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「いまの戦争は銃弾ではない半導体が遂行する」と記者懇
談会で語ったのは、5月10日から新しい韓国大統領に就任す
る尹錫悦（ユン・ソギョル）氏である。韓国大統領の半導
体に対する認識の重要さを表す一幕だといえよう。
今回は、世界半導体市場をめぐる主要国の戦略をはじめ、

「セミコンコリア2022」の様子や韓国半導体装置・部材の国
産化率アップなどについてレポートする。
（注 : 執筆当時の為替は1ドル113円、10ウォン1円で換算。）

韓国、半導体戦略に産官共闘で臨む
グローバル半導体市場の覇権戦争は、いまや新しいステー
ジに突入しつつある。半導体市場覇者のインテルはCPUに
加えて、車載向けファンドリー市場への参入を打ち出すな
か、TSMC も熊本工場に対する投資規模を1兆円に増額。
EUは向う8年間に58兆ウォン（約5.8兆円）を投じ、域内の
半導体生産割合を画期的に高める。
これに対抗する韓国勢は、2022年度の設備投資総額を前
年比10％増の56.7兆ウォンを策定（韓国国内のみ）している。
グローバル・サプライチェーンの見直しに対応する韓国
勢は、政府と地方自治体が参画する「半導体の投資支援機構」
を常設化し、投資の妨げになる規制を積極的に緩和するこ
とにした。また、半導体専門人材の育成のため、半導体専
門の教育カリキュラムを新設し、従来の年間700名から1,200
名水準に増員する。
最近、世界主要国や企業間のサプライチェーンの見直し
と、半導体人材確保の競争やウクライナ発の地政学的リス
ク、原材料価格の高騰など、半導体ビジネスに対する不確
実性が高まっている。こうした状況を踏まえて、韓国政府
と半導体業界は共闘で臨んでいる。

人材育成を長期に支援する
韓国半導体産業協会（KSIA）は22年初頭、半導体メーカー
の投資計画調査をベースに、22年には過去最多の56.7兆ウォ
ン（約5兆6,700億円）の投資計画を発表した。特に、22年
の半導体投資計画のうち、関連装置・部材および後工程分

野の中小・中堅企業は1.8兆ウォン、ファブレスやパワー半
導体など非メモリー半導体分野の中小・中堅企業は約1.3兆
ウォンの投資計画を明らかにしている。
韓国政府は、こうした半導体メーカーの大規模投資によ
り、雇用創出をはじめ、半導体エコシステムやサプライ
チェーンの強化に大きく寄与すると期待している。
また、半導体技術競争のコアとなる修士・博士級の人材
育成のため、人工知能（AI）半導体やパワー半導体、先端
装置・部材やパッケージングなど主要分野別の専門化した
「半導体大学院」を指定し、10年以上の長期スパーンで支援
する。
韓国産業通商資源省は「半導体産業は、新型コロナの長
期化に伴う景気低迷の中でも、過去最多の輸出額を達成す
るなど、韓国経済の大黒柱と言わざるを得ない」とし、「世
界に通用する韓国半導体の力量は、グローバル・サプライ
チェーン争いの最も重要な経済安保の資産でもある」と意
気込む。

合従連衡と大規模投資強める
市場調査会社 ICインサイツによれば、22年通年の世界半
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導体市場の売上高は前年比11％増となる見通しだ。93年～
95年の半導体市場の超好況期に迫る勢いである。
また、世界半導体主要メーカーは22年、企業の合弁・買
収（M&A）を通した合従連衡と大規模な投資でシェア拡大
に取り組む。
インテルはファンドリー専業メーカーのタワー・セミコ
ンダクター（イスラエル）を買収する。同社は、8インチウ
エハー基盤のファンドリー市場参入により、半導体の品不
足状況に対応する狙いだ。また、AMDはザイリンクス（米
カリフォルニア州）の買収を完了し、新市場への開拓に乗
り出している。また、TSMC は22年に過去最多の440億ド
ル（約5兆3,680億円）強を投じ、インテルも現状では400億
ドル投資を公式化している。
SKハイニックスは、21年に8インチファンドリー専業メー
カーのキーファンドリー（韓国清州市）を5,758億ウォン（約
576億円）で買収。パワー半導体と車載半導体の需要増に備
える。同社はまた、インテルのNANDフラッシュ事業部門
（中国大連工場）の買収を順調に進めている。
さらに、21年からM＆Aを進めているウエスタンデジ
タル（WD、米カルフォルニア州）とキオクシアの統合交
渉の行方も注目されている。両社のM&Aは独寡占の問題
で難航しており、成功可能性は高くないものの、NANDフ
ラッシュ市場におけるインパクトは大きい�（表参照）。キオ
クシアは単独での IPOも視野に入れている。

サムスン、業界初の売上高10兆円目指す
サムスン電子は21年に続いて22年にも、韓国内外におけ
る過去最大規模の設備投資を断行する見通しだ。具体的な

投資額は明らかにしないものの、韓国半導体業界筋では、
同社の平沢（京畿道）第3、4工場と米国（テキサス州テイラー
市）へのファンドリー工場の新規投資を考えると、21年度
規模（43.6兆ウォン）を上回る見通しだ。同社のこうした
積極的な投資増大は「半導体市場における主導権をこれか
らも譲るまい」という強い意志が見て取れる。

特に同社は、極端紫外線（EUV）工程の採用を拡大し、
メモリー半導体市場に対するリーダシップを堅持していく
戦略だ。主要 IT企業のインフラ投資と新規 CPUの導入な
どで、メモリー半導体の需要増が予想されている。同社は
また、ファンドリービジネスにおいて、業界では初めて
3nmのゲートオールアラウンド（GAA）工程の量産開始を
通した売り上げ増大などにより、22年度は半導体事業初の
売上高100兆ウォン（約10兆円）達成を目指す。メモリー半

平沢工場を訪れた李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン
電子副会長（真ん中）　　　　　写真 : サムスン電子

世界半導体市場のM&Aの状況
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導体から利益の70％をファンドリーに再投資し、業界トッ
プのTSMCに迫る。
ソウル証券街の半導体専門アナリストは「22年上半期（1
～6月期）にメモリー半導体の市況は回復勢に転じる」と見
通している。サムスンは、メモリー半導体事業の不確実性
は依然として残存する中、サーバーと PC向け半導体の需
要増に伴う先端プロセスや高付加価値製品の販売拡大で、
半導体のポートフォリオを多様化かつ最適化していく計画
だ。
他方、SKハイニックスは、21年通年に輝かしい業績を達
成した。売上高は前年比34.8％増の42兆9,978億ウォン（約4.3
兆円）、営業利益は同147.6％増の12兆4,103億ウォンを収め
た。
背景は、PCとサーバー向けメモリー半導体の好調により、

これに関連したDRAMの販売が増加。また、DDR5といっ
た次世代の高付加価値製品の販売も堅調に推移し、収益改
善に一助した。こうした好調にバックアップされる同社は、
22年の設備投資は前年比20％増の約17兆ウォン（約1.7兆円）
となる見通しだ。（グラフ参照）

ハイブリッド開催のセミコンコリア2022
「それでもセミコンコリアは開かれた」。毎年恒例の「セ
ミコンコリア」は、新型コロナの長期化にもかかわらず、2
年ぶりにオフラインとオンラインのハイブリッド形式で開
催された。2月9日～11日の3日間、国際半導体装置材料協会
（SEMI）が主催したセミコンコリア2022は、ソウルCOEX（ソ
ウル市江南区）にて開かれた。同展示会には半導体素子メー

サムスン、SKの設備投資推移と見通し

年 年 年 年 予
単位 億ウォン、 円は ウォン換算、サムスンは半導体事業のみ 出所電子デバイス産業新聞

やや閑散としたセミコンコリア2022会場の様子
写真 : 電子デバイス産業新聞
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カーをはじめ、装置・部材メーカーなど500社、2,000小間
規模の半導体専門見本市となった。
韓国半導体装置・部材メーカーの展示スローガンは、「新
市場の創出」である。従来の主力事業からの枠を超えて、
新技術や新製品などで新しい市場を切り開いていく戦略で
ある。
今回の展示会は、グローバル・ビジネス・プラットフォー
ムを標榜。これにマッチした投資説明会や購買商談会など、
多彩なビジネスチャンスをも提供した。中でも、米韓の半
導体産業に対する競争力を高めつつ、共同エコシステムの
構築とサプライチェーンの強化のための「米韓半導体パー
トナーシップの投資説明会」はオンラインで開かれたが、
大きな反響を起こした。これは21年に米商務省と韓国産業
通商資源省が合意した「半導体パートナーシップ・ダイア
ログ」の後続措置である。特に、韓国半導体装置・部材メー
カーの海外進出を支援する「購買商談会（SSP）」にも多く
の関心を集めた。
次世代非メモリー半導体のプロセスと関連した未来技術
に対する動向も紹介された。プロセスの進展に合わせた
「ゲートオールアラウンド（GAA）」といったトランジスタ
の構造変化と共に、非メモリー半導体においても積層技術
は、プロセス上の限界が克服できる対案に浮上する見通し
だ。サムスン電子半導体研究所は、COEXにおける基調講
演で「GAAプロセスと共に3次元（3D）の積層工程で作っ
た非メモリー半導体で、集積化の構造的な限界が克服でき
る」と予想した。3D積層構造は、半導体を EUVプロセス
で製造した後、チップを上部に積み上げる手法である。デ
バイスの積層でより多くの半導体を集積し、プロセス体系
の複雑性を減らし、デバイスの面積や消費電力の効率化な
ど、半導体の性能が改善できる長所を持つ。この技術の場合、
メモリー半導体には既に実用化しているものの、非メモリー
半導体にはまだ採用されていない。
サムスンが13年に業界初で量産した垂直構造の3D・
VNAND と類似である。同研究所は「3D 積層構造は、
GAAと共に近未来のナノ時代をけん引できるプロセス技術
になる」と見通した。GAAは、従来の FinFET 構造の対
案として注目されている。サムスンは、22年に GAA を
3nm工程に採用する計画だ。

部材の日本依存度は明らかな低下
19年に日本による対韓輸出管理の厳格化以降、半導体・
FPD向け装置・部材の日本依存度は明らかな低下をみせて
いる。特に、100大コア品目のうち、フッ化水素と EUV向

けポートレジストの依存度はそれぞれ66％、50％と低くな
り、フッ化ポリイミドのそれは事実上ゼロとなった。スマ
ホ向けのフッ化ポリイミドは、韓国メーカーの国産化と代
替材料である超薄膜ガラス（UTG）を採用しているためで
ある。
文勝煜（ムン・スンウク）、韓国産業通商資源相は22年2
月末、装置・部材協力モデルの成功企業であるユルチョン
化学（京畿道安山市）を訪れて国産化の成果を点検しつつ、
韓国の装置・部材の海外依存度の状況をチェックした。装置・
部材100大品目の対日依存度は、19年に30.9％から21年9月
時点には24.9％と大幅に低下している。
中でも、日本の対韓輸出管理厳格化の3品目に対する依存
度は大幅に減少。産業通商資源省の資料によれば、フッ化
水素の場合、対日輸入額は19年3,630万ドルから21年1,250万
ドル（約15億円）に減ってきた。EUV向けポートレジスト
は、ベルギーからの輸入多様化により、対日依存度は19年
対比50％も低下。フッ化ポリイミドは代替材料の採用によ
り、対日輸入はゼロとなった。
韓国は、需要企業をはじめ、供給企業や公共研究機関、
大学などとのコラボにより、装置・部材協力に対するエコ
システムをスピーディーに活性化し、国内の装置・部材メー
カーの可視的な成果に繋がっている。
韓国政府は、日本の対韓輸出規制厳格化の施行直後の19
年11月、「装置・部材の協力モデル」を進めて、総数45項目
の協力モデルを創り出した。これは25年まで3,800億ウォン
（約380億円）の R&D資金の支援を筆頭に、環境・労働の
規制特例や税額の減免などを一括支援している。
文大臣が2月28日に訪問したユルチョン化学は、そうした

「装置・部材の協力モデル」の成功例である。文大臣は「日
本の対韓輸出規制以降の2年間は、装置・部材産業の飛躍の
ための大切な時期であった」と振り返る。
22年通年の世界半導体市場規模は6,000億ドル（約73.2兆
円）を突破する見通しであり、同市場を先取りするための
半導体主要国の競争は激しさを増す見通しだ。米中デカッ
プリングはエスカレート的に深化する中、それに対応する
韓国の経済外交も巧みな二股戦略が求められている。韓国
の象徴的な戦術は両国における現地工場のさらなる新増設
であり、これを通した貿易摩擦の回避とシェア拡大を狙う。
いまや半導体ビジネスは、単純な企業同士の競争次元を超
えて、世界主要国の安保やサプライチェーンに関わる国際
競争へと飛び火している。アメリカをはじめとする主要国
は、半導体を戦略物資化し、半導体を制覇する国が経済を、
安保を担保できる時世になりつつある。
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