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半導体製造装置・材料の業界団体の SEMI は3月17〜19日、
中国・上海市でセミコン、および FPD チャイナ展示会を開
催した。昨年は新型コロナの影響で開催が6月にずれたが、
今年は例年通り3月下旬にいつもの展示会場での開催となっ
た。2015年から始まった中国政府主導の先端半導体の国産
化の動きは装置や材料の国産化へとさらに勢いを増し、今
年のセミコン・チャイナは中国企業の出展や展示内容が大
幅にグレードアップした。昨年に続き、新型コロナによる
渡航制限で日本から出張してセミコン・チャイナを見学す
ることはできなかった。そこで、本稿ではセミコン・チャ
イナ展示会で3日間現地ヒアリングした中国の半導体業界の
最新状況や中国の国産装置メーカーの動向について報告す
る。

■「with コロナ」時代の半導体不足

世界的な半導体不足の影響が自動車メーカーやデジタル
家電、白モノ家電メーカーを直撃している。半導体不足に
よって自動車生産が止まったり、携帯端末の在庫を揃える
のが難しくなったり、セット機器メーカーは生産や出荷計
画を調整せざるを得なくなっている。それに追い討ちをか
けるように、米国の寒波による停電や日本での半導体工場
の火災、台湾の水不足などの局地的なアクシデントにより、

半導体不足をさらに増長している。
昨年2月以降に世界で広がり始めた新型コロナは依然とし

て先進国から新興国までひっくるめて人々の行動を大きく
制限したままだ（筆者がいる中国はかなり例外的で、テレ
ワークしている人はほぼいなくなり、夜の会食も普通に行
われている）。世界はいまだコロナ禍中にあるが、生産活動
は昨年後半から全世界で回復した。人々はコロナ禍でのテ
レワークや遠隔学習が常態化する新たなライフスタイルを
受け入れ、本来は成熟・飽和市場だったノート PC やテレ
ビの販売は21年もまだ伸び続けている。5G スマホの買替え
需要からスマートフォン（スマホ）市場も久しぶりに３年
続いた前年割れの状況を脱する見通しだ。複数のプラス要
因が同時に重なり、EMS 工場は今年1〜3月期も高い稼働状
態が続いた。

■コロナと出荷対応で春節休みを返上
中国の「春運」と呼ばれる旧正月シーズン（連休を含む

前後40日間）の人の移動は例年ならば延べ30億人弱にもな
るが、新型コロナの影響で帰省自粛者が増え、今年は仕事
先の都市に留まる人が多かった。なかには「帰省するのも
面倒だし、祝日出勤すればボーナスがもらえるので仕事を
する方を選んだ」（広東省東莞市の電子部品企業）という人
も多勢いた。広東省では出稼ぎ者の2/3もの人が故郷に帰省
しなかった。こんなことは未だかつてなかったとテレビの
ニュースも大きく報じた。

通常ならばクリスマス商戦後の1〜2月といえば、需給バ
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顔認証ゲート前で行列を作るセミコン会場の入場風景

セミコン・チャイナの会場で中国企業に質問！
Ｑ：「半導体不足」はいつまで続くと思いますか？
Ａ：（中国の大手装置メーカー幹部）　おそらく2〜3年
くらい続くのではないだろうか。コロナ後の世界的な
経済活動の急回復や半導体不足の心配からの多重発注
が半導体不足の理由とも考えられているが、レガシー
分野の半導体製造は200mm 対応など装置不足からキャ
パアップに時間がかかる。このような構造的な問題に
起因しているので、今年のどこかのタイミングで解消
することはないと考えている。
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ランスの調整期にあたり電子機器の生産が大幅に減少する。
しかし、今年はノート PC などのデジタル家電や電気自動
車（EV）などの生産が落ち込まず、旧正月も工場を稼働さ
せて出荷対応に明け暮れた。

■�ブース出展は海外勢が減少したが、中国
企業は増加

昨年のセミコン・チャイナでも話題になっていた「中国
の半導体国産化」と「米中半導体摩擦」に加えて今年は「世
界的な半導体不足」という新トピックスが追加され、より
話題豊富な状況のもとでセミコン・チャイナは3月17〜19日
に上海市浦東新区の新国際博覧センターで開催された。

セミコン・チャイナの出展企業数は19年の約1200社（18
年は1116社）、来場者は約10万人（18年の来場者数は9万
1252人）をピークに、コロナ禍で開催された昨年は出展企
業が900社へと25％減少。来場者は4万〜5万人と半減した。

新型コロナの封じ込めに成功している中国では、今年の
セミコン・チャイナは昨年よりも出展企業が大幅に増える
と予測されたが、海外からの渡航制限や14日隔離の規制が
あるため、海外企業の出展数が回復しなかった。米中対立
が激化しており、昨年から米国企業の出展は以前ほど目立
たなくなったし、日本企業の出展も減少している。韓国の
貿易促進協会が斡旋して韓国の中小企業が集団で出展する
韓国パビリオン（1社あたり1小間規模のブースのグループ
出展）は今年、大幅に縮小した。3月は海外からの訪中出張
者向けの VISA 発給が止まっていたので、今年も出展を断
念したという企業が多かった。

そのかわりに中国企業の出展数が大幅に増え、海外企業
のマイナス分を埋め合わせた。ただし、セミコン・チャイ
ナ特有のファンドリーや IDM 企業の展示は大きく減少し

た。本来は半導体装置と材料の展示会なので、装置・材料
企業の出展が増えればファンドリーや IDM 企業の展示が少
なくなるのは当然だろう（以前は、中国の装置・材料メーカー
の展示内容だけでは求心力が弱く、客寄せパンダ的にファ
ンドリーや IDM の出展を目立たせていたようにも感じた
が・・・）。一部の見学者のなかには、「米国制裁などを気
にして、中国の大手半導体メーカーは目立たないようにし
ているのではないか」（会場を見学していた日本企業の営業
マン）という人もいた。

■�「NAURA」、「AMEC」のブースに大
勢の見学者

今年のセミコン・チャイナの展示の見所は、なんといっ
ても中国の装置メーカーの展示内容の更新ぶりだろう。出
展企業が増えただけでなく、多くの企業が昨年は展示して
なかった新しく開発した装置の実機や模型を展示していた。

展示会の3日間に何度も NAURA（北方華創科技、北京市）
のブース前を通ったが、いつも人だかりが途切れることは
なかった。日本の業界人は「NAURA」を「ナウラ」とア
ルファベット読みするが、正式な発音は英語読みの「ノーラ」
で日本人だけが「ナウラ」と呼んでいる。NAURA は昨年
の決算数字をまだ発表していないが、売上はおよそ60億元
弱（約1000億円、前年比40％増）だったものと推測される。
純利益は5億元（約84億円、約50％増）。NAURA の全売上
高の約80% が製造装置事業（残り20％はデバイス事業）で、
エッチング装置や PVD 装置、CVD 装置、洗浄装置、縦型炉、
エピ炉などを製造している（ただし、半導体以外の装置も
含まれるので注意が必要）。半導体製造装置のうち、最も生
産量が多いのはエッチング装置で年間およそ100台を生産し
ているものとみられる。CVD 装置や PVD 装置の生産数量

製品機種が多い NAURA は小ぶりの模型とパネルを展示大幅縮小した韓国パビリオン
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も多く、「PVD 事業部門のトップだった丁培軍氏が総裁と
なり、今後は PVD 事業をテコ入れしていくものとみられて
いる。

AMEC（中微半導体設備、上海市）は昨年、上海証券取
引所の科創板（中国版 NASDAQ）に新規株式公開し、上
海市の浦東新区の臨港新区に新工場を建設する。今年2月に
杭打ち工事を始め、22年末に工場棟を完成させ、23年から
エッチング装置の生産を始める予定だ。既存の長江ハイテ
クパークの工場と比べて、生産フロアは8倍に拡大する。セ
ミコン・チャイナでは新型エッチング装置「TWIN STAR」

（ICP 方式）を展示した。300mm 対応機種で、デュアル式チャ
ンバーのユニットを3台まで取付けが可能。ユニット内の2
つのチャンバーを同時、もしくは1つずつ使用することが可
能で、真空ポンプなども1台で2つのチャンバーに使用でき
るため、コスト削減効果がある。AMEC の20年の売上高は
22.7億元（約382億円）、製品種が多い NAURA と比べて売
上げ規模は半分以下だが、従業員1人あたりの売上高は3倍
と高い。この生産性の差は、国有企業の NAURA と海外帰
りの中国企業の AMEC の大きな違いとなっている。AMEC
は昨年、3D-NAND 製造の YMTC（長江存儲科技、武漢市）
向けに多数のエッチング装置が採用され、YMTC における
採用シェアを拡大した。

ACM リサーチ（盛美半導体設3備、上海市）も上海市の
臨港新区に新工場を建設している。20年の売上高は1.56億
ドル（約172億円）で、AMEC の約半分の規模となっている。
早くから SK ハイニックス無錫の DRAM 工場での採用実績
がある洗浄装置は、YMTC での採用が増えている。「YMTC
への次期導入分では、日本の洗浄装置メーカーが主勢だっ
た今までの牙城を崩し、かなりのシェア拡大を図った」

（ACM ブースのスタッフ）。

Kingsemi（キングセミ、芯源微電子設備、遼寧省瀋陽市）
も昨年、上海の科創板に株式上場した。20年の売上高は3.29
億元（約55億円）とこれまでに紹介した中国装置メーカー4
社の中では最も事業規模が小さい。コーター・デペロッパー
装置の売上高が全体の約72％を占める。コーター・デペロッ
パー装置は、主に先端パッケージ（TSMC の InFO）や
MEMS、LED 製造に使われている。キングセミも臨港新区
に開発センターを建設する。正式な発表はないが、おそら
く一部の装置の生産施設としても使われることになるよう
だ。「上海エリアに拠点を構えることは、先端装置の開発や
製造に有利に働く」（同社幹部）。展示されていた300mm 対
応のコーター・現像装置「KS-S300」のロードポートには

「ローツェ」のロゴマークが見えた。キングセミに限らず、

300mm 対応洗浄装置の模型を展示する ACM のブース

AMEC の新型エッチング装置「TWIN STAR」の模型

キングセミの300mm 対応のコーター・現像装置
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中国の大手装置メーカーの間では多くの日本製中核パーツ
が採用されている。

Leadmicro（リードマイクロ、微導納米科技、江蘇省無
錫市）は新興装置メーカーで ALD 装置を開発・生産して
いる。リードマイクロの名前を聞いたことがなかったとい
う業界関係者も多いだろう。リードマイクロの ALD 装置
はこれまで、主に PERC 型太陽電池セルの裏面パッシベー
ション成膜工程に使われてきた。最近は日本人技術者を招
き入れ、今後は半導体製造用の ALD 装置を開発していく。

■レガシー工場投資が活発化

パワー半導体（MOSFET や IGBT）やディスプレー系ド
ライバー IC、電源管理 IC（PMIC）などの半導体の供給不
足が問題化している。中国ではこれらの半導体製造に適し
たレガシー半導体工場の投資が活発で、今年は合計15万枚
もの装置導入が計画されている。これに加えて、SKハイニッ
クスが韓国の清州（M8）から月産能力12万枚の中古装置の
移設（20〜21年に実施）を行なっている。

SMIC は天津200mm 工場に月産能力2万枚、広東省の深
圳工場に同1万枚、浙江省の紹興工場に同2万枚の装置を導
入する。

華虹集団は上海市の嘉定区に300mm 対応のプロセス開発
と量産ラインを併設する HH-CICEM を建設している。22
年に月産能力5000枚の開発用ミニラインを立ち上げ、CIS
の量産を予定している。

ネックスチップ（晶合集成電路）は安徽省合肥市にある
300ｍｍ対応の第1工場内に月産能力1.5万枚の装置を導入
し、LCD 駆動 IC やディスプレー駆動 IC、CIS の生産体制
を強化する。さらに300mm 新棟建設も計画している。

CR マイクロ（華潤集団）は重慶市に300mm ライン（ま

ずは月産能力1万枚）を立ち上げ、レガシー300mm 製造に
参入する。

山東省済南市の JESC（富能半導体）は、200mm 工場（月
産能力3万枚）の拡張を計画している。

シーオン（SIEn、芯恩集成電路）は資金不足問題を解消し、
300mm 工場に月産能力5000枚の開発用ミニラインを構築
し、200mm と300mm ラインともに次期導入の装置選定を
始めた。

BYD は湖南省長沙市に200mm 工場を建設している。今
夏にまず月産能力5000枚の開発用ミニラインを構築し、
MOSFET(0.11μｍ ) と IGBT（0.28μｍ）を生産する計画だ。
自社グループ内で生産している EV 向けのパワー半導体の
生産が間に合わなくなってきている。

■�来年の新規出展企業はブース確保が超困
難

私は今回のセミコン・チャイナを全日取材して回ったが、
実際に会場内を歩いてひしひと感じたのは、「中国の半導体
産業が第二次成長期に入って、1年ごとの変化のスピードが
とんでもなく加速している」ということ。材料メーカーの
ブース展示は比較的に昨年の内容とさほど変わっていな
かったように思うが、装置メーカーとパーツメーカーの展
示内容は大きく変わった。装置メーカーに20年の出荷状況
を聞いて回ると、前年比で30％増というのが少ない方で、
50％増や倍増、3倍増という回答も複数聞いた。

セミコン・チャイナを見たことがある日本の半導体業界
の人でも、中国装置メーカーに対しるイメージはコロナ前
のものでしょうから、この2年間の大きな変貌ぶりに気づい
ていない（聞いてはいてもリアルに感じていない）人がほ
とんどでしょう。ちょうど中学生の子供が1年に10cm 近く
も背が伸びるがごとくの驚異的な成長スピードです。お正
月に久しぶりに孫に会ったおばあちゃんが「あらまあ、ず
いぶんと背が伸びたね〜」とよく言いますが、孫本人にし
てみれば背が伸びているのは日常のことですから、「おばあ
ちゃんは去年も同じこと言ってたけど、なんの話をしてる
のやら・・・」とポカンとするのです。そうならないように、
皆さんも中国の装置メーカーの変貌ぶりにもっと注目して
ください。

YMTC における中国の国産装置（とくに洗浄装置やエッ
チング装置）の採用シェアが急上昇していることも要注意
でしょう。一方的な試合運びだったオセロゲームもだいぶ
相手の石の色が増えてきました。今のところ、盤目の端っ
こはまだ中国の装置メーカーには奪われていません（クリ
ティカルな工程は日米製の装置の独壇場です）が、コスト
を削減するためにそれ以外の工程では可能な限り中国製装
置の採用を増やしています。中国政府の指導があってお情

リードマイクロが開発する300mm 対応の ALD 装置の模型
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けで国産装置を無理やり入れている訳ではありません（中
国全体のなかで言えば、そういう一面もたしかにあります
が・・・）。

最後に、来年のセミコン・チャイナは3月23〜25日に開催
予定です。すでに来年のブース販売は完売しており、キャ
ンセル待ちも100〜150社で打ち切られ、今まで出展したこ
とのないセミコン・チャイナの非会員企業（セミコン・ジャ
パンの会員企業でもダメのようです）は来年のブースを手
に入れることは極めて難しい状況です。思い返せば、コロ
ナ前の19年のセミコン・チャイナの時がそうでした。中国
はコロナ以前のもとの状態に完全に戻ったということなの
でしょう。

最後に私事ではありますが、弊社（産業タイムズ社）と
SEMI チャイナの許可をいただき、SEMI チャイナの対日本
企業の活動をサポートするパイプ役として、SEMI チャイ
ナの顧問をしています。今後ますます日本と中国の半導体
産業の発展に貢献していきたいと思います。ご質問・ご相
談がある方はご連絡ください。（黒政、kuromasa@sangyo-
times.sh.com）

セミコン・チャイナの会場で出展日本企業に質問！
Ｑ：今年のセミコン・チャイナの見所と感想は？
Ａ：（日本の装置メーカー関係者）　たいへんに！内容
の濃い商談ができた。新規の装置メーカーや半導体工
場のプロジェクトなどの顧客や競合情報が集まった。
しかし、顧客企業（ファンドリー）に対しては、納期
確認のやりとり（通常納期では合わない状況の説明）
が大変だった。
Ａ：（日本の装置パーツメーカー関係者）　中国の装置
メーカーが言っている出荷計画が我々の想像を超える
高い数字で、中国装置メーカーの言っていることをそ
のまま信用して準備していいのか、部品確保のために
過剰発注してきているだけなのかよくわからないとい
うのが本当のところです。「米国製パーツはずし」を積
極化する方針とのことで、日系企業にはチャンスとの
認識を強めました。日本サイドが中国の要求スピード
についていけるかも心配です。
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