のIT環境を導入し、グローバルに漏れのないサプライ

チェーンの管理と運用を目指しています。また外部からも

優秀なIT人財を登用しながら、より高度なDXの実現を目指

していきます。

環境や社会に配慮したものづくり

ここ最近、製品選定で環境負荷を重視する顧客や、率先し

て再生エネルギーを導入する外注先など、半導体バリュー

チェーンにおいて環境保護への意識が高まっています。当社

も群馬工場で再生エネルギー100%を達成するなどの成果

を上げていますが、製品設計を含めまだ改善の余地は残っ

ています。ESG推進室と連携し、環境保護に関する情報や

要求事項を継続的に交換するとともに、製造への適用を評

価しています。また、サプライチェーンにおける人権も最

近の大きなテーマです。外注先の選定では人権への配慮を

考慮し、また日頃から外注先と情報交換して不正やハラス

メントの防止に努めています。
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