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考察 : 最先端パッケージング・実装技術
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第四回（最終回）　先端半導体製造技術における
パッケージング技術の役割の変化と環境対応

1. はじめに
過去3回では実装技術とパッケージング技術、さらにその

産業構造についてまとめてみました。この第4回、最終回で
は先端 CPU と Memory のパッケージング動向について簡
単に紹介してから、これから半導体産業全体で考えなけれ
ばいけない環境対応問題と今後のあるべき製造プロセスつ
いて考察することにします。

2. 富岳、データセンター、クラウド、HPC
2021年に本格稼働した富岳はスーパーコンピュータの計

算速度ランキングで本年５月に第2位になってしまったが、
その前４期は連続世界第1位となっている。富士通が設計し
TSMC の ７nm プ ロ セ ス で 製 造 し た CPU“A64FX” と
HBM2を搭載したノードを158,976個使用している。

スーパーコンピュータ「富岳」TOP500、HPCG、HPL-
AI、Graph500にて4期連続世界第1位を獲得 : 富士通（fujitsu.
com）　https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/11/16.html

理研のホームページには（https://www.r-ccs.riken.jp/
fugaku/system/）
“CPU 一つを1ノード、CMU（CPU Memory Ubit）と呼

ばれるボードに CPU が2つ取り付けられている。この
CMU 8枚で BoB（Bunch of Blades）を形成するので BoB 
1つに16個の CPU が乗っている。BoB 3つで Shelf という
塊を作るので48の CPU が使用される。計算機のラックに
は Shelf 8つが搭載される。1つのラックには384個の CPU
が入っている。（ただし一部のラックでは半分の192個の
CPU） 富岳全体では384個のラックが396個、192個のラッ
クが36個のため合計158,976個のノード = CPU が使用され
ている” と説明されている。

データセンターも基本的には同じ構造で、ラック内に
CPU とメモリーを搭載した基板が多数搭載され、このラッ
クを大量に配置したものがデータセンターとなる。いま世
界で建設が進んでいる最大級のデータセンターでは富岳の
500－700倍のラックを有しているといわれている。つまり
最大級のデータセンターでは１億個を超える CPU が使用さ
れ、それに対応する DRAM が用いられている。データセ
ンターでは電力消費量、放熱、センター内の通信、排熱の
利用、ラックの保守・管理などが課題となっている。

数年前から HPC=High Performance Computing と呼ば
れるビジネスが注目され始めたが、このビジネスには 
INTEL、AMD、富士通、NEC などのなじみのあるメーカー
だけでなく、Oracle, Microsoft など多くの企業が参入し、
しのぎを削る時代に突入している。

 3. 先端 CPU 用パッケージング技術
先端 CPU のパッケージングは2015年頃アメリカの DARPA

などが Heterogeneous Integration, 3D Heterogeneous 
Integration という方向性を出してから、様々なパッケージ
ング技術が開発され、その一部はすでに量産に使われるよ
うになっている。典型は Intel の EMIB であり、Chiplet

（Chiplets）である。

添付資料１　スーパーコンピューター富岳と富士通 A64FX

スーパーコンピュータ「京」「富岳」を実現した高次元接続技術 : 富士通（fujitsu.
com）
https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/publications/technicalreview/
topics/article005.html
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1980年代から半導体製造に携わっていたエンジニアに
とって、こうした考え方は決して目新しいものではない。
MCM, SiP などの考えと基本は同じであり、本来 One Chip
での製造が材料やプロセスから困難なものをモジュール化
したり一つのパッケージに入れたものである。1990年代後
半では SiP vs SOC という形で様々な議論がなされていた。
ただ現在と異なっているのは、半導体製造の前工程での加
工限界や製造コストの上昇について15年前はほとんど議論
されず、ウエハー素材、配線ルール、製造コストと製造数
などによって決まる生産価格と搭載される機器での集積回
路としての機能や消費電力等からそれぞれ“適材適所”“Mix 
& Match”ということで選定されていた。ここ数年盛んに
議論されるようになったのはハイエンドの CPU の前工程で
の微細化がコスト面でも物理的な寸法でも限界にきている
だけでなく、メモリーや他のデバイスとの信号のやり取り
の統合設計が必要になってきているからである。

ここで一つ強調しておきたいことがある。アメリカで 
Chiplet の議論や開発・標準化が盛んにおこなわれているが 

“Chiplet はパッケージの一つの形ではない”ということで
ある。いまアメリカで議論されている Chiplet は下記のよ
うに定義されている。第一回の冒頭で記載したが、INTEL
などが製造しているのは“半導体”という材質でなく、“半
導体という材料の特性を用いた集積回路”であり、その回

路をより進化させるためのアーキテクチャ全体の中の一つ
の設計思想が Chiplet である。
Chipletisnotapackagetype,itispartofapackaging
architecture. It is an integrated circuit block that has been 
specifi cally designed to communicate with other chiplets, 
to form larger more complex ICs. Thus, in large and 
complex chip designs the design is subdivided into 
functional circuit blocks, often reusable IP blocks, called 

“chiplets”, that are manufactured and recombined on 
high density interconnect.

（出典　Defi nitions - IEEE Electronics Packaging Society
https://eps.ieee.org/technology/defi nitions.html?highlight=
WyJjaGlwbGV0Il0=）

アメリカの CPU メーカー、特に INTEL はその技術や数
年間の技術開発計画を積極的に公開している。ここでは技
術の詳細についての説明は行わないが、各社が公表してい
るパッケージング技術の写真や構造を添付しておく。 

（TSMC の CoWoS についてはネットに多くの資料がのって
いるので参考にしてもらいたい。）
https://www.bing.com/images/search?q=tsmc+cowos&
qpvt=tsmc+cowos&tsc=ImageHoverTitle&form=IGRE&
fi rst=1

添付資料２　EMIB PKG Substrate 特徴
（Embedded Multi-die Interconnect Bridge）
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添付資料３　先端パッケージング例

Copyright©2021, Interconnection Technologies, H. Utsunomiya ,All rights reserved.
InterconnectionTechnologies,Inc.
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4. Memory のパッケージ
Memory には多くの種類がある。Memory の場合その用

途からも標準化が重要である。電気特性やパッケージのサ
イズ、ピンやリードの配置やそれぞれの機能などが世界共
通の規格として決められている。

添付資料４　Intel Chiplets パッケージ・アーキテクチャー

添付資料５　Intel Xeon

添付資料６　AMD EPYC：マルチチップ・アーキテクチャー
進化

添付資料７　IBM 直接接続ヘテロジーニアス• インテグレーション

添付資料８　NVIDIATeslaA100

添付資料９　XilinxUltraScale+FPGA
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1.　DRAM
 　DRAM のパッケージについては第二回で LOC を説明
したが、現在は BOC つまりリードフレームの代わりにリ
ジッド基板が用いられるパッケージが多い。またスマホ
においては ACPU との Package on Package（POP）と
して搭載される。
 　技術的に最も難しく、開発が続いているのが HBM で
ある。富岳の解説で示したが、コンピュータにおいては
CPU とセットでその近くに DRAM が必要である。HBM
は Si 貫通ビア（TSV）を用いたチップスタックのパッケー
ジとなっており、これからも重要な開発テーマで、進化
し続ける必要がある。

2.　SRAM
 　パッケージとしては従来型のプラスチックパッケージ
が主流

3.　Mask Programmable ROM & EPROM
 　パッケージとしては従来型のプラスチックパッケージ
が主流

4.　Flash Memory   NAND と NOR
 　一般消費者に最もなじみが深いのが NAND の Flash 
Memory であり、SD カード、USB Memory、SSD など
のポータブルのメモリーメディアのメモリーとしても用
いられている。チップスタック技術が用いられているも
のが多い。Tablet に搭載される場合は多ピンの BGA が
使用されることが多い。

5.　Other memory
 　パッケージとして特徴のある Memory は MRAM であ
る。磁気の影響を受けるため、バーマロイなどのコスト
の高い金属をシールド板としてパッケージ内に配置する

添付資料10　半導体メモリーの種類と特徴

SRAM X - 256Mb

DRAM X - ( ) 24Gb

ROM X ROM 32Gb

PROM X ROM 2Gb

EPROM/EEPROM EPROM 64Mb

NOR ROM
NAND 256Mb

NAND ROM 6Tb

FeRAM (FRAM) 8Mb

MRAM

ReRAM

PCM
3D Xpoint

添付資料11　8GB DDR4 SDRAM module

添付資料12　HBM
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ものが多い。

5. Memory Media
フロッピーディスクやコンパクトディスク、光ディスク

などすでに過去のものとなったものや HDD など半導体メ
モリーを用いていないものを含め多くのメモリーメディア
が開発・量産されてきた。現在は SD Card や SSD、USB 
Memory のように Flash Memory を用いたものと HDD が
メインとなっている。SD Card はコントローラと Flash 
Memory の組み合わせでメーカーにより様々なものがあり、
その実装はパッケージング技術として興味深いものである。

また最近ではホログラフィックデータストレージ HDS の
開発も進んでいる。

6. 光導波路付き基板（Co-Package）
今後開発が進むと考えているのが光を用いた信号のやり

取りである。しかしこの技術は20年以上前から考えられて
おり、NEDO のプロジェクトも2012年度から2021年度まで
の10年間行われて来たがなかなか本格的に用いられるよう
になっていない。

（https://www.nedo.go.jp/search_result.html?cx=014532562
694825026858%3Adtjmamw2wsy&cof=FORID%3A10&ie=
UTF-8&q= 光回路月基板 &sa= 検索 &siteurl=www.nedo.
go.jp%2F&ref=www.bing.com%2F&ss=4179j4860159j18）

JIEP では光回路実装委員会が活動し、コーパッケージと
いう言葉も少しずつ浸透している。

またドイツ Fraunhofer IZM での研究開発は実用化も進
んでいる。

7. 半導体製品・製造プロセスにおける廃棄物問題
半導体製造においては以前から工場としての電力消費量、

危険化学物質の使用、廃棄物などの問題が指摘されてきた。
しかしこうした多くの環境負荷があるものの、半導体その

ものの持つ機能が環境に与えるプラスの効果のほうが製造
時におけるマイナスよりもずっと大きいため産業として問
題となることは少なかった。　しかし半導体の進化のスピー
ドが速すぎることもあり、結果として大量の廃棄物を生み
出しており、そろそろ廃棄物対策を産業界として考える時
期に来ている。

7-1　廃棄されてきたもの
1.　携帯電話、スマホ

　第３回でも述べたが、携帯電話・スマホの買い替えサ
イクルは他の電子・電気機器と比較し、圧倒的に短い。
不人気の製品のメーカーや販売店での在庫も相当数ある。
また消費者の家の中などには大量の使用されない携帯電
話とスマホがあり、結果大量に廃棄されている。

2.　電源アダプターと端子
　携帯電話の時代の電源アダプターの種類の多さは消費
者にとっても決して望ましい物ではなかった。出荷時に
はアダプターがついてくることが当たり前になっていた
が、現在は本体とケーブルだけが購入時にはケースに入っ
ているのが標準となっている。本来はドコモ、AU、 ソフ
トバンクが主導し早くから標準化するべきであり、この
標準を世界標準とするようなビジネスセンスが必要で
あった。
　6月8日の日経夕刊の一面に“EU、充電規格統一へ”と
いう記事が出た。24年秋から端子を USB-C に統一される
ことになる。第3回でも記載したが、日本の場合携帯電話
の時代ではキャリアごとに端子が異なっていた。家電に
おける HDMI のように数年後の技術レベルや用途など見
据えた継続性のある標準化が必要である。

添付資料13　SD Card（Transcend；4GB）解析結果

添付資料14　メモリーメディアの進化と環境負荷
現在16M の SD カードを使う人はいない

使えなくなったものは大量の廃棄物となる。

)
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3.　電池
 　電池は危険物であるが、同時にニッケルやリチウムな
ど有価物も含まれている。携帯電話の時代の電池は劣化
するのが当たり前で、電池の交換も普通に行われていた。
 　電池は回収が行われているが、その回収率はまだ満足
のいくものではない。一社・JBRC よると2021年度では
ニカド電池は76%、ニッケル水素電池は77%、リチウムイ
オン電池は53％の再資源化率となっている。

7-2　実装プロセスにおける廃棄物
パッケージングからプリント配線板へのマウントを見る

と、実は大量の廃棄物と材料の無駄がある。
1.　エッチングプロセス

 　エッチングリードフレームやプリント配線板において
はフォトエッチング技術が用いられる。このプロセスで
はフォトレジストの現像液と薄膜液廃液、ソルダーレジ
ストの現像液、疲労したエッチング液が廃棄物となる。
リードフレームにおいてはプレス加工による製造では抜
きカスは再利用されるが、エッチング液は産廃となる。
その意味ではエッチングよりプレスによるリードフレー
ムの製造のほうが環境にはよい加工方法となる。

2.　樹脂封止
 　最も標準的な封止方法はトランスファーモールドであ
るが、このプロセスでは半分以上が製品とならず廃棄物
となる。一方コンプレッションモールドはほぼ100% の樹
脂が製品となり、廃棄物はほとんど発生しない。
 　モールディング装置 ¦ TOWA 株式会社（towajapan.
co.jp）
https://www.towajapan.co.jp/jp/products/molding/

3.　ダイアタッチ材
　銀ペーストについてはシリンジが廃棄物となっている。

4.　バックグラインド・ダイシング
 　バックグラインドテープ・ダイシングテープは共に廃
棄物となる。また、研磨や切断によって発生するウエハー
の成分を含む液も廃棄物となる。

5.　キャリアテープ
 　キャリアテープはリールに巻いて製品、カバーテープ
とともに出荷される。国内では一部リールはリサイクル
されるが、輸出の場合はリール、テープ、カバーテープ
がすべて廃棄されることがほとんどである。また素材の
標準化もないため、リサイクルはコスト高になっている。

6.　プラスチックパッケージの種類
 　DIP や SOJ、PLCC、QFP などリードフレームの金属、
封止樹脂、ワイヤーを QFN や WLP と比較し大量に消費
するパッケージが大量に生産されている。各パッケージ
が開発され量産が始まった当時はチップサイズも大きく、
パッケージの目的を満たすためにもバランスの取れたサ

イズであった。しかし現在ではメモリーや CPU 以外の
チップサイズは2mm 角より小さいものが大多数を占め、
チップサイズに対しパッケージサイズは必要以上に大き
すぎるのが従来型のパッケージである。さらにパッケー
ジそのものだけでなく、各部材のプロセスでのロスを考
えると資源の明確な無駄使いとなっているものも多い。 

 7.　出荷時の包装・梱包と輸送
 　金属や樹脂の原材料から各種部材そして各製品につい
ては多くの梱包・包装資材が使用され、輸送される。当然、
廃棄物と輸送に伴うエネルギーが日々発生している。

添付資料15-1　SOP にパッケージされた SRAM
（チップサイズ1.65x1.65 mm）

TPSS 作成

添付資料15-2　同一ロジック IC での DIP, SOP, QFN の比較
TPSS 作成での の
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8. これからの半導体産業とパッケージング技術
2021年から2022年にかけて、半導体産業関連者にとって

大きな話題がいくつかあった。
1.　Intel の積極投資

　昨年、今年と Intel の発表は以前にも増して技術内容と
ロードマップの詳細を発表すると同時にホームページに
動画もアップしている。アリゾナ、ドイツでの新工場の
設立など積極投資も顕著である。これはおそらく米政府
の経済安全保障政策にも関連している。

2.　TSMC の日本での製造拠点とパッケージング技術の強
化及び積極設備投資

　TSMC の熊本工場については日本政府の補助金、4,760
億円が妥当かどうか、あるいはこれだけの金額を別の形
で日本の半導体企業に提供すべきである、最先端ではな
いので意味がない、など多くの議論があるが、欧米を含
めた役割分担を考え、かつ九州の地域の活性化にはそれ
なりの意味はある。一方つくばについてはその役割はも
う一つはっきりしていない。もともと経産省からの要請
に答えた、という説もある。材料メーカーとのより密な
交流や研究開発は台湾に拠点を置いても可能である。特
に Intel の開発のような最先端の CPU などの製造に関し
ては前工程とのつながりが重要で、台湾に開発拠点があっ
たほうが良いと考えられる。
　TSMC は2022年の設備投資を最大400億ドル（1ドル
135円とすると５兆4千億円）という巨額の投資を年内に
行う計画を発表している。

3.　テスラ、GAFAM の動向
　 テ ス ラ を 加 え、Alphabet（Google），Apple, Meta

（Facebook）， Amazon, Microsoft の今後の開発や設備投
資には十分注意しておく必要がある。従来の技術の延長
や既成概念、常識にとらわれない新しい集積回路の製造
技術がこれらの会社から出てくることは十分にありうる。

9. 集積回路の最適製造ラインとプロセスの追求
環境改善とワーカー一人当たりの生産性の最大化

を目的に最適な製造ラインやプロセスを考える必要
がある。

ここでは Si ウエハーの厚さと QFN のパッケージ
ングプロセス、そして出荷方法について考えてみる。
1.　Si ウエハーの厚さの最適化と Thin Film

　半導体用ウエハーの圧倒的な主流は Si である。
300mm 径のウエハーの厚みは SEMI Standard で
は775±20μ m である。しかし半導体素子製造そ
のものに必要な Si の厚みはほとんどのデバイスは
数μ m-20μ m である。この Si の厚さの仕様は前
工程のすべてのプロセスで十分な平坦性を確保す
る、ということから定められているものである。

メモリーなどはチップスタックのためにもバックグライ
ンドで50-60μ m までバックグラインドされて薄くされて
いる。
　一方 FOWLP ではチップをサポートガラスの上に仮接
着しプロセスを施しており、通常の前工程でも治具やサ
ポートガラスにより50μ m のウエハーを投入できるよう
にすれば、ほとんどのデバイスでバックグラインドは不
要となる。ウエハーの1インゴットからの製造枚数も大き
く増加すると同時に、バックグラインドで発生する廃液
処理やバックグラインドテープの廃棄は大幅になくなる
ことになる。
　また LED などと同様、基材の上に半導体薄膜を製造し、
その膜に集積回路を製造することももっと利用すること
も大切である。（Thin Film）プリント配線板のビルトアッ
プなどはこの方法である。

2.　QFN の一貫ラインとソケットへの搭載
　プラスチックパッケージの中で、QFN については1フ
レームへの取り付け個数も多く、パッケージングにそれ
ほど大きな工場もいらない。またリードフレームはハー
フエッチング部も多く、変形しやすく、輸送には特別な
ケース、挿間紙も必要となる。添付資料のようにリード
フレームの高精度の部分めっきから樹脂封止、捺印検査、
出荷までの一連のプロセスを廃棄物の最小化を図りなが
ら行うことを考える時期に来ている。
　リペアやプリント基板の制限などで従来型のパッケー
ジが必要な場合、そのパッケージと同じリードやボール
を持っているソケットのようなコネクティングツールを
用いる、あるいはキャビティのパッケージに QFN、
DFN、WLP を入れることを標準化すれば業界全体とし
ての環境改善となる。

添付資料16　環境負荷を大幅に低減する QFN/DFN の
一貫ラインイメージ
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3.　粘着シート / トレイによる出荷
 　現在の実装機（チップマウンター）での高速化におい
ては半導体もチップ部品もキャリアテープに入れてで
メーカーは出荷し、実装機ではカバーテープをはがし、
テープから部品を取り出すと同時にキャリアテープを断
裁して廃棄することがほとんどである。チップマウンター
への搭載方法の開発により、粘着シートや粘着トレイに
最密で並べて出荷し、そのまま実装ラインに投入し、シー
トやトレイはリサイクルする、というようなプロセスと
環境対応基準などを業界として作成し・実行すべきであ
る。

10. おわりに
日本語には多くの格言や4文字熟語がある。半導体産業に

おいては次のような熟語を技術やビジネスにあてはめてみ
ることも十分意味がある。
1.　温故知新

 　人間が考えることは大差ない。しかし考えた時の技術
レベルや材料、様々な技術のインフラの違いにより開発
や量産、技術改善に結び付くものとそうでないないもの
がある。昭和の時代の SF 小説、漫画、映画や TV ドラ
マの中での技術や製品でいま実現しているものも少なく
ない。センサーやコンピュータ技術が急速に進歩してい
る今、1990年代、2000年代に考えられ、実験や試作され
ていた技術・製品をもう一度確認し、なぜうまくいった
のか、いかなかったのか、今の技術レベルであればどう
なるのか考察することが新しい技術開発につながる。
 また今使っているプロセス、装置、材料がどういう経緯
と理論の元に現在に至っているかを知ることも大切であ
る。

2.　花鳥風月
 　人間は年を取るに従い、若い時は花を愛で、鳥を眺め、
年を取るに従い風を感じ季節を知り、さらに月や石にも
様々な心を感じるようになる、というような意味である。
しかし別な見方では、自然界の営みのすごさ、なぜ花は
同じ時期に咲き、鳥は飛び、風が吹き、月は満ち欠けを
繰り返しながら同じ時間で地球の周りをまわり続けるの
か、という物理や生物の基本を考えさせる。エンジニア
もこうした自然のすごさと原理原則を考え、自分の担当
分野だけでなく、たまにはのんびり花や鳥、月を見なが
らいろいろなことを考える時間を持つことが必要である。

3.　地産地消
 　環境問題を考えると、地産地消はとても大切である。
スマホも中国での大量生産が一つの解であった時代から、
消費国の拠点での組み立て、回収、修理などの仕組みを
作り上げ、必要な部品を供給することが物流コストや梱
包・包装材の廃棄の観点などからは良い。スマホに限らず、

様々な電気・電子部品について地産地消・回収・修理の
仕組みを作ることが大切である。

4.　適材適所
 　多くの会社・組織においてその人事での適材適所は重
要である。技術開発や生産技術においても本人の能力や
性格に適さない仕事を与えることは賢明ではない。これ
を最終電気・電子機器に当てはめると必要以上の機能を
持つ半導体を使用することは意味がなく、機能が足りな
ければ商品として成立しない。
 適材適所を見極める能力が管理者、経営、エンジニアに
は必要である。

5.　安もの買いの銭失い
 　設計や製造現場を預かるエンジニアはそれにかかわる
ソフトや部材・部品の価値を正しく理解し、選択する力
が必要である。価格の高すぎるもの、逆に安すぎるもの
はその理由を正確に把握しなければならない。安いもの
はやはり品質が落ちる、寿命が短い、模造品の可能性も
ある、など多くのリスクを伴っている。サプライヤーと
ユーザーの関係は win/win つまり、正当な利益をお互い
に認め、継続した品質保証・製造プロセスの改善・開発
に費用を使えなければいけない。

用語の解説
CPU Central Processing Unit
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency
EMIB Embedded Multi-die Interconnect Bridge
MCM Multi Chip Module
SiP System in Package  (System in a Package)
SOC System On Chip
DRAM Dynamic Random Access Memory
LOC Lead On Chip
BOC Lead On Board
ACPU Application CPU
POP Packager on Package
HBM High Bandwidth Memory
TSV Through-Silicon Via
SRAM Static RAM
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
SSD Solid State Drive,
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