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1 ゲーム用チップで有名な半導体企業、米エヌビディアが脚光を浴びている。同社の画像処理半導

体 GPU が人工知能（AI）向け、とりわけディープラーニングを使った自動運転向けで、有力企

業に次々と採用されているためである。 
2 エヌビディアの主力は今でもゲーム用チップだが、創業者であり現 CEO でもあるジェンスン・

ファン氏は、常に GPU の新市場を模索していた。 
3 2012 年頃、米スタンフォード大学とグーグルの AI プロジェクトに参加していたエヌビディア

は、ディープラーニングに GPU が適していると確信、経営資源を AI 向け GPU 開発に集中さ

せた。 
4 エヌビディアのAI 向け GPU は、ディープラーニングのデファクトスタンダードとなっている。

次に狙うのは自動運転向けである。 
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はじめに 

 

米エヌビディアという半導体企業をご存じだろうか。ゲーム愛好家の方ならゲーム用チップ

で有名な同社の存在はご承知だろうが、今やエヌビディアは半導体業界の寵児となっている。

ゲーム用チップで使われていた同社の画像処理半導体 GPU が人工知能（AI）向け、とりわけ

ディープラーニングを使った自動運転向けで、有力企業に次々と採用されているためである。

2017 年 5 月には、トヨタ自動車と自動運転車の開発で提携すると発表した。 
日本半導体メーカーの凋落もあり、日本では半導体業界は斜陽産業であるとみる人が少なく

ないが、海外に目を向けると状況はかなり異なる。スマホへの半導体搭載量増加、データセン

ター増設に加え、AI、IoT、自動運転向けなど新市場が開けつつある半導体は成長産業である。

中でもエヌビディアの成長率は、世界の半導体企業・上位 20 社中でも際立っている。 
本稿では、「ゲーム屋」と呼ばれていたエヌビディアが、なぜ AI 分野で脚光を浴びるに至っ

たのかを見ていきたい。 
 

1. エヌビディアとは 

 

 米エヌビディアは、画像処理半導体 GPU（Graphics Processing Unit の略）の世界最大手

である。開発・設計に特化し、生産は TSMC（台湾）等他社に委託するファブレス（自社工場

を持たない企業）で、世界半導体企業売上高ランキングで 16 位（2016 年。図表 1）。 
 

図表 1 世界半導体企業売上高ランキング  

 

 

出所：Statista 

16年売上高 15年売上高 前年比伸び率

（億ドル） （億ドル） （％）

1 インテル 米国 563.1 521.4 8.0
2 サムスン電子 韓国 435.4 420.4 3.6
3 TSMC 台湾 293.2 264.4 10.9
4 クアルコム 米国 154.4 160.1 ▲ 3.6
5 ブロードコム 米/シンガポール 153.3 151.8 1.0
6 SKハイニックス 韓国 142.3 166.5 ▲ 14.5
7 マイクロン　テクノロジー 米国 128.4 144.8 ▲ 11.3
8 テキサスインスツルメンツ 米国 123.5 121.1 2.0
9 東芝 日本 109.2 94.3 15.8

10 NXPセミコンダクターズ オランダ 95 105.6 ▲ 10.0
11 インフィニオン ドイツ 73.4 69.2 6.1
12 STマイクロエレクトロニクス スイス 69.4 68.7 1.0
13 メディアテック 台湾 66.1 67 ▲ 1.3
14 アップル 米国 64.9 55.3 17.4
15 ソニー 日本 64.7 62.6 3.4
16 エヌビディア 米国 63.4 47 34.9
17 ルネサス エレクトロニクス 日本 57.5 56.8 1.2
18 グローバル　ファウンドリーズ 米国 50.9 57.3 ▲ 11.2
19 オン・セミコンダクター 米国 48.6 48.7 ▲ 0.2
20 UMC 台湾 44.6 44.6 0.0

企業名 本社所在地
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GPU の用途がコンピューターの画像処理から演算処理の高速化に広がるにつれ、事業領域

をゲームから高性能コンピューター、人工知能（AI）、自動運転に拡大、業績を急激に伸ばし

ている。「ハリー・ポッター」「アバター」等の映画にも同社の技術が使われている。 
エヌビディアは、1993 年、現 CEO のジェンスン・ファン（黃仁勳）氏ら 3 人によって設立

された。台湾生まれのファン氏は米国に移住した後、米 AMD のマイクロプロセッサーの設計

者等を務めていたが、パソコン市場が急激に拡大する中、画像処理分野に商機を見た。 
エヌビディア飛躍のきっかけになったのは、1999 年に同社が「発明」した GPU である 1。

GPU 登場以前は、コンピューターの頭脳であるCPU（中央演算処理装置）が画像処理を行っ

ていたが、エヌビディアの出発点であるゲーム用チップでは、三次元動画表示や対戦型ゲーム

でユーザーがストレスを感じないよう、スムーズに画像処理しなければならない。顧客の要求

の厳しさはパソコン、テレビをしのぐ 2。CPU が逐次処理用に最適化された 2～3 個のコア（演

算処理を行う部分）から成るのに対して、GPU は複数のタスクに同時対応できるよう設計さ

れた、数百～数千もの小さな効率的コアで構成される（図表 2）。GPU は、単純な演算能力で

は CPU を上回るようになった。 
 

 

図表 2 CPUと GPUの違い  

 
出所：エヌビディア  

 

                                                   
1 GPU 登場以前は、画像処理を高速化するため、グラフィックスアクセラレータを利用する人

も多かった。アクセラレータを使えば、CPU に余計な負荷をかけないですむ。GPU は、アク

セラレータの延長線上にあるとも言えるが、座標変換、光源計算、レンダリング（コンピュー

ターでデータを処理し、画面や映像などに変換すること)を一つの半導体に統合したという点で

一線を画している。GPU 登場により、画像処理は劇的に高速化、映像も滑らかになった。 
2 パソコンが固まってもほとんどのユーザーはしばらく我慢する。だが、対戦中に画面が固ま

ったり次の技を繰り出せなかったりした場合のゲーム愛好家の怒りは、パソコンがフリーズし

たユーザーの比ではない。低性能チップの悪評は即座に広まり、愛好家に見放される厳しい世

界である。 

CPU
複数のコアで逐次処理

GPU
数千のコアで並列処理



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2017.10.25 

4 

 
GPU 発売後急成長を遂げたエヌビディアだが、GPU を搭載したビデオカードが価格競争に

巻き込まれたり、スマートフォン市場に進出したものの強敵・米クアルコムに一敗地にまみれ

たりと、順風満帆だったわけではない。ファン氏は、GPU をコアとしながらも、「チップ・カ

ンパニーからプラットフォーム（コンピューターソフトが動作するための基礎部分）・カンパニ

ーへ」を謳い、ゲーム以外への本格進出に着手する。 
 

 

2. GPUの用途は人工知能へ拡大 

 
GPU の演算処理能力がいくら高いといっても、それだけを入手しても使い方はよくわから

ない。用途拡大に大いに貢献したのが、2006 年に発表されたソフト開発環境「CUDA」であ

る。関連ソフトも充実させ、チップ、ソフト、開発環境を一体提供するエコシステムを構築。

使い勝手の向上に伴い、画像処理からなかなか広がらなかった用途が、スーパーコンピュータ

ー等高性能コンピューターに拡大した。まず使い始めたのが、演算処理能力とコストパフォー

マンスの高さに目を付けたライフサイエンスやゲノム科学、天文学、エネルギー探査等の研究

者である。 
続いて、AI 研究者も GPU に注目した。 
第 3 次ブームを迎えている AI の中心には、ディープラーニングがある。ディープラーニン

グは、人の神経細胞（ニューロン）の働きをコンピューターに模倣させる技法で、多層構造の

「人工ニューロン」と呼ばれるプログラムに大量のデータを入力して学習させ、データの処理

方法をプログラム自身が調整していく。1960 年代には学会で発表されていたアイデアだが、2
つの壁にぶつかっていた。データ不足とデータを処理する演算能力がないことである。データ

不足はインターネットの普及で解決されたが、データを処理するチップはまだ高価なうえに取

り扱いが難しかった。 
2012 年 6 月、「International Conference on Machine Learning(ICML) 2012」で発表され

たグーグルと米スタンフォード大学の研究「グーグルの猫認識」は、コンピューターが猫を識

別できたとして世間の関心を集めた 3。この時、グーグルは巨大データセンターに 1000 台のサ

ーバを並べ、1.6 万個のCPU を 3 日間動作させている。グーグルのように莫大な資金と研究者

を擁する組織だけに可能な研究である。 
一方、エヌビディアが挑戦したのは、GPU を使ったディープラーニングである。 
この頃、米スタンフォード大学とグーグルの AI プロジェクトに参加していたエヌビディア

は、ディープラーニングには逐次処理の CPU より並列処理の GPU が適していると確信した。

人間の頭脳は見る、聞く、考える、香りを嗅ぐ等を同時並列的に行っている。同様の処理をコ

ンピューターに行わせるには、半導体の中で最も並列演算に長けている GPU が適していると

考えたのである。 

                                                   
3 コンピューターに YouTube の動画から取り出した 1000 万枚の猫の画像を見せ、人間に教え

られなくても、猫の特徴をつかむことに成功した。 
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エヌビディアは経営資源をディープラーニングに集中させた。CEO のファン氏自らエンジニ

ア全員にディープラーニングを学ぶよう号令をかけ、AI チームは当初の数十人から 1 年後には

数千人に膨れ上がった。AI 向け製品、ソフトを開発すると同時に、大学やベンチャー企業への

技術提供も行って AI 向けGPU の普及に努めた。 
2013 年、エヌビディアは米スタンフォード大学と協力し、ディープラーニングにおいて、

12 個の GPU で 2000 個の CPU に匹敵するパフォーマンスを挙げてみせた。これ以降、米ニ

ューヨーク大学、トロント大学（カナダ）等、名だたる大学や研究所が雪崩を打ってディープ

ラーニング研究に GPU を採用し始めた。演算処理能力が高く、CPU に比べてコスパも良く、

汎用演算のための環境「CUDA」が整備されているという利点が再認識されたのである。 
エヌビディアのAI向けGPUはディープラーニングのデファクトスタンダードとなり米アマ

ゾン、独 SAP、米 IBM、米マイクロソフトといった IT 業界の主要企業から、ファナックのよ

うなメーカーまで、幅広い分野の企業に採用されている 4。 
現時点でエヌビディアの GPU に匹敵するAI 向けチップは、米グーグルが自社データセンタ

ーで使用している「TPU」くらいしか見当たらない 5。 
2017 年 5 月、エヌビディアは、処理能力をさらに向上させたディープラーニング向けチッ

プを発表、競合を突き放しにかかった。特筆すべきは、能力向上のカギとなっている専用回路

をオープンソース化したことである。オープンにすれば、部品メーカーや機器メーカーはエヌ

ビディアのチップを使いやすくなり、採用の可能性が高まる。エヌビディアは、ディープラー

ニング関連のエコシステムを盤石にすることで、同社チップの用途を高性能コンピューターか

ら自動車、ロボット、IoT 等へ一気に広げようとしている。勝負は性能だけで決まるのではな

い、いかに多くの企業や研究施設を自陣営に取り込めるかにかかっているのだということを、

エヌビディアは承知しているのである。 
 

 

3. 自動運転のデファクトスタンダードになれるのか 

 
AI の延長線上で同じくデファクトスタンダードとなりつつあるのが、自動運転向け GPU で

ある。自動運転では、カメラの画像データをもとに次の行動を瞬時に決めなければならないが、

子どもの飛び出しや前を走る車両の急ブレーキ、突然の道路封鎖など、あらゆる事態をプログ

ラミングするのは不可能であり、ディープラーニングが不可欠の技術と見られている 6。 
エヌビディアは、約 10 年前から自動運転の研究開発を進め、関連ソフト、開発環境も整備

                                                   
4 ファナックの場合、ロボットや工作機械に AI を搭載することで学習能力を高め、故障予知

に役立てようとしている。 
5 エヌビディアのチップは、科学技術計算からディープラーニングまで広い分野で使えるが、

後発のグーグルはディープラーニングに特化することで差別化を図ろうとしている。 
6 カメラを使って認識・判断する従来の方法では、歩行者の全身が見えている場合は比較的高

い精度で「歩行者がいる」と認識するが、現実には、車の陰から歩行者が出てくるなど、身体

の一部（頭だけなど）しか見えない場合も多い。従来の手法では認識精度が下がるこのような

ケースも、ディープラーニングでは高い精度で識別するとされる。 
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してきた。独アウディ、米フォード、米テスラ、独メルセデス、独ボッシュ等が次々に採用 7。

2019 年に自動車の加速・操舵・制動のすべてを自動化する「レベル 4」を実現することを目標

に掲げている（図表 3）。 
 

図表 3 自動運転のレベル  

 

注： ACC（Adaptive Cruise Controlの略。定速走行・車間距離制御装置）とは、車間距離を一定に保ちつつ、

車が自動定速走行する装置。高速道路や自動車専用道路で使用することを前提に開発されている。 
出所： OICA、NHTSA、EuroNCAP 

 

 

2017 年 1 月、アウディは、2020 年の完全自動運転車実用化に向けたエヌビディアとの提携

を発表した。2017 年 5 月にはトヨタ自動車と自動運転で提携すると発表している。 
2017 年 5 月に披露された自動運転向け新型コンピューター「Xavier（1 秒に 20～30 兆回演

算）」は、センサーからデータを取得して処理し、地図から車の位置を判断して意思決定する。

エヌビディアの自動運転向け GPU は消費電力の高さが弱点とされていたが、Xavier は 3 ケタ

といわれていた消費電力を 20～30 ワットまで低減した。 
自動運転分野の競合としては、2016 年 10 月、車載半導体の有力企業 NXP セミコンダクタ

ーズ（オランダ）を約 470 億ドルで買収すると発表したクアルコム、2017 年 3 月、イスラエ

ルの運転支援システムメーカー、モービルアイを約 153 億ドルで買収すると発表したインテル

が挙げられる。現時点では有力自動車メーカー、部品メーカーとの協業を矢継ぎ早に発表して

いるエヌビディアが一歩抜け出ているが、自動車向けは安全確保が必須の課題となる。エヌビ

ディアの最大の関門はそこになるだろう。 
 
                                                   
7 エヌビディア社員の 7 割は研究開発に従事しており、ハードよりソフトの担当者が多い。ボ

ッシュは同社との提携理由として「半導体、関連ソフト、開発環境までの一体提供」を挙げた。

ソフトは差別化のキモなのである。 

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5
ドライバーが制御 特定機能の自動化 複合機能の自動化 半自動運転 完全自動運転

一定状況下で自動
運転が可能。適切
な移行時間で手動
運転切り替えが可
能な状態を維持

運転支援システム。
ただし警告のみ

ドライバーがすべ
てを制御

互いに独立して
動作するシステム
が特定機能の自
動化を制御

ACC（Adaptive
Cruise Control）、
車線維持を中心と
してシステムが連
携して動作

特定モードで自
動運転が可能。
自動運転の維持
が不可能である
と判断するとドラ
イバーへ運転を
移行

運転はドライバーの
責任となる。交通状
況を常に監視、短時
間で手動運転切り替
えが可能な状態を維
持

ドライバーが目的
地を設定。目的地
まで移動する間、
自動運転システム
がすべての運転機
能を制御し、道路
状況の監視を行う

ドライバー制御が
基本だが一部機
能の自動制御を
認める
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4. 大黒柱のゲーム好調、データセンター向けも大幅な伸び 

 
2014 年度まで足踏み状態だったエヌビディアの業績は、2015 年度以降目覚ましい伸びを見

せている（図表 4）。M&A に頼らない大幅な増収増益である。 
 
 

図表 4 エヌビディアの業績推移  

 

 

注：年度決算締切日は 1月の最終日曜日 

出所：エヌビディア  

 

エヌビディアの 2018年 1月期第 2四半期（2017年 5～7月期）業績は前年同期比 56％増収、

営業利益 2.2 倍と絶好調。アマゾン、マイクロソフト、IBM、テンセント（中国）8、富士通等

で次々に採用されているデータセンター向け売上高が同 2.8 倍と大きく伸びたほか、ゲーム向

けも任天堂「ニンテンドースイッチ」の発売もあり同 52％増、自動車向けも同 19％増と好調

だった。 
売上高構成比率はゲーム向け 53％、映画等専門家向け 11％、データセンター向け 19％、自

動車向け 6％と依然としてゲーム向けが主力である（図表 5）。 
エヌビディアが強みを持つパソコンゲーム市場は数年前まで不振だった。スマホゲームが主

流の日本ではピンとこないが 9、海外パソコンゲーム市場は、ｅ-スポーツ（格闘ゲーム等競技

性の高いゲームで、海外では賞金総額数億円の大会が開催され、プロのゲーマーも存在する）

                                                   
8 テンセントは、インスタントメッセージングの WeChat のほか、ゲームも手掛ける IT・ネッ

トサービス企業で、時価総額でアジア最大級。 
9 ゲーム市場においても、日本はガラパゴス化の傾向がある。 
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の人気、「Steam」などゲームのオンライン配信サイトの浸透、バーチャル・リアリティなど新

技術登場で、第 2 の黄金時代とも言われる活況を呈している。エヌビディアのゲーム向け GPU
は、パソコンゲーム市場でトップシェアであり、ユーザーは 2 億人を超える。 
現在、エヌビディアの大黒柱はゲーム向けだが、同社はデータセンター、自動運転に加えて

バーチャル・リアリティ向けも伸びると見ており、この 4 部門がそれぞれ数十億ドル規模に育

つと予測している。 
 

図表 5 セグメント別に見たエヌビディアの売上高推移 

 
注：年度決算締切日は 1月の最終日曜日 

出所：エヌビディア  

 

 

 

5. エヌビディア高成長の背景 

－市場を創造するー 

 
ここまで見てきたように、エヌビディアの躍進は、共同創業者であり現 CEO でもあるファ

ン氏の手腕によるところが大きい。 
全米卓球オープン・ジュニア・ダブルスで 3 位獲得（15 歳当時）という異色の経歴の持ち主・

エヌビディアのファン氏は、顧客に言われるままにチップを設計するだけでは儲からないとい

うことを早くから理解していた。 
今でこそ注目を集めているエヌビディアだが、ゲーム用チップで急成長を遂げた後、安売り

合戦に巻き込まれたり、スマホ市場の拡大の波に乗り遅れたりと、業績が伸び悩んだ時期もあ

った。倒産の危機に瀕したこともある。1990 年代後半には約 70 社が GPU やビデオチップを

手掛けていたが、現在、生き残っているのはエヌビディアと米AMD だけである。 
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経営者としてのファン氏の真骨頂は、ディープラーニングに GPU の可能性を見出した後の

素早い行動に見ることができる。AI チップに軸足をかけることで、短期的に業績は悪化し、ス

マートフォン向け事業やゲーム機開発は断念せざるを得なかったが、ファン氏はリスクを取っ

た。 
ファン氏は GPU を軸に「市場を創造する」とも唱えていた。これがゲームからAI への展開

につながっている。「顧客最優先の愚直なものづくり」とは対極の発想がここにはある。 
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