
真空機器事業
❶ 半導体製造装置

半導体市場の投資潮流と先端技術トレンドを継続して取り
込み、市場成長率を超える半導体製造装置事業拡大を目指
します。
その実現に向けて、事業戦略に基づき成長機会を的確に捉え、
顧客のニーズと信頼に応えていきます。

2019年度の振り返り
　2018年をピークにメモリ各社における旺盛な投資があ
りましたが、供給過剰と価格下落により、2019～2020年
上期は一時的投資延期が目立ち、厳しい事業環境となりま
した。2020年下期からは緩やかに投資が再開し、回復基
調に乗れるとみています。
　一方、新規参入を果たしたLogic/Foundryでは、最
先 端 微 細 デ バ イ ス に お け るEUV（Extreme Ultraviolet 
Lithography）採用工程で求められるスパッタリングプロセ
スで、大手顧客に採用が拡大し、かつ新規プロセスの共同
開発も活発化しており、今後の更なる成長が期待されます。
　また、将来市場において成長が期待される不揮発性メモ
リのPCRAMスパッタリングプロセスにおいては、量産投
資が小休止となっていますが、既存顧客のみならず量産を
計画する全顧客の開発・パイロットラインへの採用は継続
されています。
　これらの成果に加えて、営業、生産、カスタマーサポー
ト体制の強化を図り、成長基盤を更に強める活動を進めて
います。

中長期の市場環境の見通し
　スマート社会におけるデータ通信量は増大の一途をたど
っています。それに伴いビッグデータ処理に対応した機器、
サーバー、エッジコンピューティングの拡大による半導体
デバイスの進化と成長が継続しています。メモリやロジッ
クデバイスのセグメント別の投資は単年度毎に増減はあっ
ても、今後、中長期において成長基調であることに間違い
ありません。
　メモリに加えてロジック市場への参入を果たし、両輪で
の成長が期待できる基盤ができたと考えます。ULVACなら
ではの事業成長戦略に基づき、大手の競合ソリューション
メーカーにはない事業展開と商品開発を進め、最先端デバ
イスへの対応を進めていきます。

上席執行役員 半導体装置事業部長

近藤 智保
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リスク低減と機会最大化の施策

１．確実なマーケティングにて顧客要望を取り入れた
商品開発と差別化技術開発

２．市場をリードする顧客との共同開発推進

３．最先端デバイス向け開発対応と量産サポート強化

４．新規顧客の開発対応と量産立ち上げサポート強化

５．PCRAM等新型メモリ実施顧客への徹底サポートと
シェア100%維持

認識している事業機会

１．最先端5nm、3nmロジックデバイス量産投資

２．DRAMと3D-NAND最先端品の新工程・材料の変化

３．ウェハレベルパッケージ成膜プロセスの拡大

４．PCRAM等新型メモリ量産

想定されるリスク

１．競合他社との競争激化

２．米中貿易摩擦の長期化による半導体ビジネス構造の変化

３．新商品開発、量産適用の遅延

４．PCRAM等新型メモリ市場拡大の予測以上の遅れ

電子部品製造装置真空機器事業
❷

ULVACが目指すもの

今日の社会では電子デバイスは欠かすことができません。ス
マート社会実現、リモートワークの普及も電子デバイス市場の
拡大には追い風です。センサーや通信の技術は今後もますます
進化発展していきます。また省エネ・電化の流れによりパワー
デバイス市場の成長は止まりません。
これらの電子デバイス市場での更なる事業拡大を目指します。

2019年度の振り返り
　2019年度上期は受注好調な出だしとなり、電子デバイ
ス市場の勢いを実感しましたが、下期になり新型コロナウ
イルス感染症の影響による商談の停滞および渡航制限等に
よる装置インストール作業の中断などにより、最終的には
受注、売上ともに年度計画には至らぬ結果となりました。
しかしながらモノづくり力の強化については継続して取り
組み、利益体質の強化を進めることができました。年度末
には商談案件の復調の兆しを実感し始めました。2020年
度は新型コロナウイルス感染症の影響下での新しい商談を
進め、現地法人によるインストール作業を促進し、事業を
拡大していきます。

常務執行役員 電子機器事業部長

島田 鉄也

中長期の市場環境の見通し
　スマート社会実現にリモートワーク拡大の影響が加わり、
世の中はますます電子デバイスが必要な世界となり、市場の
成長は続きます。電子デバイス分野では未だ日本企業が力を
もっていますが、今後は中国やアジアでも市場が拡大してい
くと考えます。センシング技術の進化、通信技術の進化、省
電力機器の進化ｰこれらに関わる電子デバイスは全て電子機
器事業のビジネスチャンスになります。また、デバイスの進
化は同時進行で進んでおり、私たちはその進化に対応できる
装置を提供し続ける必要があります。既存技術を向上させな
がら、革新的な進化にも対応できるよう技術動向を注視し、
迅速な開発力をもって対応していく必要があります。

重点注力分野
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重点注力分野 最終製品

通信デバイス

オプトデバイス

電子部品（MEMS）

パワーデバイス

電子実装

◦スマートフォン

◦スマートデバイス

◦3Dセンサー

◦車載ディスプレイ

◦5G対応機器

◦EV車載デバイス
◦産業用ロボット
◦省電力機器
◦スマートフォン
◦高速データサーバ
◦IoTデバイス

リスク低減と機会最大化の施策

１．装置標準化による生産効率向上

２．現地インストールの強化

３．装置開発の強化・高速化

４．開発の海外分散

認識している事業機会

１．スマート社会の実現

２．電子デバイスのアジア地域での製造・量産

３．電子デバイスの加速度的な進化・改良

想定されるリスク

１．米中貿易摩擦の拡大による中国ビジネスへの制約

２．新型コロナウイルス流行の収束長期化による消費の
停滞（自動車等）

３．中国競合企業の成長
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真空機器事業
❸ FPD及びPV製造装置
ULVACが目指すもの

成長が期待される有機ELディスプレイ市場とリチウムバッテ
リー市場において、ULVAC固有の強みである大型基板スパッ
タリング技術やその基材搬送技術を生かし、より先端的な製
品を顧客に提供することで、収益力を強化します。

2019年度の振り返り
　大型LCD-TV用第10.5世代用スパッタ装置は継続的な改
善活動で圧倒的なシェアを維持しましたが、大型LCD-TV
投資の大型商談が一段落し、スマートフォン用有機ELディ
スプレイ投資も一時的な調整局面にあります。さらに新型
コロナウイルスの世界的流行に伴い経済活動が大幅な制限
を受け、受注高が前年同期と比べ大幅に減少しました。売
上高は期初受注残高が相当水準あったため影響は限定的と
なりましたが、計画比・前年同期比ともに大幅に減少しま
した。そのような厳しい市況環境変化に適応すべく、下期
から事業体質の転換に取組み、足もとでは中小型OLED向
けスパッタ装置の大型投資を受注するなど、回復基調に向
かう兆しも見えてきました。

中長期の市場環境の見通し
　新型コロナウイルスの世界的流行と収束の長期化によ
り、リモートワークやオンライン面談等の非対面コミュニ
ケーションの利用が急速に拡大しています。
 このような社会環境の変化を受け、より対面に近い感覚
を体感できるディスプレイとして、色の再現性や応答性に
優れ、リアリティや没入感が高い有機ELディスプレイの
ニーズが拡大し、これに伴い高精細化や大型基板化に向け
た開発・量産化活動が活発化しています。
 非対面コミュニケーション拡大の影響はディスプレイに
とどまらず、また、スマート社会の進展に伴い、ウェアラ
ブルスピーカーやスマートウォッチ等の電子デバイスの利
用機会が増加することによって安全でポータビリティの高
いリチウムバッテリーへの需要が拡大します。
　こうした新たなニーズの拡大に対して、既存のスパッタ
リング技術に加え、リーディング企業との連携等で技術の
差別化を図ることにより、収益性の向上を目指します。

執行役員 FPD・PV事業部長
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リスク低減と機会最大化の施策

１．リーディング企業との先端技術の共同開発

２．マーケティングの強化
（特にFPD及びリチウムイオンバッテリー市場）

３．モノづくり力強化と差別化技術開発

４．渡航制限下での迅速な顧客対応に向けた体制の強化

認識している事業機会

１．高精細かつ大型の有機ELディスプレイの量産に対応
する大型装置

２．中小型OLED向けスパッタ装置

３．リチウムイオンバッテリーの安全性向上を実現する
電極部材生産用の巻取用蒸着装置

想定されるリスク

１．新型コロナウイルス収束の長期化により投資減退と
移動制限による受注・売上遅延

２．米中貿易摩擦の拡大による中国ビジネスへの制約

３．難易度の高い次世代技術への転換・適合への遅れ

４．競合他社との価格競争による販売価格の下落・利益減

コンポーネント真空機器事業
❹

真空コンポーネントビジネスにおいてもボーダーレス化が進
んでおり、欧米系の競合との競争は避けられません。
私たちはこれに備えて、グローバルマーケティング体制の再
整備、生産体制の効率化、品質管理体制の強化、市場ニーズ
を的確に捉えた商品開発体制の構築を進めていきます。

2019年度の振り返り
　上期は、FPDや自動車市場をはじめとする投資減速や米
中貿易摩擦などに起因する世界的な需要の落ち込みにより
受注は低迷しました。下期に回復の兆しが見え始めた矢先
の新型コロナウイルス感染症の影響により、一年を通して
苦戦が続きました。
　その中で、有機ELディスプレイや半導体など一部市場で
の投資が業績の下支えに貢献しました。
　この様な市況下で、グループの一体経営により生産・販
売を効率化することで更なる成長を目指す仕組みの構築を
進めました。

中長期の市場環境の見通し
　有機ELディスプレイ・光学業界向けには、クライオポン
プを中心とした事業を展開します。半導体・電子部品などの
成長分野向けには、新製品投入によりラインナップ拡充を図
り、シェアアップおよび新規顧客開拓を狙います。特に、当
社コンポーネントビジネスの強みでもある装置ビジネスとの
連携を強化し、中国市場を中心に成長を加速させます。
　また、分析や医療、食品に至るまで、幅広い産業に向け
た最適な商品を提供し、真空用途の開拓および冷凍機ビジ
ネスの拡大を進めることで、ULVACの総合的なブランド価
値の向上に貢献します。

執行役員 規格品事業部長

申 周勲

用途例

クライオポンプ

ドライポンプ

真空バルブ

成膜コントローラ

ヘリウムリークテスター

真空計 残留ガス分析計

超電導
マグネット
冷却用
4K冷凍機

液体窒素
ジェネレーター

真空装置には欠かせない機器類。
真空ポンプ、真空計、真空バルブ、真空
漏れ検査機器、ガス分析機器、成膜用電
源などを真空装置メーカーや機械メー
カーなどへ納入しています。

コンポーネントとは
OLED製造用真空蒸着装置への搭載例 先端研究・医療など真空計測
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リスク低減と機会最大化の施策

１．アライアンス強化によるビジネスフィールドの拡大

２．生産・販売の効率化によるコスト削減

３．成長分野にフォーカスした事業展開

認識している事業機会

１．ビッグデータやスマート社会をにらんだ大規模な投資

２．新興国市場の拡大

３．社会インフラ整備事業や医薬・食品・空調などの
市場における投資活性化

想定されるリスク

１．競合他社の強大化とM&Aによる事業拡大

２．価格競争の激化・低価格メーカーの市場参入

３．市場環境低迷の長期化
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　スマートフォンの高性能化、自動車の自動運
転開発、IoTやAI（人工知能）に関連する需要の立
ち上がりなどによる利用範囲と種類の拡大で更
に高まる微細化や高精細化の要求に的確に対応
します。

　大学や企業の研究所といった従来の主要顧客に加え、製
品検査などの日常的な業務にも用途が広がってきています。
対象とする材料分野や地域（市場）も広範に渡っており、引
き続き顧客本位な機能を搭載した表面分析装置を提供して
いきます。

半導体用マスクブランクス事業： 表面分析事業：

2019年度の振り返り
　凍結乾燥は培ってきた技術により市場でのアドバンテー
ジがありますが、熱処理関係はメイン市場である中国での
厳しいコスト競争が継続しています。下期より、電子機器
事業と組織を統合し、大規模製造拠点の集約化など、モノ
づくりの過程から再度事業の見直しを行ってきました。真
空ろう付け、凍結乾燥、真空蒸留装置を事業の基軸とし、
真空溶解炉および熱処理の市場への拡販に向け、中国国内
での事業展開を強化しました。

中長期の市場環境の見通し
　希土類磁石の分野では、高齢化社会対応のパワーアシス
ト市場、サービス分野で拡大するドローン市場、人間共存
可能なロボット市場等に必要不可欠な高効率/高出力/小型
化モーターに対し、メイン市場である中国で真空熱処理炉、

一般産業用装置真空機器事業 
❺

一般産業用装置事業は、真空技術に熱を応用したソリューションを提供しています。
真空と加熱冷却を組み合わせた食品や医薬系の凍結乾燥、真空中での蒸留による高純
度精製、各種工業部品の熱処理炉関係の装置を扱っています。今期より、事業の構造
改革に着手し、グループ各社と協力した製品の集約化、および装置の品質向上、収益
体質の強化を進めます。

真空溶解炉で応えていきます。自動車部品の分野は、燃費
対策に必要なEGRクーラー市場に環境負荷低減型の真空ろ
う付け炉を開発して対応していきます。製薬分野は、国内
市場の新薬開発、早期市場拡大が予測されるジェネリック
医薬品、さらに大量生産に高度な製造技術が要求されるバ
イオ医薬品に対し、真空凍結乾燥装置を投入し、付加価値
技術である凍結時間制御技術やプロセスモニター技術を展
開していきます。健康食品、電子部品分野は、海外需要も
あるアンチエイジング商品や高機能樹脂材における高濃縮
技術に真空蒸留装置を展開していきます。
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リスク低減と機会最大化の施策

１．海外の医薬品業界への対応の強化

２．自動車の電動化の加速による新規の受注機会の開拓

３．ヘルスケア業界での商品需要拡大への対応

認識している事業機会

１．中国における磁石、自動車部品、製剤の需要拡大

２．高齢化社会へ向けた新たなサービス市場

３．感染症に対する国家レベルの対策

想定されるリスク

１．医薬品業界の大型M&Aによる急速な業界変化

２．自動運転技術の進歩、カーシェアリングの普及、
電動化による既存自動車ブランドの崩壊

３．社会環境の急激な変化に伴う商品価値の急速な変化

2019年度の振り返り　　　
　新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい市場環境
の中で、昨年度と同程度の売上を確保できました。薄膜材
料の中で、先端半導体向け材料は堅調に売上を伸ばすこと
ができました。FPD向けIGZOは期待ほどには市場が拡大
せず、昨年度と同程度の売上となりました。FPD最大市場
の中国では、LTPSやOLEDの先端ディスプレイ向け材料は
売上を伸ばしていますが、LCD(a-Si)向け材料は中国競合
メーカーの台頭により低調な結果となりました。機能材料
は、将来に向けた設備投資を遂行し、更なる高性能材料へ
の対応と生産量拡大の準備ができました。

材料真空応用事業

真空技術に関わる高品質、高性能の先端材料を世界市場に提供しています。スマート
社会実現や低消費電力化において半導体・電子デバイスやFPDの成膜プロセスで使用
される薄膜材料(主にスパッタリングターゲット)、及び、耐食性や超伝導性を生かした
機能材料等を開発し、各国の拠点で生産し、顧客に提供しています。

リスク低減と機会最大化の施策
１．業界トップメーカー、影響力の大きな会社・公的機関

との共同開発
２．成長する市場（地域・商品）への投資と生産
３．協力会社とのアライアンス
４．材料のリサイクル化の更なる推進

想定されるリスク
１．中国競合メーカーの台頭によるFPD向け材料のシェア低下
２．大型TVの価格下落によるFPD向け材料の価格競争の激化
３．米中貿易摩擦の影響による輸出制限、サプライチェーン寸断

認識している事業機会
１．スマート社会での半導体・電子デバイス増加による

薄膜プロセスの増加
２．半導体・電子デバイスの高性能化に伴う新材料への切替え
３．ディスプレイパネルの大型化、高精細化、フレキシブル

化による新材料への切替え
４．機能材料が使用される超伝導・加速器ビジネスの拡大
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中長期の市場環境の見通し
　現在、スマート社会の実現に向けた技術革新の潮流の中
で、半導体・電子機器、ディスプレイ分野で高性能化実現
の新材料の登場・切替えが必要となってきました。それに
向けた新材料開発を社内の装置事業部・研究所、顧客と活
発化し、スマート社会の実現に貢献していきます。

真空成膜の主流であるスパッタリング法で使用するター
ゲット材料を中心に事業を展開しています。機能性材料
の開発・製造も手掛けています。

マテリアル（材料）ビジネス

大型TV製造用
スパッタリング
装置

半導体製造用
スパッタリング
装置 高性能加速器向け

加速空洞
（高純度Nb材料使用）

スパッタリング
ターゲット

スパッタリング
ターゲット

ULVACが目指すもの

32ULVAC VALUE REPORT 202031

幅広い一般産業分野に貢献

一般産業用装置事業は、一般産業界の幅広い分野に貢献して
います。

樹脂製燃料タンク

製薬・食品

➡真空漏れ検査

HV・EV等自動車・風力発電・
家電製品
　➡真空焼結炉・溶解炉

電動モーター用希土類磁石
ラジエータ・EGRクーラー・
電子部品冷却など
　➡真空ろう付け炉、真空漏れ検査

熱交換器

ジェネリック薬品製造
高純度物質抽出
➡真空凍結乾燥装置、真空蒸留装置




