考察 : 最先端パッケージング・実装技術
第二回

パッケージング技術の推移と課題
有限会社エー・アイ・ティ
か とう
かずのり
加藤 凡典

1．半導体のパッケージの目的と標準化

という書き方をすると若干異なった表現となる。

半導体製造工程は大別すると前工程と後工程に分けられ

半導体パッケージはチップ（デバイス）の持っている機

る。前工程とはシリコンや化合物などのウエハーに多数の

能を最大限発揮させるために必要な工程であり、前工程で

集積回路を作る工程であり、話題となっている TSMC が熊

発生していた不良チップを除去し、長期間搭載された電気・

本に SONY などと計画している工場のように、最近では

電子機器の中でチップ（デバイス）がその持っている機能

7,000億円から8,000億円の費用がかかるものである。（アメ

を発揮し続けることができるようにする、ということであ

リカでの最先端の工場は１兆円を超えるといわれている）

る。

一方後工程とは集積回路の製造が完了したウエハーを集積
回路ごとに一つずつ個片化し、用途に応じて決定されるパッ
ケージとして製造することであり、後工程の設備投資金額
は前工程に対し２桁低い時代が続いてきた。しかし今後こ
うした状態は大きく変わるかもしれない。
単一の集積回路をパッケージにする目的は次のようなも

添付資料１ 半導体パッケージの目的と世代ごとの技術課題
プラスチックパッケージの目的
半導体チップやデバイスの保護
発生する応力の緩和
熱放散
再配線機能 テストのための
再配線機能 標準化されたレイアウト
再配線機能 Fan-in あるいは Fan-out
磁気シールド
信号伝達
電源供給

補 足
実装技術、筐体との統合設計が必要
実装後のアンダーフィルやエラストマーなども必要に応じて使用
パッケージ内と筐体内での熱放散技術の組み合わせ
テストソケットやテストボードとのコンタクト
IPC JEITA JEDEC などの規格
IC, LSIのパッドからの fan-in fan-out
シールド板の内蔵、パッケージ表面へのシールド層の形成
電源供給とグランドはセット

のである。
①

集積回路と外部との電気の接合

②

集積回路と外部との信号のやりとり

③

集積回路の保護（含む熱履歴や吸湿により発生する応

1980年代
(プラスチックパツケージ
による表面実装)
低コスト
高信頼性
薄型・小型

力の緩和）
④

標準化されたリード、ピン、半田ボール、ランドなど

1990年代
実装性や実装の歩留まり
(ex. BGA vs. FQFP)
High Performance
(ex. Heat Sink, Grand)
用途に応じた適正なパッケージの選定
Device to Final System

2000年代
2D + 3D
System in Package
C,R,L Embedded
各種 Module

System Packaging Integration
Environmental Compliant

パッケージングと実装の境界の消滅
多くのデファクトスタンダード

の位置の作成
⑤

標準化された外形寸法の作成

⑥

必要に応じたテストを行い、信頼性のある良品を製造
する

⑦

熱放散

2．パッケージの変遷
半導体パッケージは集積回路の実用化が始まったときか
ら使用される最終電気・電子機器によって選定され、開発が

このうち①－③については普通に考えられる目的である

進み、改良されてきた。そして一つの特徴として、特殊ない

が、半導体のパッケージにおける標準化はねじ・釘と同様

くつかのパッケージを除き、世代交代が起こることはほとん

工業製品という観点からはとても重要な項目である。特に

どないということである。1964年ころ日本で初めて作られた

汎用の半導体に関しては、ピン、リード、ボール、ランドな

半導体は DIP（Dual in line Package）にパッケージされて

どターミナルの配列やパッケージの外形は標準化されたも

いたが、現在もこの DIP はまだ広く用いられている。最先

のでなければならない。また様々な特性についてもその測

端 の Intel の EMIB（Embedded Multi-Die Interconnect

定方法や公差なども標準化と規格が必要となる。半導体を

Bridge）のパッケージと最も古いタイプの DIP がともに市

使用するための電源など様々な条件も世界共通の規格が作

場で使われているのが実状である。また同一の半導体集積回

られていることは知っておいてもらいたい。

路でも複数の異なるパッケージとして用いられている例も

参考 JEITA 電子情報技術産業協会 / 電子デバイス部門
https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard/list.cgi?cateid
=5&subcateid=32

少なくない。
パッケージング技術の開発、改善はそのほとんどが用途
つまり使用される電気・電子機器からくる必要性 =needs
によって行われてきた。第一回の実装において記載したが、

目的という観点でまとめると上記のようになるが、機能、

半導体前工程においてパッケージの役割はウエハー上に多
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数製造された集積回路を実際に使えるようにすることであ

1990年代前半

る。ここで必要となる項目使用される電気・電子機器によっ

技術が大きく進歩

パソコンの普及によりパッケージング

てさまざまであり、製品によっては下記のような制限や要

⇒

DRAM 用 LOC、0.5mm pitch 208 pin QFP、多層

求がある。

QFP

①

要求されるフットプリント（面積や配列）の制限

1995年頃から携帯ビデオ等の携帯機器中心により軽く

②

高さの制限

小さいパッケージが実用化

③

求められる信頼性の確保

⇒

④

搭載されるプリント配線板からの制限

⑤

パッケージのコストとトータルコスト（テストや信頼

各 種 CSP（Chip Size Package または Chip Scale
Package）、WLP（Wafer Level Package）BCC
（Bump Chip Carrier）

性試験などのコストを含む）

1998年 頃 か ら 携 帯 電 話 の 本 格 量 産 が 始 ま り、Chip
Stack 技術が確立

1965年から1980年過ぎまでは標準化された限られたパッ

⇒

パッケージ内に SRAM + Flash memory のチップ

ケージが使用されていた20数年間であった。その後2010年

積層、４段、５段重ね

過ぎまでは半導体のパッケージはまさに needs によって開

2000年以降

発・改善されてきた。しかし、2010年ころから一つのチッ

能の急速な増加

プのみ封止したパッケージの開発はほとんど行われること

⇒

がなくなり、module の時代となり、そして同時に前工程単

携帯電話 / スマホ市場の急速な拡大と機

QFN、チップ・スタックド・パッケージ、COF、
カメラ・モジュール

独では困難になった半導体デバイスの機能やスピードの向

SiP ならびに各種モジュール開発と実用が本格化

上のための機能の付加もパッケージが担うことを目的とし

1999年

スマホの原型 iMode が開始

たものになってきた。その結果モジュール製造技術の重要

2002年

携帯電話の Display のカラー化

性が増し、本章で議論している半導体後工程としてのパッ

2004年

デジタル家電と自動車により新たな技術が必

ケージ工程においては形状や構造の変化は少なくなり、熱

要に

や電磁気の制御技術やより高い信頼性の確保が主たる課題

⇒

となるようになった。

2005年

高信頼性実装技術
前工程の微細化、Low-k 材などへの対応技術

とコストダウン
1965年頃から2010年頃までの市場動向とパッケージの推

⇒

銅ワイヤーの本格的な採用

移・変遷をまとめると下記のようになる。なお下記個別の

2005年

半 導 体 パ ッ ケ ー ジ の 名 称 に つ い て は JEITA 規 格 ED-

梓）

7303-C を参照いただきたい。ED-7303C（jeita.or.jp）

2007年

iPhone の時代がスタート

2007年

Fitbit 社創立（活動量計）

1965年頃 から

リードあるいはピンを初めとした基板

ドローンの JDI 社設立（2006年最初の製品上

にリードを挿入し、基板の裏面で半田付けする挿入型

WLP、PoP、Camera Module、Wi-Fi module、MEMS

で半導体パッケージはスタートした。用途に応じてセ

マイク、ジャイロ、加速度センサー

ラミック、ガラス封止、プラスチックなどが採用された。

タッチパネル、Pen、Micro SD、近接センサー

⇒

DIP

PGA

など

大型コンピュータ、スーパーコンピュータ用 に超多ピ
ン、熱放散技術、電気特性のコントロール、Bump 技

3．プラスチックパッケージ、
BGA, WLP の標準プロセス

術などの基礎が着実に発達していった

現在 Monolithic 半導体は月におおよそ250億個、Discrete

1970年代後半よりプラスチックパッケージの量産が開

は350億個製造されていると推定できる。このうち、リード

始し、装置の自動化、部材の生産技術が確立

フレームをサブストレートとするプラスチックパッケージ

1980年代初めより SMT（Surface Mount Technology）

が68%、リジッド基板をサブストレートとする BGA が24%

= 表面実装タイプが実用化

前後となっている。この二つのパッケージの基本プロセス

⇒

２ 方向にリードがある SOP, SOJ ４方向にリード

はほぼ同じで、前者の標準工程は下記のとおりである。

のある PLCC, QFP

1.

ウエハーの Back Griding（必要に応じて）

1980年代後半に QFP の多ピン化が本格化すると同時に

 ウエハーの表面にバックグラインドテープをはり、砥

信頼性の高い TSOP と QFP の生産技術が確立

石によりウエハーの裏面から削ることでウエハーの厚さ

⇒

28 mm 角の160ピン、
208ピン QFP, DRAM 用 TSOP

を薄くする工程300mm ウエハーでは775µm 前後のもの

Type Ⅰ & Ⅱ

を Flash memory では50-60µm まで薄くする。㈱ディス
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考察 : 最先端パッケージング・実装技術

コのデモでは10µm 程度まで薄くすることも可能となっ

chip によるサブストレートとの接合が行なわれることもあ

ている。

り、その工程は下記の通りとなる。（前述のリードフレーム

グラインディング後テープの接着剤に UV 光を当てる

2.

タイプでも QFN においてはフリップチップタイプが増加

などすることで接着力を落とし、ウエハーは変形なく剥

している）

離できる。

1.

ウエハーの Back Griding（必要に応じて）

Dicing

2.

Dicing

テープフレームに張り付けたダイシングテープにウエ

3.

Flip Chip Bonding
半導体の回路面 = 表面を下面としてサブストレートの

ハーの裏面を貼り付け、ブレードやレーザーを用いてチッ

パッド面と直接接合する。

プ一つずつに分離する。ダイシングテープにはそのまま
張り付いた状態になっている。
3.

Die attach
ダイシングテープの接着剤の接着力を UV 照射などで

4.

Molding

5.

Soler plating/ball attach
BGA の場合、半田ボールを裏面にボールマウンターで

弱めテープフレームについたまま下から押し出すとチッ

搭載する。

プの間に隙間ができ、この状態でチップ一つずつをピッ

以下 wire bonding と同じ

クアップする。リードフレームのダイパッドや BGA サ
ブストレートのパッドの位置には銀ペーストなどダイア

添付資料2

タッチ材を塗布し、チップを pick & place することで

タイプ別パッケージ数量の比率
DCA PGA
CC
4% 0%

WLP
14%

チップがリードフレーム、サブストレート上に固定され
る。
その後、銀ペーストの場合は樹脂のキュアを行い、完
全に固定する。
4.

Wire bonding
ワイヤーボンダーでチップのパッドとリードフレーム、
BGA サブストレートの所定の位置をつなぐ。
チップ側はボールをつくり圧着し、リードフレーム側

プラスチック
58%

BGA(リジッドサブス
トレート)
24%

は超音波と熱を用いてキャピラリーによりステッチで接
合する。
5.

Molding
エポキシ樹脂の温度を上げ液体状にして金型内に注入
してリードフレームを封止した後冷却する。

（トランスファーモールドと呼ばれる）
コンプレッションモールドの場合は液化した樹脂と
リードフレームを圧着することで封止する。
封止樹脂も一般的にはポストキュア（熱処理）により
完全に硬化させる。
6.

8.

用したもので、プロセス数と使用部材の大幅な削減、サプ
ライチェーンの簡素化など多くの利点がある。日本のデバ
イスメーカーは新規技術の採用速度が海外と比較し遅い傾
向がある。この WLP についても市場に出てからの信頼性
の不安、後工程の工場で新規設備が必要になること、それ

プリント基板との接合に必要な鉛フリー半田めっきを

ぞれのデバイスメーカーの主要製品の種類や前工程の設計
思想にも関係していたことから、富士通（新光電気）沖電

捺印

気工業、カシオ計算機の3社に量産は限られていた。WLP

レーザーやインクで品名などを捺印する。

を大量に使用するようになったのは携帯電話、スマートホ

Trim & Form

ンであり、これらの量産は主として海外の OSAT によって

リードフレームの“つなぎ”に当たる部分を切断し、リー

行われるようになっていた。

ドの曲げ加工を行うことで、パッケージが完成する。
9.

に使われていた金バンプや半田バンプ作製のプロセスを適

Soler plating
リードに施す。

7.

３番目に多く製造されているのが WLP である。1997年
に富士通が発表した WLP は液晶などのドライバー IC など

最終テスト

10. キャリアテープまたはトレイへの搭載

WLP が再度注目されたのが、TSMC が Apple の ACPU
に用いたもので INFO Integrated Fan-Out WLP と呼ばれ
た。これは単なるパッケージではなく、Memory との機能
モジュールといえる。

二 番 目 に 多 い BGA の 場 合 wire bonding で は な く ﬂip

添付資料３を見ればわかるように、Fan-out つまりパッ
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ケージのほうが半導体チップよりも大きくして、メモリー

くまとめたものが iPTC 小林治文氏が作成した下記添付資

との PoP（Package on Package）にすることで実装面積を

料４、５、７である。

DDR4一つ分のまま CPU の機能を向上することができた。
（DRAM と CPU 間の距離が短くできる、など）
添付資料3 InFO-WLP A14 Bionic CPU and LPDDR4X PoP
（写真提供 TPSS）

また多ピン BGA のサブストレートとして広く用いられ
ているビルドアップ基板の構造も添付資料６に示した。絶
縁層としてはいまやデファクトとなっている ABF Resin を
用いた事例である。（2000年ころ、味の素ファインケミカル
が開発し今でも最も多く用いられている）当初多層基板の
コアの上にビルドアップ、つまりより微細配線層をフォト
ファブリケーションを用いて積み上げていたが、サブスト
レートの厚さが厚くなりすぎる欠点と電気特性の観点から

Apple A14 Bionic InFO-WLP-1209 package

LPDDR4X PoP-352 package

最近のハイエンド半導体向けのサブストレートは両面基板
をコアとしてビルドアップしている。
また添付資料８には TSV についても必要技術についてま
とめたものを添付してある。TSV とは Through Silicon Via
のことでシリコンウエハーに微細な穴をあけ、絶縁膜形成
後めっきを施すことでシリコンウエハーの両面間の導通を
可能とする技術である。

これらのパッケージにおいて必要となる材料は下記のよ

添付資料4

QFP パッケージング工程

うなものである。
１. サブストレート（WLP の場合は不要であるが、FOWLP
の場合仮固定のウエハーまたはガラス基板が必要）
 リードフレーム

リジッド基板、セラミック、テープ等

２. ダイアタッチ材

半導体ウエハ－

完成品

不良マーク
バックグラインド
プロービング

半導体チップ

ダイシング
リードフレーム

 銀ペースト、半田、ダイアタッチテープ等
３. ワイヤー

リードフレーム

Agペースト塗布

Agペースト

ダイボンド

半導体チップ

ワイヤーボンド

Au線

モールド（封止）

金、銅、アルミニウム、リボン等

端子メッキ

モールド（封止）

捺印

４. 封止材
 エポキシ樹脂

拡散完了ウエハー

端子加工

金属の缶

DIP

５. 半田

捺印

SOP/QFP

 外装めっき、半田ボール

SON/QFN

６. 副資材
 バックグラインドテープ、ダイシングテープ、チップ

添付資料5

トレイ、キャリアテープ、ウエハーリング等
また、必要な装置は次のようなものである。
１. バックグラウンダ

拡散完了ウエハー

BGA パッケージプロセス概要

半導体ウエハ－
不良マーク

バックグラインド

２. ダイシングソー

プロービング
ダイシング

３. ダイアタッチマシーン
４. ワイヤボンディングマシーン

端子

半導体チップ

樹脂基板

フリップチップボン

ダー
５. モールドマシーン
６. 外装めっき装置、半田ボール搭載装置
７. Trim and Forming 装置
８. テスティング関連装置

Agペースト塗布
ダイボンド
ワイヤーボンド
モールド（封止）

樹脂基板
Agペースト
半導体チップ
Alパッド

端子形成（はんだボール）
捺印
個片化（ダイサー）

Au線

封止樹脂

完了

はんだボール

それぞれのパッケージングの標準的な工程をわかりやす
18
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考察 : 最先端パッケージング・実装技術
添付資料6
FC Pad
Solder Resist

ビルドアップ PKG 基板の構造
Stager Via

Solder (Sn/Ag, SAC)

1.

Insulator(ABF resin)

リードフレームのダイパッドに半導体チップを搭載し、リー

Pin (Desktop)

ドとチップをワイヤーで接続する。これに対し LOC はダイ

Core

パッドの無いリードフレームのリード上にチップをポリイ

BGA (Laptop)

ミドベースの両面テープで貼り付けワイヤーボンディング

PTH

Pin

を行う構造で、チップ側も一般的な周辺パッドではなく、

LGA (Server)

センターパッドとなっている。この結果、同一パッケージ

Parallel lines

Necking

130 um

30 um

DRAM 用の LOC
リードフレームを使用したパッケージにおいて、多くは

サイズ内に封止できるチップサイズが大きくなると同時に、

Build Up Layers

ワイヤー長が短く、長さも一定範囲内であることから、特
性面での優位性もあり、テストの生産性も向上した。但し、
15 um

Core Trough
Hole

FC pads

Core layers

添付資料7

21 um

チップの設計の制限、チップの強度などいくつかの条件が
あるため、DRAM 以外にはほとんど適用されなかった。

Cross view of parallel lines

添付資料9

WLP プロセス

■ワイヤーボンディング技術

LOC（Lead on Chip）

LOCタイプのDRAM

通常のパッケージによるDRAM

■WL-CSP技術
不良チップ

拡散完了ウエハー
バックグラインド

不良マーク

拡散完了ウエハー
プロービング

ウエハｰ

ウエハｰ

プロービング

良品チップ

ダイシング

絶縁膜層形成
RDL形成

樹脂基板
Cuポスト形成

Agペースト塗布

封止

ダイボンド

封止樹脂研削

ワイヤーボンド
モールド（封止）

端子形成

捺印

バックグラインド

ボール形成

捺印

分割

分割

2.
添付資料8

一般的なプラスチックパッケージの断面模式図

LOCパッケージの断面模式図

TSV 三次元積層に必要な技術

BCC
携帯電話や携帯機器の普及に対し、小型、軽量のパッケー

ジが求められていた時に富士通によって開発されたのが
BCC である。この開発の特徴はまさに“発想の転換”とリー

■TSV三次元チップ積層技術
(TSV : Through Silicon Via)

ワイヤーボンディングを用いた積層技術
■MCP(Multi Chip Package)
■PoP(Package on Package)
MCP

PoP

■LSI設計技術

■利点
・LSIチップ
More than Moore
大容量伝送
低消費電力
・パッケージ
超小型・高密度実装
超多ピン接続

・三次元設計ツール
・シミュレーションツール
・ワイドバス駆動方式

■チップテスト技術

ドフレームやプリント配線板製造で広く用いられている技
術のみ用いていることから開発から量産までの期間も短く、
添付資料10

発想の転換

BCC (Bump Chip Carrier) 断面模式図

・KGD技術
BIST等

金ワイヤ
封止樹脂

■プロセス

■製造装置 ■熱
・価格
・性能

・TSV形成技術
Via Middle、Via Last
・極薄ウエハー化技術
20～50μm厚薄化技術
・積層技術
C2C（Chip to Chip）技術
W2W（Wafer to Wafer)技術

・単位体積発熱
・Power Spot発熱

■コスト
・投資金額
・プロセス

ユニークな技術 BCC

半導体チップ
ターミナル4層めっき

DIP 32 pin

レジストパータ－ン

リードフレーム用銅合金

片面からのハーフエッチング

PLCC 32 pin

BCC 32pin

Pd + Ni +Pd +Au 4層めっき後レジスト剥離

エポキシ樹脂封止

半導体チップをダイアタッチ

金線のワイヤボンディング

4．ユニークなパッケージ

基板をアルカリエッチングにて除去

私の40年近い経験で、素晴らしい開発を上げるとすると、
次の4つになる。

BCC 20 pin

BCC 24 pin

BCC 32 pin ++
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富士通の携帯電話に使用された。

用いられるようになった。特に小型のチップや薄いチップ
の場合、ダイシングテープをそのままダイアタッチにも使

３.

チップスタックパッケージと DAF（Die Attach Film）

用できるように開発したもので、ダイボンディング工程で

一つのパッケージ内にチップを積層したのもが広く用い

のダイボンド材の塗布やディスペンスという、1工程が削減

られるようになったのは携帯電話からである。シャープが

できる。チップ積層による3次元マルチチップパッケージに

SRAM と Flash Memory を積層し、リードフレームを用い

適用する場合は、既にボンディングされたワイヤーへはダ

たパッケージに封止したものが量産では最初のものとされ

メージを与えず、そのチップの上に他のチップをダイボン

ている。三菱電機はリードフレームの両面にそれぞれチッ

ド出来るように改良されていて、ダミーチップも不要にし

プをダイアタッチしたものも製造した。

ている。

Flash Memory の場合、バックグラインドにより厚さを

ダイシングダイボンディングテープ LE Tape（標準プロ

薄くし、多数の Flash Memory を積層することで容量を増

セス用）¦ Adwill［半導体関連製品］¦ リンテック株式会社

すことがパッケージ内で可能であり、さらにここにコント

（adwill-global.com）
https://www.adwill-global.com/tape/diebonding-le.html

ローラを積層すると SDCard などのメモリーメディアとす
ることができる。
半導体チップをパッケージ用のサブストレート（リード

4.

エピフィルム・ボンディング

フレーム、リジッド基板、テープ、セラミック等）に搭載

沖電気が LED のエピフィルムを半導体の上にボンディン

する場合、ダイアタッチ材として半田や銀ペーストが用い

グすることで、ワイヤーボンディングを殆ど使用しないで

られてきたが、ダイボンディング用に設計されたテープも

LED Array を完成させたもので、2007年の第二回ものづく

添付資料11 携帯電話における３次元実装の推移（by TPSS）

エレクトロニクス（2007.2.2６ P.117～129）に技術論文とし

Memory → Memory + ASIC

て掲載された。こうした Thin Film の技術はこれからの様々

Small and thin and high density
POP、Module、embedded

(Jun.2006)
POP

Jun.2004

な開発に用いるべきであると考えている。

4chip + 2 spacer

(Jan.2000)

FBGA(T) 64pin

1999.12

アが装置メーカと一緒に短期間で開発に成功し、タイ工場
での量産まで確立した素晴らしい技術である。詳細は日経

(Jan.2006)
LSI embedded
module

MCP ⇒ SiP
3 D by PoP, CoC ,TSV

り日本大賞・優秀賞を受賞した。限られた人数のエンジニ

FBGA(L) 289pin

FBGA(T) 70pin

(Apr.2004)
FBGA(L) 277pin
3chip+1spacer

(Jun.2001)

5．信頼性の確保
パッケージにおいてエンドユーザーがその集積回路を安
心して長期にわたり故障なく使用することができるように
することが信頼性の確保である。JEIAT では信頼性に関し

TSOP 52pin

て30以上の規格が制定されており、半導体デバイスにとっ
W/B＋FC

て、信頼性は常に存在し、改善が求められ続ける項目である。

Au-Au

プラスチックパッケージにおいて信頼性を阻害する要因
添付資料12 フ
 ラッシュメモリーはチップスタック

で最も代表的なものがリードフレームと樹脂の密着性不良

パッケージが最もよく使われている。

である。これは金属と樹脂はもともと結合力がほとんどな

６４B Transcend ULTIMATE Class 10

８枚のフラッシュメモリーをチップスタック
コントローラをフラッシュメモリーの上にスタック

microSDカード １６GB
：１８ミクロン厚チップ実装例
◆わずか７００ｕｍに１７枚のデバイスを搭載

い、金属には酸化膜がある、エポキシ樹脂やポリイミドは
吸湿性がある、パッケージング工程とプリント配線板への
実装工程で250‐300℃の加熱工程がある、金属と樹脂では
熱膨張係数が異なるなど様々な理由から金属と樹脂の界面
に隙間ができる。この隙間から水分が侵入し、chip のパッ
ドやサブストレートの配線に腐食などの異常が発生し半導
体としての機能に問題が発生する大きな原因となるからで
ある。
DRAM のようにチップサイズの大きいものでは、表面処
理だけではなく、デザインそのもので（ディンプル加工、
ハー
フエッチングによる様々な凹凸の加工や貫通孔）封止樹脂

C

FBGA
F

FBGA

20
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By TPSS

SEMICON Japan 2011
3D 実装エリア
3D Packaging Area

の物理的食いつきを改善し、かつ熱履歴で発生する界面の
ストレスの低減を行ってきた。もともと日本ではリードフ
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考察 : 最先端パッケージング・実装技術

レーム用素材として42合金（鉄－42% ニッケル合金）が多

添付資料14

く用いられていたのは、この合金の熱膨張係数がシリコン
に近く、かつ銅合金と比較し酸化膜が薄く安定しているた
め、熱履歴による熱膨張係数の差による応力や、酸化膜の
剥離がほとんど起こらず、信頼性が高いからである。

Wettable Flank QFN 観察結果
（TPSS 提供）

PKG Type (Manuf.)
Manufacturer
Function

X-ray and Cross section

VQFN-HR 22 pin
Texas Instruments
Switching Voltage Regulators
View

銅合金によるリードフレームのプラスチックパッケージ
において剥離部を解析すると、樹脂とリードフレームの界
面での剥離ではなく、銅表面に生成した酸化膜と銅材との

Chip size : 3.6 x 1.85 x 0.32 mm
PKG Size : 5.0 x 4.0 x 0.85 mm

界面から剥離が起きていることが多く観察された。さらに
ワイヤーボンディング用の銀めっきはリード側面やダイ
パッドの裏面にめっき漏れ、という形で付着していること
があり、この銀と封止樹脂の密着性は極めて小さいことが
分かっている。したがって銀めっきはワイヤーボンディン

Wettable Flank
プリント配線板への実
装後の半田フィレット模
式図

半田フィレット
リード
フレーム

外装めっき
リードフレーム
クリーム半田

PWB

PWB

グに必要な部分以外には付かないようにする技術が求めら

通常 QFN

れている。部分銀めっきについてはめっきマスクを用いた

Wettable Frank Type

ものと電着レジストを用いたものがある。めっきマスクを

を始めとする高信頼性を求める QFN パッケージには広く

用いたもののほうが低コストで生産性も高いが、リード先

用いられるようになっている。

端のめっきアリアのリード側面の銀の漏れは制御が困難で
あり、めっき後、漏れた銀を剥離する工程を設けているが、

BGA 用リジッドサブストレートも使用される銅箔やめっ
き回路の表面粗度は重要な項目となっている。樹脂との密

完全な除去はできない。
リードフレームの表面粗化は封止樹脂との密着性向上に

着性に優れた粗度を形成することが必要であるが、高周波

有効であり、エッチングによる粗化とめっきによる粗化が

の信号を流す場合電流は表面を流れる表皮効果があるので ,

ある。理想的にはワイヤーボンディングに必要な部分、パッ

回路を形成する銅箔や銅めっきの表面は平滑のほうが良い。

ケージ内部、表裏、パッケージの外部によってそれぞれ求

粗度を上げずに樹脂との密着性を向上させる表面処理薬品

められる表面性状は異なっているため、部分粗化が必要に

やエポキシ樹脂の開発競争が今でも続いている。

なる。ただし実際の量産においてはコストが関係するため、

スマホが高機能化するにつれ、EMC（Electromagnetic

単純な全面粗化、あるはダイパッドの裏面のみの部分粗化、

compatibility= 電気・電子機器から発生する電磁波による妨

というものも多くなっている。

害）や EMI（Electromagnetic Interface = 外部の電磁波、
電

またリードフレームのデザインやパッケージングの最終

場、磁場の影響による誤動作）対策も重要になってきた。従

工程（樹脂封止後）でリード部に溝（グルーブ）加工する

来必要に応じて銀ペーストをパッケージに塗布したり、シー

Wettable Flank（Inspectable QFN）といった技術も車載

ルド板を取り付けることは行われていたが、半導体の後工程
としてのパッケージング工程ではなく、実装技術の一つとし

添付資料13

マイクロエッチングによる表面租度の改質

封止樹脂との密着力はシェア強度では 6～7倍へと向上

て分類されていた。しかし2018年頃からスマホ用のパッケー
ジにスパッタリングで多層金属膜を形成することが広く用

２０１１年８月１日 表面技術協会夏季実習セミナー
大日本印刷（株） 池永氏

添付資料15 パッケージング工程における磁気シールド膜形成
粗化処理
Fujitsu arrows 5G, F-51A
メインボード
４つの主要パッケージに
磁気シールド膜を形成

粗化処理前の素材表面

2021年7月に発
表された古河電
工第技報140号
に報告された
めっきによる粗
化技術

Mold上の磁気シールド 金属膜 SUS/Cu/SUS

<Top>

<Side>

(断面)

Layer 3 : 0.4um
Layer 2 : 3um
Layer 1 : 0.2um

layer3:0.08um
layer2:0.4um
layer1:0.04um
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いられるようになり、半導体後工程としてのパッケージンの

Memory についても HBM（High Bandwidth Memory）も

工程の一つとして多くの OSAT がその能力を持ようになっ

開発が続くことは確実である。chiplet を含めたこれからの

た。

パッケージ・実装技術については次回以降に触れることを予

6．ハイエンド CPU 用及び Memory のパッケージ
ハイエンドの CPU は、始めはセラミック PGA であり、
PC などのメインボードにソケットにより搭載されていた。

定している。

7．今後の課題
7-1

トレーサビリティ

その後用途、つまりパソコン用、サーバー用、携帯電話や

半導体が安全保障においてもキーとなり、さらに車載、

スマホ用、データセンター用などそれぞれの要求特性やサ

交通機関、医療にも主要機能を担うようになってきた今、

イズ、発熱量などによりすみわけが行われてきた。

トレーサビリティや模造品対策は大きな課題となっている。

添 付 資 料16に Intel Pentium G5420、 添 付 資 料17に Mac
Book Air の Apple M1の CPU と Memory の搭載状態を示

7-2

環境対応技術

す。CPU の場合、
放熱技術も必須で、
これからの HPC（High

環境問題や SDGs を考える場合半導体は大きな役割を果

Performance Computing）向けのサーバーやデータセンター

たし、なくてはならないものである。しかし半導体製造プ

などこれからも様々な開発が行われていくことは確実であ

ロセスそのものやデータセンターは大量に電力を必要し、

る。

危険な化学物質を使用し、廃棄物も大量に排出する。半導

添付資料16 HPE ProLiant MicroServer Gen10 PlusPentium
G5420 3.8GHz 1P2C 8GB memory 4LFF S100i GS

体による効果が十分あるからといって、半導体製造そのも
のにおける環境対策は無視してはならず、産業界として明
確な削減指針を出す時期に来ていると考えている。

8．添付資料の説明・用語解説
添付資料

1

パ ッケージの目的と年代ごとの要求項目の
まとめ

添付資料

2

パッケージタイプ別生産数量分布

添付資料

3

TSMC に よ る InFO-WLP Apple A14の 構

添付資料

4

添付資料

5

造

10.0mm

QFP パッケージ製造プロセス（iPTC

小林

治文氏作成）

17.0mm

Flip-chip bonding

BGA パッケージ製造プロセス（iPTC

小林

治文氏作成）
添付資料17

Mac Book Air（2020）のプロセッサー

添付資料

6

ビ ルドアップ製法によるパッケージ用サブ
ストレートの構造の一例（サークル エス

Apple M1

R&C 小山晶一氏作成）
WLP-CSP パッケージ製造プロセス（iPTC

添付資料

7

添付資料

8

添付資料

9

LOC の構造

添付資料

10

BCC 製造プロセス

添付資料

11

携帯電話における３次元パッケージ

添付資料

12

Flash Memory のチップスタック

添付資料

13

リードフレームの表面粗度粗化技術

添付資料

14

Wettable Flank QFN の 構 造 と 半 田 フ ィ

添付資料

15

小林治文氏作成）
Apple M1
processor

TSV を用いた三次元積層技術（iPTC

小林

治文氏作成）
Heat spreader

Apple M1 SoC
Module size: 28.0x24.0mm
Thickness (Substrate) = 0.5mm
- Main die
No marking
Chip size: 11.4x11.9x0.4mm
- SK Hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH
4GB LPDDR4 (4266 MHz)
Chip size: 13.3mmx6.6mm

SK Hynix
H9HCNNNCRMMVGR-NEH
4GB LPDDR4X 4266 MHz
Chip size: 13.3mmx6.6mm

レットの生成イメージ図
パ ッケージング工程における磁気シールド
膜形成事例
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添付資料
添付資料

16
17

サーバー用 Intel Pentium G5420と Memory

の問題もあり、金属としての価格も高

モジュール

い。そのためリードフレームにおいて

Mac Book Air（2020）に搭載された M1プ

はリードの先端などワイヤーボンディ

ロセッサー

ングに必要な部分にだけ上記めっきを
施す。このことを部分めっき（銀めっ

用語の説明
1.

エピフィルム

きの場合は部分銀めっき）という。
エピタキシャル成長によって作られた
薄膜
エピタキシャル成長とは基板となる結

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

晶の上に結晶成長を行うことで、LED

つある半導体および実装関連の産業構造の歴史と現状につ

はサファイヤ基板上で結晶成長させ積

いてまとめてみます。

層膜として製造している。
2.

部分銀めっき

9．次回以降の解説予定

第四回（最終回）は大量に電気を用いるデータセンタや

リードフレームにおいてワイヤーボン

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

ディングのためには金、銀あるいは多

環境問題 SDGs に半導体産業がどのように対応すべきか、

層のパラジウムめっきが施される。し

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

かしこうした貴金属は封止樹脂との密

ジング、実装技術の課題を考察する予定です。

着性に乏しく、銀はマイグレーション
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