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CMOS イメージセンサー: 20211年の記録
的なマーケット価値に向けて
CMOS イメージセンサーの四半期マーケットのモニ
ター – Q2 2021
マーケットの動向:
•
•
•
•

•

Huawei 製品の使用禁止, COVID-19 のパンデミック、及び半導体不足は CIS 産業
に大きな影響を与えていました。
2020 年には CIS2の収益は年間 7.3%程、成長しましたが、207 憶ドルに達しまし
た。
2021 年には YoY3の 3.2 %で、成長が鈍化すると予想されます。それにも関わら
ず、マーケットは 214 憶ドルという記録的な価値に達するでしょう。
2020 年の CIS マーケットの総収益の 73 %は Sony, Samsung 、そして OmniVision で
、依然として上位 3 位を占めています。
o Huawei 製品の使用禁止により、Sony は 2020 年度の四半期と 2021 年度の一
半期に CIS の収益が大きく減少した CIS の事業者です。
o Samsung と OmniVision は、このような予想すらしていない出来事から大きな
恩恵を受ける形となりました。
特定の生産ラインにアクセスできることは、今後の数年間で CIS 事業者としては
重要になる可能性があります。

“COVID-19 WAS NOT THE FOX AMONG THE CHICKENS” (意訳: COVID19 の解決方法はいとも簡単に見つけるモノではなかった)
CIS の 収 益 は 2020 年 に 207 億 ド ル に 達 し 、 年 間 成 長 率 は 7.3 ％ で し た 。 Yole
Développement (Yole)の分析家は他の半導体製品と同様に長い生産サイクルと、消費
者、自動車、セキュリティ、産業などのマーケットの活動が 2020 年末の CIS の調達
に課題をもたらしたと指摘しました。

1
2
3

抜粋 CIS QUARTERLY MARKET MONITOR, Yole Développement, June 2021
CIS: CMOS Image Sensor
YoY: 前年比(Year-over-Year)
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Yole のイメージングチームは 2021 年には、より安定した状況を期待しています。
2021 年度の第 1 四半期は 2020 年度の第 4 四半期から特定された生産オーバーフロー
により非常に良好です。結果的に、2020 年度の第 1 四半期と比較して 7％程良い四半
期になっています。

Yole にてフォトニックス、センシング&ディスプレー分野内で技術とマーケット分
析家として在籍している Chenmeijing Liang は “一般的に Q1 という時期には売上の

低くなる四半期であるが、今回は全体の半導体産業から製品の供給不足に対して不
安さがあった”と説明しています。更に、“Yole が思うには CIS の実際の容量の問題で
はなく、供給網の問題がある”と述べています。
間違いなく 2020 年は CIS 産業にかつてない程、非常に異例づくめの一年でした。
COVID-19 の状況を念頭に置いていましたが、実際には年末までに補充しなければな
ら供給網に一時的だとしても、やはり混乱があったのは事実でした。もう一つの破
壊的な側面は、Huawei 製品の使用を禁止と 2020 年度の第 3 四半期、2020 年度の第 4
四半期は、特に Sony のマーケットへの影響でした。しかし、幸いに 1 台の携帯電話
当たりにカメラ台数の増加があり、全体的に安定した平均販売価格に懸念した CIS マ
ーケット崩壊につながることは無かったです。
これらの全ての出来事を結合しますと、CIS 産業は 2020 年にも大幅な成長を維持す
ることができました。
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供給網の混乱、若しくは主要な CIS 企業との闘い?

Yole にてフォトニックスとセンシング分野で基礎分析家として在籍している Pierre
Cambou は “Sony は携帯電話のマーケットと、それに伴う国際貿易におけるリスクに
大きくさらされていたので、このような危機に最も大きな打撃を受けた。 Sony の
2020 年度の第 4 四半期の売上高は非常に深刻な打撃を受けたことは注目に値する”, と
述べています。
依然、Sony はイメージセンサーマーケットを牽引するリーダーとして君臨していま
す。2020 年度の第 4 四半期に若干のマーケットシェアを失いましたが、2021 年度の
第 1 四半期に、再び牽引力を取り戻しています。しかし、 Sony は激しい挑戦を受け
ている真っ只中です。最も近い競争相手である Samsung は生産ラインを垂直統合する
ことにより、マーケットの激しい変化から、より迅速、且つ強固に対応しています。
最近、発売された携帯電話は 0.7μm イメージセンサーのラインは、Xiaomi のような
一部の OEM4が Huawei の売上高が無くなったことに対して、逆に恩恵を得て新たな
チャンスを得ることがきました。
それと同時に、Huawei 製品の使用禁止は、供給網全体に様々な影響を与えました。
これについては、下記の記事を参考にしてください。 COVID-19 & Huawei ban winds
of change on the CIS industry – Quarterly Market Monitor article.
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OEM: Original Equipment Manufacturer
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次は何でしょう?
長期的な観点から考えますと、CIS マーケットは徐々に半導体マーケットの成長率に
匹敵するレベルに到達できるという点です。これにより、Yole の分析家は、今後 5 年
間で CAGR5は 5.4％で、2026 年の総マーケット規模は 2,840 万ドルに達すると予想し
ます。説明したように 2021 年は、より安定するでしょうが、2022 年には年間 9％成
長すると思います。従って、自動車、セキュリティ、及び産業用のカメラマーケッ
トの上昇に見通しはエキサイティングです。尚、スマートフォンの販売は、各々の
平均カメラ数の増加にもかかわらず、安定的に維持されることが期待しています。
しかし、全世界の容量がマーケットの需要に合わせて、果たして独自に設定するこ
とができるのでしょうか？3nm の技術競争は忘れてください。90nm から 28nm ノー
ドまでの競争が激しい状況で CIS の生産能力を確保するための戦いは、さらに興味深
いことになるでしょう。

主要 CIS マーケットと事業者の規模とダイナミックスは Yole の分析家
が CIS quarterly market monitor は短期、及び中期の動向をモニタリング
して、より良い理解を助けること必要と結論付けました
Yole のイメージングとセンシングチームは多くの年間の専用報告書を
提供しています。 i-Micronews で確認してくださう。
また、 9 月 1 日と 2 日の両日に、中国の深浅、又はオンラインで各々
LiDAR とカスタマ向けの 3D について第 4 回の Yole Développement と CIOE

フォラムをお見逃しなく！
ココに登録して主要事業者と自動車産業の革新技術について討論し
ながら、3D センシングの明るい未来について語り合いましょう。.
ウェブキャスト、記事、インタビュー、報告書などを含め、当社のイメージング活
動をフォロワーするには、i-Micronews をみてください。
Press contacts
Sandrine Leroy, Director, Public Relations, sandrine.leroy@yole.fr
Marion Barrier, Officer, Public Relations, marion.barrier@yole.fr
Le Quartz, 75 Cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne – Lyon –France – +33472830189
www.yole.fr - www.i-micronews.com – LinkedIn – Twitter
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CAGR: 複合年間成長率(Compound Annual Growth Rate)
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