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自動運転で脚光浴びる米エヌビディア
̶  ゲーム向け半導体企業からAI 分野へ̶

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見る人が少なくない
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

Point
❶  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。

❷  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。

❸  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。

❹  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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16位（2016年。図表 1）。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、3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。

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。

図表 1　世界半導体企業売上高ランキング

出所：Statista

企業名 本社所在地 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

CPU
複数のコアで逐次処理

GPU
数千のコアで並列処理

図表 2　CPUと GPUの違い

出所：エヌビディア
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　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」をうたい、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言っても、
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、06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。60年代には学会で発表され
ていたアイデアだが、二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。
　12 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1,000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。
　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。
　13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 2,000 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
べてコストパフォーマンスも良く、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、

3    コンピューターにYouTube の動画から取り出した 1,000 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。

自動運転で脚光浴びる米エヌビディア
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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。
　17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。19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）。

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。

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。

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

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
ドライバーがすべ
てを制御

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

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

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

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

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

互いに独立して動
作するシステムが
特定機能の自動化
を制御運転支援システ

ム。ただし警告の
み
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　17年 1月、アウディは、20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。17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。
　17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ケタと言われていた消
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、16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、17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。

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

　14年度まで足踏み状態だったエヌビディアの業
績は、15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。
　エヌビディアの18年 1月期第 2四半期（17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

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、ゲームも手がける IT・ネットサービス企業で、時価総額でアジ
ア最大級。
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図表 4　エヌビディアの業績推移

（注）決算締切日は毎年1月の最終日曜日
出所：エヌビディア
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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。

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）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。

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。90年代後半には約
70社がGPUやビデオチップを手がけていたが、
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。
　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の可能性を見いだした後の素
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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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
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