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《世界金融恐慌後の半導体産業の行方》

半導体市場は今後も変わらず成長
装置市場には新たなパラダイムの波
㈱エフエーサービス
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2001年以降、世界半導体市場はアジアが牽引している。金融恐慌による落ち込みは一時的であ
り、その成長力に変化はない。しかし、新興諸国の中間層が世界のマジョリティとなったこと
から、半導体価格は低下する。また、微細化のスピードがスローダウンするとともに、最先端
半導体メーカーの数が減少し、各分野で 1強＋その他 という構造になるだろう。一方、製
造装置市場は、2000年のピークを超えた年はない。2001年以降、成長が停滞しており、今後、
微細化のスローダウンとともに装置の買い換えサイクルが間延びし、最先端半導体メーカー数
が減少するため、装置市場は縮小する。さらに、韓国製などの低価格装置がローエンド型破壊
を起こす可能性がある。装置市場には新たなパラダイムの波が押し寄せており、これへの対応
如何で、装置メーカーの間に栄枯盛衰が起きるだろう。
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世界半導体市場の年次推移

●世界半導体市場の動向
1976年以降の世界半導体市場の推
移を図1に示す。筆者は以前から、
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見做せば、2001年以降は再び年率5〜
7％で成長している。
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地域別半導体市場の年次推移

Electronic Journal 2010年1月号

41

Focus

半導体産業
また、現在の半導体微細
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しかし、全体的に半導体価格は低下する。エレ
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圧倒的に安価な製品であるためだ。
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●世界製造装置市場の未来
世界半導体市場は今後も成長すると予測した。
一方、世界製造装置市場の成長は険しいと推測し
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半導体と製造装置の売上高（2000年で規格化）

か? 筆者は、今後、半導体の低価格化に、より貢

いずれにせよ、装置市場には、新たなパラダイ

献する装置が売れると考える。例えば、スループ

ムの波が押し寄せているように見える。どの装置

ットと稼働率に優れた蘭ASMLの露光装置や、エッ

メーカーがこの波に乗れるか、または、溺れるか

チング、アッシング、洗浄が連続して行える米Lam

が、今後注目される。

Researchのエッチャなどが、その具体例である。
また、韓国製および台湾製などの低価格製造装
置が市場に出てくるだろう。もし、これらの装置
価格が、既存装置の1/3〜1/10となれば、装置市場
にローエンド型破壊を起こすだろう。さらに、こ
れらの安価な装置は、LCDパネル、太陽電池、LED、
有機ELの装置市場に、新市場型破壊を起こす可能
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