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考察 : 最先端パッケージング・実装技術
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第一回　実装技術とは

1．ICと LSI
IC�の基本特許は1958年に考案、1959年にアメリカで出願

されたキルビー特許とされている。ただ必ずしもキルビー
氏が一人で突然思いついたわけではなく、同様の考えや実
験を行っていた多くのエンジニアが存在し、プレナー特許
と呼ばれる特許を出願したフェアチャイルド社のノイス氏
もその一人である。キルビー特許は“Miniaturized�electric�
circuit” プ レ ナ ー 特 許 は“A�silicon�based� integrated�
circuit”という名前である。

ここで集積回路 =�IC�Integrated�Circuit,�大規模集積回路��
Large�Scale�Integrated�Circuit�という言葉がなぜ用いられ
るようになったのかを確認しておきたい。電気機器を製造
するときに必要となる主部品は真空管、トランジスターそ
して集積回路と進化してきた。目的の機能を発揮させるた
めに、プリント配線板上にコネクタ、抵抗、コンデンサー、
ディスクリートなどともに集積回路を電気的にかつ物理的
に落下しないように半田で接合したものがプリント回路板
である。集積回路とはもともとプリント回路板で製造して
いたある機能を持つ電気回路を半導体という特性を持つ材
料を用いて一つのチップの中に集積したものであり、キル
ビー氏が、miniaturized�という言葉を用いた理由である。

（chip とはもともと小片、切れ端、削りくず、などを指して
おり、集積回路はまさにウエハーから切断により切り出さ
れた小片であることからチップと呼ばれるようになった。）
したがって究極の LSI はたった一つのチップで搭載される
電気・電子機器のすべての機能を満たすことである。しか
し集積回路の機能に応じて最適な半導体材料や製造プロセ
ス、必要特性があるため、Memory は�Memory,�RF やセン
サーはRFやセンサーとして着実な進化を遂げてきた。チッ
プはそのままではただの小さな、まさに小片であり、その
回路機能を発揮させるために必要となるのがパッケージン
グ技術と実装技術である。

IC が産業として成長を始めた当初からどういうわけか
“集積回路”という言葉をあまり使わず、“半導体”という
集積回路を製造するために使われる材料の特性を示す言葉
が、集積回路の総称として使われるようになっている。し
かし最先端の技術開発の競争はまさにいかに半導体という
材料を用いてその表面に製造される集積回路の集積度を上

げ、かつ目的とする計算や作業のスピードを上げるかとい
うことである。その解がウエハー上での回路の微細化や3次
元構造による IC の性能の向上と小型化、モジュール、
Chiplet�（Chiplets）WLP（Wafer�Level�Package）などの
Packaging�技術、そしてプリント配線板やパッケージサブ
ストレートの技術の進化である。本連載では触れないが、
プリント回路版に搭載されるコネクタやチップ部品などの
微細化や機能の向上と半導体技術がマッチングしているこ
とも大切である。

2．		半導体の前工程、後工程そしてプリント配線板への
マウント

半導体が産業として成長を始めた1980年前半からの15-16
年間は半導体のプロセスはウエハー上に半導体チップを製
造する前工程、ウエハーからチップを切り出し、パッケー
ジにする後工程に二分され、そしてプリント基板上に組み
込む実装工程の3つに大別することができた。産業構造もこ
の3つの工程とプリント配線板、受動電子部品、コネクタや
ディスプレイの製造メーカーとそれぞれ役割分担が明確で
あった。半導体の I/O 数が増え、限られた面積にどのよう
に実装するかという技術課題の解決策としてエリアアレイ
のパッケージ（BGA や FBGA）、CSP（Chip�Size�Package）、
WLP などのパッケージが開発され、実用化されてきた。こ
の半導体のパッケージング技術は半導体後工程としての生
産性や歩留まりの改善だけでなく、実装機による実装性や
リフロー工程での耐熱性、更に市場に出てからの長期の信
頼性を含む総合技術として考えられるようになった。

Package�という単語は包むあるいはつつまれたもの全体
を意味する言葉で半導体パッケージといえば半導体チップ
を樹脂や金属、セラミックなどで包み込み、ピンやリード、
半田ボール、ランドを介して外部との間で電気や信号のや
り取りをできるようにしたものである。集積回路が産業と
して重要性が増し始めたのが1980年代前半で、カラー TV
などの家電や電卓などの低価格化と高機能化が進むことに
なる。1990年代になると Memory や MPU の高機能化と面
実装タイプのプラスチックパッケージの技術や実装機によ
る一括リフロー技術の進化により、パソコンの低価格化が
実現した。この時期まではほとんどのパッケージが1つの

新連載
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チップのみを封止していて、プラスチックパッケージの高
信頼性化、ファインピッチ化、多ピン化が大きな技術的課
題であった。パッケージング（Back�Grinding,�Dicing,�Die�
Bonding,�Wire�Bonding,� 樹脂封止、外装鍍金、Trim�&�
Forming），Final�Test そしてキャリアテープへのテーピン
グなどが後工程の役割であり、ウエハー上への集積回路の
形成 = 前工程とプリント配線板上への集積回路の実装、と
これら3つのプロセスの技術面でもその役割分担はかなり明
確であった。

1995年以降、パッケージングと実装技術に新たな技術テー
マを与えたのが Handy�Video�Camera�などの携帯機器と携
帯電話である。様々な�CSP、�3次元パッケージ、部品内蔵基
板 ,�WLP,�SiP（System�in�Package）、MEMS マイク、各種
Module が携帯機器や携帯電話に搭載されるようになった。
集積回路、という概念を用いれば、一つのパッケージの中
に新たな集積回路を形成することが Module であり SiP�=�
System�in�Package である。また WLP が大量に携帯電話に
用いられるようになった時点ですでにパッケージング工程
でウエハー上への回路形成も後工程でも行われるように
なっていた。一つのパッケージの中に IC を含む集積回路を
形成することはパッケージ用のサブストレート（リードフ
レーム、リジッド基板、セラミック基板、テープなど）の
上に部品を実装することであり、集積回路を形成した各種
半導体ウエハーが完成してから、最終電子・電気機器が完
成するまでのすべての工程がパッケージングを含む実装工
程である、という時代になっている。また活動量計、スマホ、
ドローンなどには多くのセンサーやカメラが使用されてい
るため、さらなる集積化、ハイブリッド化が継続すること
になる。また前工程における配線ルールの微細化の物理限
界が近づいていることから、前工程における3次元化や異種
半導体材料による集積回路のモジュール化さらにヘテロジ
ニアスインテグレーションも急速に進化している。

3．実装技術の領域
実装という単語は日本語を理解する人にとっては非常に

わかりやすい良い言葉である。実際に装置や機器にとって
必要な部品やソフトなどを組み込むことにより、使えるよ
うにする、ということである。�英語では�implementation,�
assembly,�mount�などという単語が用いられるがそれぞれ
日本語で意味する実装の一部を示していて電気・電子の分
野で日本語と同様な意味を持つ英語の単語は Electronics�
packaging�であり、日本人にはすこしイメージとは違う用
語となっている。

2015年頃からは自動車の自動運転、5G 通信システムなど
のため、放熱、カメラ、各種センサー、電磁波シールド、
アンテナなどのさまざまな機能を含めたパッケージング、
実装技術がより重要になってきた。2021年のエレクトロニ

クス実装学会誌1月号はエレクトロニクス実装技術の現状と
展望を特集しているが、現状報告を行ったのは下記の10の
技術委員会と8つの研究会である。これを見ればわかる通り、
実装とはきわめて幅広い技術が関連していることになる。
1.� 材料技術・環境調和型実装技術委員会
2.� 回路・実装設計技術委員会
3.� 配線板製造技術委員会
4.� 信頼性解析技術委員会
5.� 電子部品・実装技術委員会
6.� 検査技術委員会
7.� 光回路実装技術委員会
8.� システムインテグレーション実装技術委員会
9.� マイクロメカトロニクス実装技術委員会
10.� 部品内蔵技術委員会
11.� サーマルマネージメント研究会
12.� 官能検査システム化研究会
13.� 光回路実装技術研究会
14.� カーエレクトロニクス研究委員会
15.� パワーエレクトロニクス研究会
16.� ヘルスケアエレクトロニクス研究会
17.� インテリジェント実装技術研究会
18.� バウンダリスキャン研究会

まとめると、実装とは消費者に提供される最終電子機器
に使用される各種集積回路やセンサー、ディスプレイなど
を正しく機能させることであり、最終機器の最適なサイズ
の中に必要な機能を漏れなく組み込むこと、ということが
できる。

4．半導体の進化を目で見てみる
昭和の高度成長時に家庭電化製品の3種の神器と呼ばれた

ものが白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機であった。
そして1960年代に入り3C と呼ばれるカラーテレビ（Color�

TV）、自動車（Car）、クーラー（Cooler）が家庭にとって
新たな3種の神器となった。これらの機器は半導体が産業と
して成長を始める以前から普及し始めており、その使用目
的や外観、サイズは現在でも大きく変化していないため、
半導体による性能の向上や消費電力とエネルギーの削減は
数値を見ればすぐにわかるが、一般消費者が見た外観では
変化が分かりにくいものになっている。一方見た目にも外
観、機能、価格が変化し続けたのが、カメラと電話である。
ここでこのカメラ及び電話の進化とその進化に半導体と実
装技術がどのように関連しているかを写真中心に確認する
ことにする。

また機能を限られた消費者が使いやすい形状、体積の中
に組み込む例として、ワイヤレスイアホーンとスタイラス
ペンの内部構造も添付しておく。
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4-1　カメラの進化
デジタルカメラが市場に出るまでは、フィルムを用いた1

眼レフの高級品、低価格のフジペットシリーズのような“押
すだけ簡単”カメラ、さらにレンズ付きフィルム（あるい
はフィルム付きレンズ）、そしてその場で写真が見れるポラ
ロイドカメラそしてまだ売れているチェキがあった。デジ
タルカメラはイーストマン・コダックが開発したものがス
タートとされ、日本でも1990年台に富士写真フイルム（現
富士フィルム）、ニコン、キヤノン、カシオ計算機、リコー
などが相次いで製品を発表した。これらは今でいうコンパ
クトカメラであったが、本格的な一眼レフタイプを発表し
たのが CANON である。1995年7月に発表されたものは130
万画素 CCD によるもので内蔵メモリーは16MB、170MB の
Hard�Disc�Card�付きで価格はなんと198万円であった。ま
た同年12月に発売された EOS�DSC1�は600万画素の CCD 用
い18MB 内蔵メモリーと340MB の Hard�Disc�Card がつい
て384万円であった。その後デジタルカメラが一つのブーム
となり、大きな市場となったのが2000年台前半であったが、
携帯電話にカメラ機能が搭載され、さらに2010年代となる
とスマホの大切な機能競争の一つがカメラ機能となること
で、コンパクトカメラの市場は低迷し、ミラーレス一眼の
高価格・高機能のプロ、マニア向けの競争の時代となって
いる。

2021年に発売開始の最新のデジタルカメラの画素数は有
効画素数で SONY は4,240万画素のミラーレスを約35万円
で、6,100万画素のものを約45万円（ともにボディのみ）で
発表している。一方低価格のデジタルカメラではキッズ向
けのものが�4,000円前後で販売されており、その一つをみる
と、3,980円で3,000万画素（24万画素自撮りカメラ付き）4
倍ズーム、内蔵メモリー128MB,�32GB マイクロ SD カード
付きで購入できる。

カメラの進化を考えるとレンズ径や動画機能、画質、撮
影条件の設定などコンパクトデジタルカメラやミラーレス
デジタルカメラのほうがスマホのカメラ機能より圧倒的に

優れているが、これは写真や動画を趣味にしたり、ビジネ
スに使用する限られた消費者が求める機能であり、他の多
くの人はスマホを写真・動画撮影する機器として使用し、
そのニーズにあわせて、自撮りカメラ、自動焦点、手振れ
防止、3眼カメラ、ToF（Time-of�Flight）、3D スキャナ、
暗視野撮影など次々に新たな機能を搭載させることでスマ
ホ自身の競争力としている。

こうしたカメラの進化は下記のような半導体とその実装
技術の進化によるところが大きい。
1. CCD�及び CMOS�Sensor�の進化
2. Camera�module（含むレンズの材質、加工技術）の進化
3. 内蔵メモリー及び SD�Card の容量の Up と低価格化
4. 電池の容量の up と低価格化
5. 自動焦点機構
6. 手振れ防止機構
7. 電子シャッターや画像処理 IC の進化

4-2　電話の進化
携帯電話が市場に出現した、1995年ころまでは、電話は

有線で家庭では黒電話を保有し、街には緑の公衆電話がい
たるところに設置されていた。もともとアナログ回線で通
話を行っていたが、デジタル回線の登場で電話機にも半導
体が大切な役割を担うようになり、プッシュホーンの出現
でダイヤル式の黒電話も次第に姿を消すようになった。

参考資料 1 　低価格コンパクトデジタルカメラ

表1　デジタルカメラ推移

IXY 130（2014 Aug.）

1,600万画素 CCD
4,608×3,456�pixels
16倍ズーム
手振れ補正
¥ 9,266

SD�Card�別売
2G���¥ 1,000
8G���¥ 3,440

16G���¥ 4,770
32G���¥ 6,620

電池 800mAh

Children's fun（2020 Aug.）

3,000 万画素 CMOS
自撮り24万画素
2.8インチ LCD�ディスプレイ
4倍ズーム
¥ 3,980

SD�Card��32G�付き
内蔵メモリー128M

電池 600�mAh

搭載半導体パッケージは２つ

24DC MQ1KP67.1
FPGAを使ったDSP ?

・P25Q32SH
Puya Semiconductor�(Shanghai)�Co.,�Ltd
32M-bit�Serial�Multi�I/O�Flash�Memory

メーカー・機種 発売年月 画素数 自撮り 内蔵メモリー 外付けメモリー 電池容量 価 格

CANON�EOS�DSC3 1995�July 130万画素 CCD 無し 16M 170M�Hard�Disc�Memory ¥1,980,000

CANON�EOS�DSC1 1995�Dec. 600万画素 CCD 無し 18M 340M�Hard�Disc�Memory ¥3,840,000

Olumpus C-400L 1996�Oct. 35万画素 CCD 無し 2M 単三４本 ¥74,800

Olumpus C-100 2001�June 131万画素 CCD 無し 1�M 単三４本 ¥32,000

Canon�IXY130 2014�July 1,600万画素 CCD 無し 無し 別売 32G ¥6,620 800�mAh ¥9,266

Nikon�D5500 2015�Feb. 2,478万画素 CMOS 無し 無し 1,230�mAh ¥100,000

Childen's fun� 2020�Aug. 3,000万画素 CMOS 24万画素 128 M 32�G�付属 600�mAh ¥3,980
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初期の携帯電話は自動車電話とショルダーホンであった。
しかしこれらは無線機と同様なものであり、サイズも大き
く価格も通話代も高く、一般にはあまり普及しなかった。
しかし1995年を過ぎたころからまさに携帯できる電話が市
場に出現し、急速な進化をとげ、現在のスマホはまさに生
活にはなくてはならないものになった。街からは公衆電話
が姿を消し、スマホを持っていることで現金やクレジット
カードを持たない人も増加している。新型コロナによるパ
ンデミックにより社会インフラのデジタル化は加速され、
ワクチン証明、健康管理など、スマホはさらになくてはな
らないものになろうとしている。しかし一つのスマホにあ
まりにも多くの個人情報が保管され、さらにクラウド=デー
タセンターには個人が思っているよりはるかに多い個人情
報が保管されている、ということについてはセキュリティ、
情報管理、個人認証など大きな課題を抱えており、新たな
携帯機器の出現や個人認証の方法が開発されるとスマホ役
割と市場が大きく変化することもありうる。

スマホの推移もまた、集積回路と実装技術の進化を如実
に表している。

現在のスマホの機能には下記のような多くの機能が搭載
されている。
1.� 通話
2.� カメラ、動画
3.� 音楽プレーヤー
4.� Internet�
5.� お財布
6.� SUICA/ 交通
7.� アプリ
8.� 個人認証
9.� 時計
10.� ヘルスケア
11.� その他

そしてこれらの機能を満たすために ACPU（Application�
CPU）やモジュール、アンテナ、放熱、EMI（電磁波障害）
対策、Wi-Fi�ブルートゥースなどの通信、加速度センサー、
近接センサーなどのセンサー、カメラモジュール、MEMS
マイクなど半導体、センサーなどの電子デバイスの個々の

参考資料 2　家庭用黒電話と緑の公衆電話

参考資料 5 　携帯電話とスマホ用カメラモジュールの進化参考資料 3　1996年から2004年までの携帯電話の変化

参考資料 4 　 iPhone 12 pro 二階建て基板と大画面
（折り畳みスマホ）

to yo
igital phone

P 1
ul 1

o o o
i

an

o o o
P is

un 1

o o o
i

Apr

arly stage ight eight olor isplay lam shell i mo e

写真提供 TPSS 

Royole FlexPai
2018 1

( )

P  

ay

ー

S
S

S

1

1

A
ー

1 1

1

1

ptica  a e ta i i er

写真提供 TPSS 

175 .ind    7 2021/11/2    14:53:30



SEAJ�Journal�2021.�12�No.�1758

機能の向上、サイズの小型化、ディスプレイとタッチパネル、
そしてこれらを搭載するプリント配線板の総合技術の進化
がもたらしたものである。

4-3　スタイラスペン　ワイヤレスイアホーン
実装技術をわかりやすく凝縮したものに、Apple�Pen な

どのスタイラスペン、ワイヤレスのイアホーンがある。こ
れらの構造を添付しておく。�限られた面積や体積の中に半
導体、センサー、バッテリーなど実装するために FPC も多
く使われている。

5.	 添付資料の説明・用語解説
添付資料 1　家庭用黒電話の外観と内部構造、公衆電話の

外観黒電話は電源にもつながず、半導体も使
用しないで通話

添付資料 2　2014年の低価格帯に入っていたコンパクトデ
ジタルカメラの外観と仕様と価格

　　　　　　2021年製造のキッズカメラの仕様と価格�3,000
万画素のメインカメラ、24万画素のセルフィ
32G�マイクロ SD カードが付属品として同行
され、3,980円で販売

添付資料 3　携帯電話の推移と1996年の携帯電話のマザー

ボード
　　　　　　従来のリードフレームを用いたプラスチック

パッケージが主体で通話機能主体の電話
添付資料 4　昨年2020年に販売が開始された iPhone�12�Pro�

の外観とメインボード
　　　　　　機能の増加により、メインボードは2階建てと

なっている。
　　　　　　又これからの市場がどの程度求めているか興

参考資料 6　iPhone 12 Pro 搭載広角カメラモジュールの
構造

参考資料 7　Children's fun（2020 Aug.）フロントカメラ
モジュール構造

参考資料 8　Children's fun（2020 Aug.）セルフィカメラ
モジュール構造

表2　iPhone のカメラと内蔵 RAM の推移

機種 発売開始 メインカメラ画素数 in�camera�画素数 内蔵RAM
iPhone�3GS 2009�June 300 万画素 8M,16M,32M
iPhone�5 2012�Sept. 800� 万画素 120�万画素 １G 16M,32M,64M
iPhone�7 2016�Sept. 1,200 万画素 700 万画素 2G 32M,128M,256M
iPhone�X 2017��Nov. 2眼 1,200万画素 広角 望遠 700 万画素 3G 64M�256M
iPhone�12 2020��Oct. ２眼 1,200万画素 広角 望遠 1,200�万画素 4G 64M,128M,256M

iPhone�13pro 2021�Sept. ３眼 1,200万画素 広角、望遠,�超広角 1,200 万画素 6G 128M,256M,512M,�1T

12MP 26mm AF OIS
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味がある二つ折りスマホの内部構造
添付資料 5　�携帯電話、スマホに搭載されているカメラモ

ジュールの進化
添付資料 6　�iPhone�12�pro�に搭載されている3眼カメラの

中の広角カメラの構造
添付資料 7　�2020年8月発売　Children’s�Fun�フロントカメ

ラモジュールの構造
添付資料 8　�2020年8月発売　Children’s�Fun�セルフィカメ

ラモジュールの構造
　　　　　　�4,000円に満たないカメラでもそれなりのカメ

ラモジュールになっている。
添付資料 9　�Apple�pen の構造
　　　　　　�電池、センサー、RF モジュール、半導体がペ

ンの内部に実装
添付資料10　AirPods の内部構造
　　　　　　�耳にいれて、違和感のなく、落下もしない外

形の中に必要な機能を実装
表 1 　　　　�デジタルカメラの画素数、内部メモリー、価

格などの推移
表 2 　　　　�iPhone�のカメラ機能とメモリーの推移
ToF とは 　�TOF とは「Time�Of�Flight」の頭文字で、セ

ンサーからパルス投光されたレーザがセン
サー内の受光素子に戻ってくるまでの時間を
計測し、その時間を距離に換算する測定方式

受光素子をアレイ状に並べることにより、距
離映像を取得することができる。通常のイメー
ジセンサーと�ToF�センサーの距離画像を合成
することで、3D 画像を合成することが可能と
なり、産業用3D カメラでは3次元測定などに
用いられている。

OIS とは　　�Optical� Image�Stabilizer�カメラの手振れ防止
機能

VCM とは 　�Voice�Coil�Motor�電気信号を磁場を通すこと
で機械運動に変換すること。

　　　　　　自動焦点のために必要な機構

6．次回以降の解説予定
第二回はパッケージング技術の進化と課題についてまと

めてみます。
第三回は米中対立や新型コロナによって大きく変わりつ

つある半導体および実装関連産業構造についてまとめてみ
ます。

第四回（最終回）は、大量に電気を用いるデータセンター
や前工程の先端工場、パッケージングにおける廃棄物など
の環境問題 SDGs に半導体産業がどのように対応すべきか、
そして物理特性や加工限界を考えた場合の半導体パッケー
ジング、実装技術の課題を考察する予定です。

参考資料 9 　Apple pencil の内部構造 参考資料 10　 Apple AirPods の構造

Sensing tip
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Battery cell & wires Lightning connector

Battery

Control boardSensing tip
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Apple W1 Wireless communication chip
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2021年7月発表の半導体 ･FPD 製造装置需要予測を見直し
『2021年度の半導体製造装置販売高を36.9％増の3兆2,631億円に上方修正』

SEAJ の半導体調査統計専門委員会及び FPD 調査統計専
門委員会は、2021年7月に発表した需要予測の見直しを行な
いました。

半導体製造装置につきましては、7月時点の対外発表数値
を大きく変更することとなったため、10月11日に臨時でプ
レスリリースも行いました。いつも年2回恒例の1月と7月に
発表している需要予測は、記者会見を開き定例プレスリリー
スを行っておりますが、中間期の見直し結果を対外的にリ
リースするのは2017年10月以来4年ぶりのことです。

日本経済新聞（電子版）記事にも取り上げていただきま
したが、日本製半導体製造装置販売高が1兆円を超えたのは
1995年度にまで遡ります。2兆円を超えたのは2017年度であ
り、達成には22年かかりました。その後は僅か4年で3兆円
を超える規模にまで産業が成長することになります。

以下は、10月11日のプレスリリース原文の引用です。

『日本製半導体製造装置』について；
半導体製造装置を取り巻く環境は好調が続いている。

WSTS によると、2021年の世界半導体販売高はロジック、
メモリー、アナログを中心に大きく増加しており、5月予測
時の前年比19.7％増から8月発表の改訂予測では25.7％増に
上方修正されている。半導体製造装置もロジック、ファウ
ンドリー、メモリーを中心に、2021年4-6月度の世界市場販
売高は、前年同期比48％増の249億米ドルと、2四半期連続
で過去最高値を更新した。4月から8月までの日本製半導体
製造装置販売高実績も、前年同期比41% 増の1兆2,606億円
を記録している。新型コロナウイルス感染症によるサプラ

イチェーンの混乱や半導体を含む部品調達リードタイムの
長期化といった懸念はあるものの、2022年もデータセンター
や5G 向けを中心とした高い最終製品需要が見込まれてお
り、設備投資意欲は旺盛である。

これらを総合的に判断した結果、2021年度の販売高につ
いては、7月予測時の前年比22.5％増から14.4ポイント上方
修正し、36.9％増の3兆2,631億円とする。2022年度は過去最
高の2021年度をさらに上回り、5％程度の成長が可能とみて
いる。

『日本製 FPD製造装置』について；
FPD 製造装置については、7月の発表では前年比1.3％増

の4,700億円を予測した。4月から8月までの日本製 FPD 製
造装置販売高実績は、前年同期比54.4％増の2,113億円と大
きな伸びを記録している。一方で、前年の4月から8月は中
国への渡航制限により現地での立上げ検収が困難となった
時期にあたり、2021年度の年間を通算すると前年と比較し
た伸び率は平準化されると考えられる。現時点では予想を
据え置き、次回2022年1月に改めて数字を見直すこととした。

＜需要予測値の中間見直し結果＞

2021年10月11日発表　需要予測見直し
（�）内は2021年7月1日発表の予測値
2021年度

予測
2022年度

予測
2023年度

予測

半導体
製造装置

販売高
（億円）

32,631
（29,200）

34,295
（30,700）

35,975
（32,200）

対前年比
（％）

+36.9
（+22.5）

+5.1
（+5.1）

+4.9
（+4.9）

FPD
製造装置

販売高
（億円）

4,700
（4,700）

4,800
（4,800）

5,000
（5,000）

対前年比
（％）

+1.3
（+1.3）

+2.1
（+2.1）

+4.2
（+4.2）

合　計

販売高
（億円）

37,331
（33,900）

39,095
（35,500）

40,975
（37,200）

対前年比
（％）

+31.1
（19.1）

+4.7
（+4.7）

+4.8
（+4.8）

2021年度：2021年4月～2022年3月

（本件に関するお問い合わせ )
事務局長（兼）広報部長　小林章秀　TEL：03-3261-8261,�
FAX：03-3261-8263,�Mail�Address：akobayashi@seaj.or.jp

予測
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