
中長期的な施策とその成果

前提となるシナリオ

半導体製造装置の需要は、年度ごとのアップダウンが

避けられない傾向にあり、そのため3カ年平均での目標を

採用しています。またテスタ市場の成長率の想定におい

ても、年0%成長の「保守的シナリオ」とグランドデザイン

で採用した年4%成長の「ベースシナリオ」の2通りを用

意しました。当社の調べでは、CY2018の市場が約4,000

億円、CY2019はメモリの在庫調整が響き約3,700億円に

縮小したと認識しています。また、CY2020はCOVID-19

感染拡大の影響ならびに米中貿易摩擦等の影響から約

3,700～3,800億円と前年比横ばい傾向と見ています。こ

のように市場環境にはアップダウンがありましたが、こ

の2カ年の業績は「ベース・シナリオ」を大きく上回る良好

な進捗となりました。

2018年4月に発表した中長期経営方針（グランドデザイン）の達成に向け、最初の3カ年（2018～2020年度）で取り組む

べき課題と達成目標を中期経営計画として定めスタートしました。2カ年の進捗を振り返ってみたいと思います。

中期経営計画と実績

当社の強みが遺憾なく発揮された2カ年

2018年度は、AI、データセンター、スマートフォン関連

をはじめとする半導体の高性能化や信頼性保証強化需要

の高まりに呼応し、旺盛なテスタ需要が通期継続しまし

た。2019年度はメモリ等を中心に在庫調整の局面があり

ましたが、SoC関連の需要に支えられ、2年連続で年度受

注高の最高記録を更新しました。この背景には当社がこ

れまでに培ってきた以下の3つの「強み」が奏功している

と認識しています。

 業界No.1の製品ポートフォリオ

 業界No.1の優良顧客基盤

  周辺機器を含めた総合提案力、 
グローバルサポート能力

結果、この2カ年の平均では、中期経営計画で定めた

4つのKPIに対して、いずれも「ベース・シナリオ」を大き

くオーバー達成することができました。最終年である

2020年度は市場環境が見通しにくい事情はありますが、

2020年7月時点の通期見通しでは、中期経営計画の目標

値達成は十分可能と考えています。

中長期的な施策

短期的な需要の変動は依然大きいものの、中長期的な

半導体テストへの需要は、グランドデザインで描いたシ

ナリオどおり、今後も伸びていくと考えています。この将

来のビジネスチャンスを確実にとらえ、2027年にはグラ

ンドデザインで掲げた目標を達成するために、この2カ年

において、さまざまな中長期の施策を展開しています。近

縁市場への事業拡大（M&Aや業務提携）、ROIC評価に基

づく不採算事業の統廃合、開発部門のグローバル統合、AI

やデータ・アナリティクスの活用を新たなビジネスにつ

なげるARTeamの立ち上げ、DfSC （Design for Supply 

Chain）を軸にした製品開発で需要変動やBCPに強いも

のづくり体制構築などです。（P31上段の図参照）

中期経営計画は、グランドデザインの達成という長期

的な目標に焦点を合わせ、それを実現するための課題や

重点施策からバックキャスティングして設定されるもの

と考えています。つまり、将来のビジネスに勝つための

布石を打つ、これが中期経営計画の役割であり、この当初

2カ年は順調かつ手応えのあるスタートが切れたと思っ

ています。

保守的シナリオ ベース・シナリオ
売上高 2,300億円 2,500億円
営業利益率 15% 17%
ROE 15% 18%
EPS 135円 170円

中期経営計画 数値目標（3年間の平均値）

2027年
（グランドデザイン達成の目標年）

中期経営計画（進捗）
2018 - 19（2カ年平均）

2018 - 19 平均 vs. 目標値
（ベース・シナリオ）

売上高 2,792億円 +11.7%

営業利益率 22% +5point
ROE 30% +12point
EPS 286円 +116円

中期経営計画 2018～19 2カ年の実績

● 業界No.1の製品ポートフォリオ
● 業界No.1の優良顧客基盤
● 周辺機器を含めた総合提案力、
 グローバルサポート能力

4つの戦略 売上（ベース・シナリオ）
テスタ市場 5,800億円
当社市場シェア 46％
売上（既存事業） 3,400億円
売上（新規事業） 600億円
売上（合計） 4,000億円

Vision 進化する半導体バリューチェーンで
顧客価値を追求

1   テスト・測定ソリューションの 
No.1プロバイダー

2   最先端顧客のベストパートナー

3   先端技術開発

4   業界最先端の優秀な人財の育成

5   学習する組織

6   財務KPI向上に絶えず取り組む会社

当社の
強み

ありたい姿

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

近縁市場への事業拡大
（M&Aや資本提携を通じたシステム・レベル・テスト
分野、データ・アナリティクス分野への展開）

株主還元
（半期連結配当性向 30%堅持）
（自己株式取得）

社内組織の戦略的変更
（テスタ開発部門のグローバル統合）
（ARTeam＊の立ち上げ）

ROICによる事業評価とポートフォリオ見直し
（プローブカード事業売却）

ものづくり改革
（Design for Supply Chainの推進）

人財育成・リソース増強
（SE/AEの戦略的強化。200名/年の増員）

企業理念体系、行動規範の改定
（「The Advantest Way」刷新）

＊ ARTeam：Applied Research & venture Team
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サービス他

ビジネスポートフォリオ

●ナノテクノロジー製品
電子ビームを用いて、半導体回路の
描画や測長を行います。先端半導
体の設計評価や前工程で回路の微
細化に貢献しています。

●デバイス・インタフェース
半導体を、テスト・システムに高精
度で電気的・機械的に接続する治具
の総称です。消耗品であり、テストデ
バイスの品種を切り替えるたびに
需要が出る製品です。

クラウド、ソフトウェア、 データ・アナリティクス

半導体設計・評価工程 システムレベル・テスト工程量産工程 （前工程、後工程）

各プロセスの
顧客 ファブレス ファウンドリー OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）

IDM（Integrated Device Manufacturer）

●テスト・ハンドラ
後工程で半導体をテスト・システム
に高速搬送し、テスト条件どおりに
温度を印加、テスト結果に従って
良品/不良品を自動分別します。

●フィールド・サービス
顧客のシステムの設置・保守・修理から、
稼働率やスループットの向上に至る
まで、世界各地の拠点からエンジニアが
サポートします。

●システム・レベル・テスト・システム
システムレベルの動作で半導体をテ
ストします。複雑化する半導体のトレ
ンドに応え、今後のビジネス拡大が期
待されます。

テスタ 主なターゲットデバイス デバイスの機能・用途 テストビジネスの成長要因 2018～2019年度成績

SoC
テスト・
システム

モバイルIC
スマートフォンの制御、
通信基地局での電波の受
送信など

5Gの普及、スマートフォ
ンの高性能化、基地局増設
など

◎　5Gの普及拡大と、スマー
トフォン用プロセッサの性能
向上により好調続く

ハイパフォーマンス・
コンピューティング用IC

コンピューターやデータ
サーバー等での高速演算
を担う

AIや深層学習の普及、デー
タトラフィックの増加

〇　AIや深層学習の用途拡
大に加え、2019年度はデー
タセンター投資が回復

パワー半導体
電流の整流や増幅、スイッ
チング等、あらゆる電子
機器に搭載

省電力ニーズの拡大／ 

自動車の電装化進展

〇→△　自動車需要の陰り
が車載用半導体ビジネスに
影響

CMOSイメージセンサー
カメラの撮像を電子デー
タに変換

スマートフォンや自動車
での搭載数拡大

〇　スマートフォンの複眼
化などを受け、当社ビジネ
スも伸びる

ディスプレイ・
ドライバーIC

ディスプレイに表示する
画像を制御

タッチディスプレイや狭
縁化など新技術の普及

◎→×　2018年度までは 

タッチ機能普及で好調続く
も、2019年度は踊り場に

メモリ・
テスト・
システム

メモリ
（DRAM、不揮発性メモリ）

データを記憶し、使用時に
読み出す。

データトラフィックの増加、
データサーバーの増設、 
スマートフォンの高機能化

△→〇　在庫調整は2019年
度前半に一段落し、同年後
半から需要回復へ

売上高

2,759億円
（2020年3月期）

メカトロニクス関連事業

当社の主力製品であるテスト・システムを提供 テスト・システムの周辺機器と、ナノテクノロジー 
による半導体前工程向け装置で構成

テスト・システムのサービス・サポートに加え、
従来の半導体テストの枠を超えた新たな 
ビジネスに挑戦

■SoCテスト事業／
　メモリテスト事業：
　過去3年売上高

半導体・部品テストシステム事業

テストビジネスのターゲットデバイス 事業セグメント解説と2019年概況

■2019年度実績

売上高 363億円 前年度比7.5％減
売上高構成比13.2％

■2019年度実績

売上高 425億円 前年度比34.9％増
売上高構成比15.3％

● 2019年2月に米国Astronics社から譲り受けた
 システム・レベル・テスト事業が好調

● SSDテスト・ビジネスや、2020年1月に買収した
 米国Essai社も売上拡大に貢献

● メモリテスタの不振が、事業関連性の高い
 テスト・システム周辺機器需要に影響

● 顧客投資スケジュールの兼ね合いから、
 ナノテクノロジー製品が伸び悩む

● メモリは前半落ち込むも
 後半から回復へ

● 5Gやハイパフォーマンス
 コンピューティング関連の
 ビジネスが好調維持

■2019年度実績

売上高 1,972億円 前年度比 6.9％減
売上高構成比 71.5％

20192017 2018

530
631

879

1,486 1,550

422

■ SoC　■ メモリ

●テスト・システム
半導体を自動で電気試験し、品質・
性能・信頼性を評価します。半導体
の設計・評価から量産工程まで幅
広く使われます。SoCの幅広い品
種をカバーするSoCテスト・システ
ムと、メモリ試験に特化したメモリ・
テスト・システムに大別されます。
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＊臨時従業員を含む。

連結財務・非財務ハイライト
4月1日から始まる各会計年度

基本的1株当たり当期純利益（EPS）
（円）

2018 2019201720162015

38.35

81.07
101.94

302.35
270.12

フリー・キャッシュ・フロー
（億円）

20192017 201820162015

289 277
259

123

53

1株当たり配当金
（円）

2018 2019201720162015

92
82

32
25

20

研究開発費／設備投資
（億円／億円）

20192017 201820162015

54 664840

335
379

401

312313

99

売上高
（億円）

1,621 1,559

2,072

2,825

2018 2019201720162015

2,759

営業利益／営業利益率
（億円／%）

前年度の過去最高に
届かずも、中期計画の
基準目標は超過達成

昨年度に続き、
20％を超える
営業利益率を達成

企業価値の向上を目指
して、多様な人財を継続
的に採用。お客さまへの
トータルソリューション
の提供を支える優秀な
エンジニアの確保と増
強に取り組んでいます。

2年連続で
500億円を超える
当期利益

前年度比減少も、
中期的には堅調な
増加トレンド

減収でも、
将来成長を見据えた
積極的な投資を実施

株主資本が大幅に
増加する中でも、
高いROEをマーク

前年度比でM&A投資を
約200億円増加させても、
前年度並みを稼得

業績連動型の
配当方針に従い、
減益により減配

126 139

245

647
587

11.8
8.97.8

22.922.9

20192017 201820162015

21.321.3

従業員数＊／SE/AE従業員数
（人）

2018 2019201720162015

795 859749739734

4,936
5,503

4,7214,5654,638

管理職数／女性管理職比率
（人／%）

常に多様な価値観を
受け入れ、人種・性別・
年齢・国籍などに関係
なく活躍できる企業
風土づくりを推進し
ています。 87 91847465

1,157 1,1791,1381,1351,121

5.8
6.5

7.4 7.5 7.7

2018 2019201720162015

総資産／株主資本／ROE
（億円／億円／%）

2018 2019201720162015

35.3 1,987

3,046

3,558

15.514.0
6.9

1,2461,095936

2,546
2,316

2,105
2,315

24.9

当期利益／当期利益率
（億円／%）

570 535

181
142

67

8.79.1

4.1

20.2

19.4

20192017 201820162015

財務ハイライト 非財務ハイライト

■ ■ 研究開発費　■ ■ 設備投資

■ ■ 総資産　■ ■ 株主資本　̶  ROE■ ■ 当期利益　̶  当期利益率

■ ■ 営業利益　̶  営業利益率■ ■ 売上高

■ ■ 基本的1株当たり当期純利益（EPS） ■ ■ フリー・キャッシュ・フロー

■ ■ 1株当たり配当金

■ ■ 従業員数　■ ■ 内、SE/AE従業員数 ■ ■ 管理職数　■ ■ 女性管理職数
̶  女性管理職比率

バリューチェーンにお
いて間接的に排出され
る温室効果ガスを把
握し、気候変動の緩和
と適応に向けた温室効
果ガス排出量の削減
活動を推進します。

GHG（Scope 1+2、およびScope 3）CO2排出量
（kt-CO₂）

2018201720162015 2019

37

1,628

33
1,246

343434

■ ■ GHG（Scope 1+2）

■ ■ GHG（Scope 3）

エネルギー使用量／再生可能エネルギー比率
（TJ／%）

エネルギーの効率的な
利用や再生可能エネ
ルギーへの転換を行
い、温室効果ガス排出
量の削減に積極的に
取り組みます。

＊ CO2排出係数を見直し、過去に
さかのぼって再集計しています。

10.7

25.6

11.812.313.6

844 888
770736

686

2018 2019201720162015
■ ■ エネルギー使用量　̶  再生可能エネルギー比率

6,221
6,818

3,980

2,076

961

27,724 28,321
25,483

23,57922,464

2018 2019201720162015
■ ■ 全設置台数（FY1982以降）　̶  2015年度以降の設置台数

グローバル化とローカル化の2軸で推進しています。資格制度や人事考課制度をグローバルに統一するとともに、

利益配分のインセンティブとしてのグローバルボーナスや業績連動報酬制度を整備することで、従業員一人ひとり

が所属する国・地域を超えて会社全体の利益を考え行動する環境を整えています。また、当社執行役員24名中10名

（42%, 2020年6月末時点）が外国籍で、海外主要拠点ではこれらの役員がローカルの文化・慣習を踏まえた経営を

実践しています。

人財登用のダイバーシティ

半導体試験装置の累積設置台数
（台）

半導体テスタ市場における当社の強みは、常に世界半導体売上の上位20社すべ
てに主要機種を採用頂いている「業界No.1の優良顧客基盤」にあります。
FY1982以降28,000台超の装置が設置され、特に2015年度からの5年間では
6,818台とその設置台数を大きく伸ばしました。
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201820152000198519701955

計測器を組み合わせた
「ラック＆スタック」による、
DCテストなど基本的な技術

半導体試験装置の普及
ファンクションテスト技術

テスト容易化設計
（Design for Testability）
スキャンテスト技術など

半導体・電子機器の
   高度化、複雑化
          システムレベル・
                テスト技術

半導体
試験技術
の歴史

世
界
半
導
体
市
場（
10
億
米
ド
ル
）

0

100

200

300

400

500

600

大型コンピューターの時代 パーソナルコンピューターの時代 インターネットの時代 データ・ドリブン
の時代

スマートフォンの時代

変化点（Wave）がもたらしたテスティング技術の変遷

（Source:SIA, WSTS）

取締役兼常務執行役員
テストテクノロジー担当　ATEビジネスグループリーダー

津久井 幸一

テストから見た半導体の複雑化

半導体の設計・製造技術の進化が、5GやAIをはじめデジ

タル革命を加速させています。これは大きな変化点（Wave）

を生み出しています。半導体プロセスの微細化進展に伴

い、半導体がより低コストかつ複雑化・高機能化・高性能化

しています。例えば、１デバイスでトランジスタ100億個を

超えるデバイス、100層を超える3D積層デバイス、10種類

以上の機能が統合されたヘテロジニアス・デバイスなどが

開発されています。さらにソフトウェアとの関連も強化さ

れ、一つのデバイスがまるで一つのシステムのように動作

します。また、これらデバイスのサプライチェーンも設

計、ウエハ製造、パッケージ組み立て、IPなどの複数チーム

による協業が進んでいます。デジタル社会の進展により

半導体への期待は加速度的に高まり、設計～生産立ち上

近縁市場と変化点（Wave）をとらえるために

近縁市場へのビジネス拡大や、やがて来る変化点（Wave）

を感度よくとらえるため、研究開発部門を越えた組織体

制として、ARTeam（Applied Research & venture Team）

を立ち上げました。また前述のAstronics社からの事業譲

渡、Essai社の買収、7月のPDF Solutions社との業務提携

なども近縁市場へのビジネス拡大の施策です。今後も、

パートナー、大学や研究機関とのコラボレーションも含

め、当社のまだ知らない未来を切り開いていきたいと思

います。

カバーする統合テストソリューションの提供により、フレ

キシブルな自動化された工程が実現可能です。そして最先

端の工場では、1日に2テラバイトを超えると言われている

半導体製造工程から生み出されるデータを活用し、ビッグ

データ解析を含めたよりインテリジェントな統合ソリュー

ションを目指します。

このような変化点（Wave）をいち早くとらえるために

は、リーディング・カスタマーとのコラボレーションが不可

欠です。彼らの挑戦は、その先進性と市場サプライチェー

ンへの影響力という点で、今後起こりうる変化点（Wave）

をとらえる羅針盤となります。こうしたリーディング・カス

タマーとのコラボレーションを実現し、そこから得られた

ニーズを具体的なテーマや開発計画に落とし込むことが

事業化の要であり、開発投資額といった財務上の数字の奥

にある当社の開発戦略となるのです。

グローバルな開発部門

当社のコア・ビジネスは半導体テスト（ATE：Automated 

Test Equipment）事業であり、2019年は前年に続きATE市

場シェアNo.1、これを支える製品ポートフォリオならび

に顧客基盤はともに業界No.1であると自負しています。

V93000開発部門とT2000やメモリテスタ開発部門の統

合を加速し、グローバルな開発プロジェクトや人事ロー

テーションを展開しています。また、2019年度に設立した

ST（System level Test）事業部門は、SSDテストシステム

に加え、Astronics社から譲り受けたシステム・レベル・テ

スト事業、そして、2020年1月に買収したEssai社を加えて

います。Essai社は、ファイナルテスト、システム・レベル・

テスト用ソケットおよび温度制御用のサーマル・コント

ロール・ユニットに強みを持っています。

げ期間の短縮化（Time to Market）、量産立ち上げ短縮化

（Time to Volume）、品質立ち上げ短縮化（Time to Quality）

の実現が顧客にとって大きな課題となり、テスト項目・時間

の増加、テスト難易度の上昇につながっています。加えて、

従来のテスト手法ではカバーしきれないテスト要求が増加

し、システム・レベル・テストなど新たな手法による信頼性担

保のためのテスト強化が必須となってきています。

End to Endまでカバーする
統合テスト・ソリューション

こうした顧客が抱える課題を解決し、顧客価値を追求す

るため、現在の主な事業領域である半導体量産工程から、

設計・評価工程および新たなシステム・レベル・テスト工程

へ事業領域を広げていきます。デバイス・ハンドリングや

温度制御、デバイス・コンタクトとともに、End to Endまで

「はかる×みらい」技術
経営理念で掲げる「先端技術を先端で支える」は、

研究開発部門にとって誇りであると同時に責任でも

あります。超高精度微小電流測定から創業し磨き

続ける「はかる」技術と、顧客価値向上にむけた高効率

な半導体デバイス測定を実現する「みらい」の技術

との融合が当社の半導体テストの価値です。今や 

半導体なくして私たちの暮らしや社会の「安心・安

全・心地よい」をかなえることはできません。信頼

性を保証された半導体が世界の隅々に行き渡る。そ

れを支えるのが「先端技術を先端で支える」私たちの

使命だと考えています。ダイナミックに変化する半

導体市場において、この「はかる×みらい」の技術を

ベースに、リーディング・カスタマーに寄り添いコ

ラボレーションすることで将来の事業機会をいち

早くとらえ、開発計画に落とし込みソリューション

を実現することが鍵となります。

半導体テストを
極める。

戦略特集 1

企業を目指して年

研究開発の重点戦略

新製品として市場投入したソリューション

  車載SoC向け多数個同時測定性能を大幅にアップ
した新製品（T2000）

  メモリテスト向けハイスピード・バーンイン・テスタ 
H5620発表

  Wi-Fi6Eや5G-NRデバイス向け　 
V93000 Wave Scale RF8市場投入

  テラヘルツ技術による高精度な配線故障解析 
ソリューション（TS9001 TDRシステム）発表

2019～2020年度における主な研究開発テーマ

  次世代スケーラブル・テスト・システム・プラット
フォーム開発（V9300 EXA Scale）

  5Gミリ波向けおよびハイエンドSoC向けテスタ開発

  ハイエンド・メモリ向けテスタ開発

  ビッグデータ解析および高スループットを可能にする
ソフトウェアアーキテクチャーの開発

  工場自動化対応など総合的な品質向上へテスト・
セル・プラットフォームの開発
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生産本部の新たな中長期基本方針

半導体業界は、これまでの「シリコンサイクル」という

4年周期の需要変動（2年おきに好況・不況を繰り返す）の

波が崩れ、2015年以降需要拡大が続きました。特に2018

年度に経験した、いわゆるスーパーサイクルと呼ばれ

る急峻な需要増は、自社生産とアウトソーシングを併

用する当社の生産体制の在り方について多くの示唆を

私たちに与えました。

グランドデザインで描いた売上高4,000億円の事業

規模を可能にする生産体制を構築するには、AVA2.0＊1に

基づくプロフィット向上戦略、EMS＊2の活用による生産

拠点のグローバル展開、サプライチェーン全体を通じた

コストダウン、高品質なものづくりの追求といったさまざ

まな課題があります。当社グループは「今後は、群馬工場

（国内主力工場）以外でも生産および調達ができる

「DFX」を、開発部門とともに進めていきます。」と宣言する

とともに、上記を含む重点課題を盛り込んだ「生産本部

中長期方針」を掲げました。

強みのレシピは
「Design for Supply Chain」にあり

群馬工場の強みは、需要変動に呼応するためのアクセ

ルとブレーキを「人」の経験値の高さと連携でこなしてき

たことです。少数精鋭でありながら、柔軟で融通の利く生

産対応が強みであり、それが製造コスト抑制の要にもな

っていました。しかしながら、年間売上高が2,500億円を

超えるレベルになると、一段階上の量産対応力が問われ、

これは自社だけでなくアウトソース・モデルと複合した

生産体制の構築が必要となります。アウトソースには大

別して、生産を逼迫させているボトルネック・プロセス

だけを部分的に外部委託するモデルと、部材調達から生

産まですべてを1社に任せるフルターンキー・モデルが

あります。需要変動が激しい中では、まずはボトルネ

ック・プロセスを外注化する方向に行きがちですが、サ

プライチェーンが「ツギハギ」かつ「複雑」になる傾向があ

り、需要増・増産による規模の効果が得にくいというデ

メリットがあります。また、増産トレンドを見誤ると「ツ

ギハギ」がさらに増えて管理コストが上昇するという不

合理なサプライチェーンを作り上げてしまいます。逆

に、少量生産で繰り返し性の低い製品や特殊な部品を採

用している製品などでは、むしろ規模の効果を追うより

も、専門性と変化への柔軟な対応力が高い、部分的な外

部委託の方にメリットがあります。

他方、フルターンキー・モデルは、大量生産による規模

の経済の効果を狙うことが主目的になりますので、アウト

ソース先も大手EMSメーカーが対象となります。当社の

一部製品ですでに実施していますが、群馬工場の生産品

の多くはこれからの取り組みとなります。ここで鍵とな

るのが、冒頭に掲げた「生産本部中長期基本方針」への対

応です。

フルターンキー・モデルにおいては、設計・部品・工法・

品質基準などの独自性・特殊性はむしろサプライチェー

ンにとってリスクとなり、供給力の低下、機会損失へとつ

ながります。

自社生産、部分外部委託モデル、フルターンキー・モデ

ルのそれぞれの強みを最大限に活かす組み合わせがグラ

ンドデザイン達成の鍵であり、そのためにさまざまな

「Design for X」が必要となりますが、そのレシピの要は

「Design for Supply Chain」にあると考えています。

新たな脅威への対応

ここ数年、毎年世界のどこかで発生する激甚災害。その

度に部材供給が断絶し、お客さまにご迷惑をおかけする

ケースが発生しています。また2020年に入り、COVID-19

の拡散による世界経済失速の危機に見舞われ、さらには

米中貿易摩擦・技術覇権争いに端を発するグローバル・

サプライチェーンの変容など、新たな脅威が外部要因と

して登場してきています。これらの新たな危機は、当社

だけ無事ならいいというものではなく、お客さま、お取

引先さまと助け合い、融通し合いながら、乗り切ってい

く必要があります。そのための「Design for Risks」は、

サプライチェーンを構成するすべてのステークホル

ダーが共同で作り上げていくべきものであると考えて

います。

66年間の売上推移

「世界に無いものを作ろう」

1954 2050203020101970 1990

経営理念
「先端技術を先端で支える」

グランドデザイン
ビジョン・ステートメント

「進化する半導体バリューチェーンで
顧客価値を追求」

生産
DNA

世に無い高性能で高品質な
製品を自社工場で一貫生産

自社工場と外注会社で
激しい需要変動に対応

ＥＭＳと自社工場の
ハイブリッド生産

DfSCを軸にした製品開発で
需要変動やBCPにも強い
新しいものづくり体制を構築

＊DfSC: Design for Supply Chain

3,000
（億円）

1,500

0

取締役兼専務執行役員
サプライチェーン担当　生産本部長

塚越 聡一

グランドデザインが想定する売上規模（4,000億円）

は、過去最高を記録した2018年度（2,825億円）の約

1.5倍に相当します。この要求に応えるための生産能

力拡充は、必ずしも自社工場・生産要員の増強だけを

意味するわけでありません。とりわけ需要変動の激

しい半導体テスタ市場においては、需要のピーク時

に想定される生産規模を見込んだ設備投資・人員増

強は、固定費を押し上げ、損益分岐点を上昇させるこ

とに直結してしまいます。当社ならではの「ものづく

り」の強みと高効率なアウトソースの活用のバラン

スが重要であり、その鍵は「DFX（Design for X）」に

あると考えています。

グランドデザイン
達成のための
「ものづくり」は
DFXが鍵。

戦略特集 2

企業を目指して年

ものづくりが支える当社の強み

＊1： Advantest Value Added2.0の略で、ROIC（投下資本利益率）をベースとする事業管理・評価ツール
＊2： Electronics Manufacturing Serviceの略で、電子機器の受託生産を行うサービス
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グランドデザインと
「The Advantest Way」の浸透

私たちは、最先端の技術開発を通じて世界中のお客さま
に満足いただける製品とサービスを提供できるように、
自らを磨き続けることを使命としています。しかしながら
最先端の技術開発は未知の領域でありお手本は存在しま
せん。加えて当社を取り巻く事業環境も複雑化していま
す。この複雑化は新型コロナウイルスによるパンデミック
でも浮き彫りになったと思っています。当社と従業員は、
お客さまやパートナーとともにコミュニケーションし、学び、
進化し続けることでイノベーティブな手法を生み出し、
この複雑な状況に対応しました。このことは、移動が制限さ
れリモートワークでの業務遂行が必要な新しい環境に適応
できた私たちの「学習する組織」の能力を示す一つの良い事
例となりました。そして、これを実現するための一つの鍵が
「The Advantest Way」、特にCore Valuesの浸透です。私た
ちの新しい企業文化Core Valuesは、9つの単語の頭文字を
とった「INTEGRITY」によって表されます。INTEGRITYは、
私たちが大事に思う価値を定義しています。
私たちの組織をよりよくし、最終的にはお客さまへより

質の高い製品・サービスを提供するために、私たち従業員

常務執行役員　Global HR

キース ハードウィック
Keith Hardwick

がCore Valuesを共有し、特にTrust、Respect、Teamworkを
重視して、学びあう姿を目指しています。
「The Advantest Way」は2019年7月に改定されました
ので、ワークショップの開催などを通じて全従業員が完全
に理解し、日々体現していくことを目指しています。ワーク
ショップは1年間で役員および全従業員が参加することを
目標としてスタートさせ、2020年3月末時点で全体の約71%

が参加しました。役員・管理職がファシリテーターとして
実施することで、従業員の生の声を知るだけでなく、マネ
ジメントの在り方の気づき、双方向の学び（学習する組織）
にもつながっています。コロナ禍により一部で対面での
ワークショップは中断していますが、リモートへの切り替
えなど、工夫をしながら全従業員がワークショップに参加
できるよう取り組んでいます。

リソースの戦略的展開と
「The Advantest Way」

アドバンテストの海外売上比率は高い水準で推移して
きましたが、近年、その中でも中国・台湾・韓国の比率が増
し、全体の70～80％を占めるようになりました。そのた
め、当社はこれらの地域での顧客サポートを強化すべく、

SE/AEの新規採用や配置を重点的に行っています。
しかし一方で、新製品の開発は日本・アメリカ・ドイツが

中心です。お客さまの側も、装置を設置する国と開発や購
買を行う国が異なる場合があり、私たちの営業担当者も各
国で活動しています。開発担当と営業担当と出荷先SE/AE/

CEがすべて異なるロケーションに所在していることは珍
しくなく、グローバルでの対応が必要です。INTEGRITYで
表現すれば、Globalな枠組みでInclusion & Diversityを基に
したTeamworkが必要だということです。
このようにグローバルな協力によりお客さまに総合的

なサポートを提供できることは維持し続けるべき当社の
強みですので、「最先端顧客のベストパートナー」をありた
い姿の一つとして掲げています。また、事業部門や国・地域
で区切らずグループ全体の業績をベースに算出する仕組
みの業績連動賞与や株式報酬もこれに寄与しています。

成長する経営資源への投資

アドバンテストのビジネスは、モノへの多額の設備投
資ではなく、研究から開発、営業、生産、サポート・保守に至
るまでの各プロセスに携わる従業員の働き経験や知恵に
よって主たる部分が支えられています。イノベーションを
起こし、お客さまに最高の価値を提供するのは従業員で
す。設備は経年で劣化しますが、人の経験や知恵は劣化せ
ずにむしろ成長し続けるもの。「人財は成長する経営資源」
だと信じています。そのため、私たちは優秀な人財を採用
するだけでなく、育成にも投資しており、ありたい姿の
一つに「業界最先端の優秀な人財の育成」を掲げている
のです。
グランドデザインの発表以降、人財開発プログラムを

拡充してきました。すべての従業員が主体性を持って、求
められる基礎能力を磨けるようにすると同時に、個々の力
をグループの力として結集させるためにマネジメントス
キルを強化しています。こうして新しい知識を吸収し続け

製品やサービスに活かす、学習する組織を目指します。
より複雑で困難な意思決定が求められる時代に持続的

な成長を成し遂げるには、優れたリーダーが不可欠ですの
で、グローバル組織の中でトップや中核の機能を担う人財
の育成にも力を入れています。グループ各社でも日々の業
務を通じた育成に加え、個人の能力や専門性を高めるため
の教育を各国・地域のニーズに沿って幅広く展開してお
り、（グランドデザイン・中期経営計画を発表した）2018年
度以降は教育への投資も大きく増やしています。

教育費の推移（連結）
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例えば、アドバンテスト（日本）では、ソフトウェア・
エンジニアリング・フォーラムを20年にわたり年間6回開
催しています。社内外の講師から、アジャイル、ディープ・
ラーニング、CI（Continuous Integration）の構築方法等の
最新情報を学んでいます。2019年10月には、「気づき」を
継続的に共有する場としてAdvantest Engineering Friday

が始まりました。組織とは違うコミュニティとして複数の
分科会がうまれ、金曜日の午後に定期的に集まり、研鑽を
深めています。また、Advantest（China）Co., Ltd.では、
Training Dayと題したイベントを定期的に開催していま
す。テーマに沿ったいくつかのセミナーが社内講師に
よって提供されています。社内講師に対しては評価が行
われると同時に表彰制度もあり、学び合う文化の形成を
図っています。

企業を目指して年

企業の持続的な 
発展と成長を 
担うのは 
「人財」です。
当社の企業理念体系である「The Advantest Way」

を共通の価値規範とし、グローバル人財の強化育成

に努めています。

戦略特集 3 人財戦略

ワークショップの様子

Innovation 私たちが起こすもの
Number One 私たちが目指すポジション
Trust 私たちを一つにする礎
Empowerment 私たちの成長の機会
Global 私たちが活躍するフィールド
Respect 私たちの信条
Inclusion and Diversity 私たちの誓い
Teamwork 私たちの仕事の進め方
Yes 私たちの姿勢
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