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半導体市場は長期的に成長を継続してきたが、日本の半導体企業の市
場シェアは減少傾向にある中、米国・韓国・台湾勢だけでなく、国策で産
業進展を後押ししている中国の台頭により、競争はさらに激化する見通
しである。本稿では、特に中国半導体市場に焦点を当て、同市場の展望
と日本企業の戦い方について予見を述べていきたい。

中国半導体市場をどう捉えるべきか？
2019年現在の中国半導体市場は、2015年に中国政府が発表した産業
政策「中国製造2025」に加えて、米中貿易摩擦の影響で不確実性が高ま
り、例年に増して見通しにくい状況になっている。中国における半導体製
造装置市場と集積回路（以下、「IC」と呼ぶ）市場のそれぞれに対する影
響を整理した上で、両市場の今後の成長の可能性を見ていきたい。

半導体製造装置市場
昨年、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）が発表した半導体製造装
置市場規模の予測では、中国の製造装置市場は2018年に前年比4割の
成長を遂げ、台湾を抜いて世界2位（120億ドル/シェア19%）となり、
2019年には韓国を追い越し世界最大規模（170億ドル/シェア25%）に
なると推計されていた1。また、日本の製造装置も中国のニーズに応えた
輸出が活況を呈してきた。

2018年夏に米国が半導体と製造装置、その他家電等の中国製品に追
加関税をかけたことから2、中国の製造装置市場は米中貿易摩擦の影響
を強く受けることとなった。しかしながら、以下の理由から一時的に成長
は鈍化するものの、引き続き市場は拡大すると考えられる。

 • 3D NANDやSoC等に必要な最先端の半導体製造装置が、米国政府
方針で中国へ出荷されない場合、中国の製造装置市場は一時的に縮
小すると見られている。また、中国の製造装置メーカーが技術的に
キャッチアップするためには相応の時間を要するため、米国以外の外
資企業から調達することになり、日本企業にとっては商機となる。ただ
し、米国半導体装置からの置き換えによる機能評価等に時間を要する
ことが想定されることから、すぐには市場が立ち上がらない可能性も
高い。

 • 一方、車載マイコンやアナログ等のICは、最先端の製造装置を必ずし
も必要としないケースも多く、10～20年前の装置で製造が可能である
ため3、これらの中国向け市場は従来通り拡大していくと推測される。
さらに旧世代の製造装置は中古の流通市場が形成されており、韓国の
中古製造装置の取り扱い業者から中国へ流通するルートも存在してい
る。中古製造装置の取り扱い業者の中には、保守・メンテナンスのケイ
パビリティを併せ持つ企業も存在するという情報もある。日本の企業に
とっては競争が激しい市場ではあるが、新規装置販売だけでなく、中古
装置向けの事業も検討する余地があるかもしれない。

中国の半導体市場
日本の視点：市場展望と日本企業の戦い方

図表1　地域・国別の半導体製造装置市場規模推移

注1：各国における投資金額
注2：対象装置＝半導体設計用装置、マスク・レチクル製造用装置、ウェーハ製造用装置、ウェーハプロセス用 処理装置、組立用装置、検査用装置、半導体製造装置用関連装置

出所：SEAJ、SEMI、SEMIジャパン資料を基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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中国の半導体企業はどう成長するか？
グローバル版にもあるように、中国の半導体消費額は世界の総消費額の
約50%に達している。一方、国内消費量が国内供給量を大きく上回って
おり、国内生産分は需要は約30%にとどまる。海外からは、いまだ年間
2,000億ドルもの半導体を輸入している。中国企業が半導体を購入して
いる先には、米国企業が多く含まれており、自給率のさらなる向上が課
題となっている。こうした状況を打開するため、中国政府は2025年まで
に国内で消費する半導体の70%を国内生産できるようにする目標を掲
げている。中国政府は今後10年間で1,600億ドルを超える資金を投入す
る計画であり12、目標達成に向けて動いている中国の半導体製造装置
メーカーとIC企業が、今後どのような競争力を得る可能性があるのかを
それぞれ考えてみたい。

半導体製造装置メーカー
中国では、外資企業からの製品購入を避けたいという考えはありなが
ら、短期的な技術キャッチアップは難しく、外資企業の参入は十分に可能
である。ただしこれまでも中国のファウンドリ企業は製造装置の技術移
転を目的とした徹底的なベンチマークにより早期のキャッチアップを図っ
てきている。また、最近では他国の製造装置メーカーの幹部となり、再び
中国へ戻ってくることで技術をキャッチアップするスキームも存在してお
り、旧世代の製造装置のみならず、最先端の製造装置に関しても年々中
国市場への参入障壁は高まってくるであろう。

一口に製造装置といっても半導体の製造工程は複雑に分かれており、各
工程で必要とされる装置があり、現在は装置の分野ごとに米国、日本、
欧州の企業が高いシェアを占めている。これらの外資のトップ製造装置
メーカーと比較される中国製造装置メーカーの筆頭として、NAURAと
AMECの2社がよく挙げられる。

 • NAURAは中国政府の資金援助を受け、2017年8月に洗浄装置企業
の米Akrion Systemsを1,500万ドルで買収しており、海外技術獲得に
積極的である。同社は政府の資金援助とその他事業で稼いだ資金を
半導体製造装置の開発資金に注入しており、近い将来200nmや
300nm用の製造装置では日本の装置企業の競合となるであろう13。

 • AMECは米Lam Researchや米Applied Materials社出身の中国人
幹部らが創業した企業であり、主力製品はエッチング装置である14。現
状では米Applied Materials社、東京エレクトロン、米Lam Research
社がエッチング装置市場の3強となっており、同社のシェアは1～2%程
度であるが、TSMCの南京工場の次世代プロセスとして動向が注目さ
れる7nmプロセスにおいて同社のエッチング装置が採用される模様だ
と一部報じられており、同社も同様に日本の製造装置メーカーの競合
となる可能性は高い15。

IC市場
2008年に中国のIC消費金額は792億ドルであったが、2016年には
1,530億ドルに拡大している。中国におけるIC消費金額は、中国以外の
外資企業による消費が全体の5～6割を占め、中国企業（いわゆる「Pure 
China」）は4～5割を占めている4。

特に、近年のPure Chinaの中では、Huawei/ZTE/Lenovo/Midea 
Group/TCL等の電子機器メーカーが市場を牽引してきた（2008年で
は、消費額全体の34%であったが、2016年では46%まで伸びている）5。
米中貿易摩擦の報道でよく目にするHuaweiやZTEも含まれるが、実際
にはこのPure Chinaは中国市場の中では米中貿易摩擦の影響は受け
にくく、引き続き、今後の中国市場を牽引していくであろう。

世界の半導体需要は近年データーセンターやスマートフォンが牽引して
おり、次は車載機器やIoT機器が用途として注目されている。日本の半導
体企業は、中国においてはその中でも特に「サーバー市場」と「監視カメ
ラ市場」に注目しておくべきだろう。

 • 2018年の中国市場向けサーバーの出荷は、ハイパースケールデータ
センターの需要増により、世界全体での出荷台数の約1/4を占める規
模へと成長する見通しとされる。その中国市場の6割を、Huawei（前
年比31.5%増となる70万台）とInspur（前年比35.3%増となる90万
台）の2社が占めている6。また、このサーバー市場を牽引するプレイ
ヤーは、中国のITジャイアントのBAT（Baidu/Alibaba/Tencent）と呼
ばれる3社であり、この3社で中国市場向けサーバーの約20%を購入し
ている7。本市場において日本企業がターゲットとするICは、メモリやロ
ジック等が想定される8。 

 • もう一つの有望市場は、監視カメラ市場である。IoT機器として高画質
化やAIも用いた画像解析技術が進む一方、低価格化が進んでいる。市
場は高成長を続けており、その半分は中国企業が占めているとされる9。
中国は世界最大と言われる監視カメラネットワークを構築しつつあり、
中国国内の各地に監視カメラ1億7,000万台（2017年）が既に設置さ
れ、さらに今後3年間で推定4億台が追加される見通しである10。中国
政府の後押しで急成長した企業は、ハイクビジョンとダーファテクノロ
ジー等がある。特にハイクビジョンは、創業20年余りで、キヤノンの時
価総額を超え、シェアは監視カメラ市場における世界トップの31.3%
と飛躍的な成長を遂げている11。監視カメラの多くにAIや顔認証技術
等が備えられており、日本企業においても、AIチップやイメージセン
サー、メモリ等での商機が想定される。
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中国半導体市場の成長を踏まえ、日本の半導体企業は 
どのように戦っていくべきか？
大きな成長が予測される中国半導体市場や、着々と力を増し続ける中国
の半導体企業の動向を踏まえ、今後、日本の半導体企業はどのように
戦っていくべきか？以下のような観点から日本の半導体企業が取り得る
戦い方の方向性を整理したい。
戦い方①：これまで通り、技術ドリブンで“真向勝負する” 
戦い方②：戦略的に“競争軸をズラす”

戦い方①：これまで通り、技術ドリブンで“真向勝負する”
方向性①-1　「 格差戦略」：日本の技術力を掛け算して顧客を維持・ 

獲得する
中国企業には、これまで「技術は後からついてくる」という勝ちパターンが
存在した。中国のスマホメーカーがその典型である。いつの間にか安く、
性能の良い商品へと進化させ、今では世界のスマホトレンドをリードする
存在になっている。半導体においても、中国企業による製造が本格化す
れば、圧倒的な価格力の具備は容易に想定される。そうであれば、日本
の半導体企業が戦っていくためには、日々研鑽を積んでいる技術力の差
を広げる方向性が一丁目一番地であろう。技術力向上のアプローチには
様々な観点があるが、例えば一企業単独の技術力向上だけではなく、IC
企業と製造装置メーカーの連携強化による技術力向上の可能性も考え
られるのではないだろうか。あくまで一例ではあるが、製造プロセスにお
いてIC企業と製造装置メーカーのそれぞれが保有する予防保全・保守方
法等の製造技術ノウハウを共有・補完し合い、製造装置のダウンタイム
を最小化することでスループットを改善する等、より踏み込んだ連携施策
による格差創出の可能性もあり得る。

戦い方②：戦略的に“競争軸をズラす”
方向性②-1　「隘路戦略」：人・モノ・情報の流れをコントロールする
中国の半導体企業は、政府の支援により豊富な資金力を生み出すことが
できる状況にある。ただし、“人・モノ・情報”の流れがコントロールされ
れば、豊富な資金力の使い道も制約されてしまう。事実、紫光集団によ
るMicronの買収時にも“人・モノ・情報”のコントロールが影響し、ディー

IC企業
現時点での中国内製化率は約30%しか満たしていないが、中国のファブ
レス半導体企業は、既に世界の中でも強い存在感を示している。中国の
ファブレス半導体企業のTop3は、以下のようなプレイヤーが挙げられる。

 • Hisiliconは、Huaweiの半導体子会社であり、同社向けのスマートフォ
ン向けアプリケーションプロセッサの設計で知られる。ファブレス企業
としては中国のトップ企業であり（世界のトップ10にもランクインして
いる）、グローバル版本編にあるようにAIチップを設計することができる
高い技術力がある16。

 • Tshinghua Unigroup（紫光集団）は、Spreadtrum Communications
やRDA Microelectronics等の半導体関連企業を複数買収しており、
傘下にいる複数のファブレスで半導体設計能力を著しく高めている。過
去には、米Micron Technologyに対して230億ドルの買収提案を行っ
たこともある17。また同傘下に2017年から3D NAND工場を稼働開始
しているYMTC（長江ストレージ）もいる18。

 • Omnivisionは中国のファンド会社Hua Capitalが19億ドルで買収し19、
Sonyに次ぐ市場2位のCMOSイメージセンサーベンダーである。

中国のファブレス企業トップの設計能力は、AIチップ等の先端半導体を
設計できるほど力をつけてきているが、例えば3D NAND等、製造技術と
いう観点では技術キャッチアップの目途が立っていない状況にある。しか
しながら、前述した中国国内の製造装置メーカーであるNAURAや
AMECが爆発的な成長を遂げ、最先端プロセスにおける製造装置の技
術を急速にキャッチアップする可能性は高い。また、韓国・台湾・日本を
はじめとした世界中の半導体技術者や経営幹部のヘッドハンティング、
外資の製造装置メーカーを通じた技術情報の収集等による課題克服も
時間の問題である。一方、最先端プロセスではない半導体製品（車載マ
イコンやアナログIC等）については、既に十分な設計能力があり、かつ製
造装置も入手できる状況にあることから、日本のIC企業は既に肩を並べ
られていると言わざるを得ない。
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を中国半導体売上高とみなすことが多い。例えば、アナログでは中国向
けの製品は最終的に中国ブランドで販売し、これまで実施してきたIDM
（垂直統合）に拘らず、「ファブレス企業」として中国の「ファウンドリ」や
「OSAT」と技術提携・ビジネス連携することで中国の内製比率向上に寄
与する方向性も考えられるのではないか。

最後に 
スマホ・PC・TV等、日本のエレクトロニクス産業が撤退やシェア減少に
喘ぐ中、半導体は世界においてもまだ日本企業の存在感は大きく、成長
が見込まれる“日本製造業における最後の砦”の一つとも言える。本稿で
述べた戦い方が、これら企業の次の一手を決める際の参考になれば幸
甚である。

ルは実現しなかった20。あくまで方向性の一つではあるが、例えば、先端
半導体に関わる技術者の流出回避だけではなく、設計・生産・パッケー
ジングを含む製造技術分野の知財プロテクトや、日本メーカーが高いプ
レゼンスを誇る重要部材の戦略的な囲い込み等、官民や複数プレイヤー
を跨った連携による競争シナリオも考えられるのではないか。

方向性②-2　「協調戦略」：中国半導体企業との補完関係を構築する
中国の半導体企業は「ファブレス企業（設計）」、「ファウンドリ企業（チップ
製造）」、「OSAT企業（組み立て・テスト）」に分けて考えられることが多
い。言い換えると設計と製造の両方を備えた垂直統合型の企業が中国に
はほとんど存在せず、中国政府や業界団体等の統計では半導体産業は
「ファブレス」、「ファウンドリ」、「OSAT」に分け、これらの売上の単純合計

図表2　中国半導体企業との戦い方

ファブレス
（企画・設計）

戦い方②
方向性②-2「協調戦略」

戦い方①
方向性①-1「格差戦略」

戦い方②
方向性②-1「隘路戦略」

設計者
（ヘッドハンティング）

技術者/技能者
（ヘッドハンティング）

FAE/セールスエンジニア
（ヘッドハンティング）

素材/装置
（素材・装置メーカーのM&A）

製造レシピ・保守・製造工程
（M&A、情報収集）

IP/設計ノウハウ
（M&A、情報収集）

中国
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金
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報

ファウンドリ
（製造前工程）

今後10年間で1,600億ドルを超える資金投入

OSAT
（製造後工程）

商社・自社
（販売・サービス）

• Hisilicon
• 紫光集団
• Omnivision

• SMIC
• Huahong Group

• JCET
• TSHT
• TFMT

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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1. World Wide Semiconductor Equipment Manufactuirng Statistics（Billings), SEAJ,SEMI,SEMIジャパン： http://www.seaj.or.jp/statistics/page.php?CMD=0
2. 米、対中関税第2弾発動　中国はWTO提訴へ, 日本経済新聞, 2018/08/23： https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34484480T20C18A8MM0000/
3. 10～20年前の設計ルールは45nm（2018）～220nm(1998）だが、アナログ半導体のメジャープレイヤーであるTIやMAXIMは65nmが主流。先端を走るAnalog Devicesは16nmに挑戦中： 
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