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半導体業界特性

本講座の目的

エレクトロニクスの進歩は、半導体の進歩とともにあると言っても過言

ではありません。半導体産業がどのように発展してきたのか。業界の

現状、特徴、構造などについて学び、更に将来の展望も議論しましょ

う。

＊トランジスタは誰が発明したのか？

＊これを発展させたのは誰か？

＊エレクトロニクス時代はいつ始まり、どのように発展してきたか？

＊半導体製品には、どんな種類があるのか？

＊半導体は、どんな用途に使われているのか？

＊半導体のビジネスをリードしているのは、どんな企業か？

＊半導体製造のための装置や材料を作っている企業は？

＊中国の半導体業界は、優れているのか、遅れているのか？

＊半導体の将来は、希望に満ちているのか？

こんなテーマを考えてみたいと思っています。

目次

１．半導体産業の歴史 ーーーーーーーー ３

２．半導体の製品にはどんなものがあり

どんな用途に使われているか ーーー １０

３．半導体の業界の現状について ーーー ２１

４．半導体業界の将来展望 ーーーーー－ ３７

頁
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サンフランシスコ

パロアルト

サンノゼ

ベイ空港

太平洋

シリコンバレーの地図

サンフランシスコの南に多くの

有名なエレクトロニクス企業が

展開され、電子産業の世界の

中心となっています

１．歴史 ショックレー研究所とＩＣの発明

テキサス・インスツルーメントの

ジャック・キルビー

ＩＣ発明でノーベル賞に輝く

フェアチャイルドの創立者で続いて

インテルも創立したロバート・ノイス

（「シリコンバレーの主」と綽名された

功労者）

シリコンバレーを開いたショックレー

トランジスタの発明者のショックレーは、

学者とは思えないビジネスセンスのある

方で、東海岸のベル研究所から、西海岸

のカリフォルニアに自らの研究所を設立

し、トランジスタの生産を始めました。今

日、サンフランシスコの南に展開している

シリコンバレーは、ショックレー研究所に

始まる訳です。

（もし、ショックレーがテキサスに研究所を

設立していれば、シリコンバレーでは無く

て、テキサスプレーンが半導体やエレクト

ロニクスの中心になっていたことでしょう）

ＩＣの発明は、キルビー？ ｏｒ ノイス？

キルビーは、一つのチップに多数の素子を組み込むと言う集積回路の

基本を考えましたが、実際に実用になったのは、ノイスが考案したプレー

ナー型ですから、どちらの発明が重要かについて、業界で論争がありま

した。
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メモリービジネスの特徴

WSTSデータを元に筆者作成（２０１６年以降は推定値）
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新商品を１０００円で発売

生産性工場
歩留まり３０⇒８０％に

価格３００円に下落

次世代商品（歩留まり３０％）
を１０００円で発売

これを繰り返す

メモリー業界のビジネス・スタイル

上図は、ＤＲＡＭの世代毎の販売数の

推移が表されており、およそ３年毎に

集積度４倍の次の世代に入れ替わり、

出荷数量も次第に伸びています。ＩＣの

集積度が年々増加すると言う「ムーア

の法則」そのものです。

新しい世代のメモリーは高い単価で販

売されますが、ビット数が４倍になって

いる場合、ビット当たりの単価では安く

なります。

歩留まり３０％でも生産開始する場合

があり、２，３年で８０～９０％に向上し

ます。上図のように、高性能の次の世

代のDRAMが完成すると、再び高価格

で販売することが出来ます。このように、

半導体ビジネスでは、微細化された新

世代の高集積、高性能デバイスを次々

と商品化することにより、ビット単価は

どんどん下がり、ＬＳＩ価格の下落を克

服するというサイクルを繰り返すビジネ

ススタイルをとっています。
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３．２ 不純物半導体

Si Si Si

Si Si Si

Si Si

真性半導体

5価の元素を加えると、１原子当たり１個

余分の電子が生ずる。この電子は通常

の温度（室温）において原子の束縛を離

れて、自由に動ける。

３価の元素を加えると電子が1個不足し、空孔が

生じる。これを正孔(hole)と呼ぶ。

正孔は実際に存在する粒子では無いが、粒子と

考える事に依り、電流の動きを理解し易くなる。

Ｎ型半導体：

この余分の電子は自由に動き回ることが出来、

自由電子(free electron)と呼ばれる。

不純物濃度が増すと、電気伝導度が上がる。

その不純物原子は固定された正のイオンとな

る。（ドナーと呼ばれる。）

Ｐ型半導体：

正孔は正電荷を持ち、自由に動き回ることが出

来る。不純物濃度が増すと、電気伝導度が上が

る。

その不純物原子は固定された負のイオンとなる。

（アクセプタと呼ばれる。）

Si B Si

Si Si Si

Si Si

正孔
キャリア

N型半導体 P型半導体

Si As Si

Si Si Si

Si Si

電子
キャリア

正孔（電子の抜け跡）の有った所に右側の電子が移ると、正孔が左から右に移動した事になる。

正孔の移動方向

電子の移動

Si B Si

Si Si Si

Si Si

電子の移動

Si B Si

Si Si Si

Si Si

Si B Si

Si Si Si

Si Si

正孔 電子

正孔の移動の説明

サンプル



４．２ P-N接合の整流特性

PN接合のキャリアの流れは上図の様になる。

順方向：Pを正極、Nを負極に印加すると、大電流が流れる。

接合領域近傍のP型層内にある正孔は電界によりN型層内に注入される。

同様に接合領域近傍のN型層にある電子はP型層内に注入される。

逆方向：Nを正極、Pを負極に印加すると電流は流れない。

これは、接合部近傍のキャリアが接合部から離れる方向に移動する為である。

逆方向リーク電流：逆方向バイアスで流れる微少な漏洩電流。

空乏層で発生するキャリアによる電流で、結晶中或いは界面(表面）の品質

（発生中心）に依存する。結晶欠陥が多いと電流も大きい。

又、この印加電圧により、空乏層巾は変化する。順バイアス時には狭くなり、逆バイアスでは広く

なる。

電子

正孔 アクセプタイオン

ドナーイオン

電子と正孔の再結合

電子

正孔 アクセプタイオン

ドナーイオン

電子と正孔の再結合

電圧
電
流

順バイアス

逆バイアス
電圧

電
流

順バイアス

逆バイアス

PN接合の電圧-電流特性

PN接合に外部か電圧を印可すると、下図の様に正負で非対称な特性を示す。
電流の流れる方向を順方向、電流の流れない方向バイアスと言う。
この特性を整流特性と呼ぶ。

正孔の注入 電子の注入
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■半導体製造プロセス環境の概要

■CMOS LSIプロセスの流れ

■シリコン（Si）ウェハの知識

■半導体製造プロセス

■歩留・コスト他の知識

■APPENDIX

【前工程 ウェハ工程】

講座プログラムは上記5項目で構成し、半導体を製造するための

環境、製造プロセスの評価において不可欠な歩留やコストにも目
を向けながら半導体製造プロセスを中心に講座を進めてゆく。

添削問題については、上記5項目において添削問題を予定してい

る。文中の記述については馴染みの薄い用語もあろうかと思うが、
疑問な点は質問にて問合せをしていただきたい。Appendixについ
ては参考程度の記述とする。
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ダマシン法による配線形成

SiO2

配線溝形成

バリアメタル形成

銅（Cu)電解メッキ層形成

平坦化（CMP）

層間絶縁膜

（配線形成完成図）

配線の微細化に伴う種々の弊害を回避するために電極や配線材料に
従来のAlからCuへの転換の方向性を説明した。
ここでは、 Cu配線の形成に利用されるダマシンプロセスを説明する。

この場合の配線工程では配線溝への金属の埋め込みにより配線そのも
のを形成する事になる。
埋め込む金属としては銅（Cu）が使われるが、溝を形成後、CuのSiO2、Si
への拡散を防止するためのバリアメタルを形成する。
その後、電解メッキ法を用いた銅（Cu）で配線溝の埋め込みと同時に表
面全体を銅（Cu）膜で覆う。
銅（Cu）で覆れた表面をCMPという研磨技術を用いて配線溝を除く表面
の銅（Cu）膜を除去する。

平坦化が終了すると配線溝部のみの銅が残ることになりダマシンプロセ
スは完成する。
層間絶縁膜中に形成されたビア（Via）と呼ばれる接続溝の銅を同時に
埋め込む形成法をデュアルダマシンという。
超微細化が進むLSIでは、正確に平坦化できるCMP技術が発展し、これ
がダマシンプロセス技術の進歩に大きく貢献した。
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Si

SiO2

Si

SiO2

Si

レジスト

(1)Siウエハ

(2)SiO2成膜

(3)レジスト塗布

(4)SiO2薄膜エッチング

(5)不純物イオン注入

(6)不純物イオン注入
イオン注入領域

イオン注入プロセスの概要

イオン注入プロセスを説明する。
ここでは酸化膜（SiO2）に覆われたSi中へ不純物イオンを注入する例である。
Siウェハ上に成膜された酸化膜（SiO2）にレジスト（PR）を塗布し、リソグラフィ、エッ
チングプロセスによって形成された溝に不純物イオンを注入する。
この時、Siの結晶は破壊される。

破壊された結晶性を回復し、注入された不純物を結晶位置に組み込み電気的に
活性にするためには熱処理が必要となる。

注入する不純物はp型不純物としてボロン（B）、n型不純物としてリン（P）、
ヒ素（As）が多く用いられる。
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パッケージの基本構造 （QFPタイプ）
周辺配列端子タイプ

⑤：モールド樹脂
①：半導体チップ

②：リードフレーム
（外部リード端子部） 銀スポットめっき

③：ワイヤ（金線等）

④：ダイボンド材
②：リードフレーム
（ダイパッド部）

④：ダイボンド材
（銀ペースト）

リードフレーム

⑤：モールド樹脂
（エポキシ樹脂）

①：半導体チップ
③：ワイヤ
（金線等）

（外部リード
端子部）

②ダイパッド

ポスト部
銀めっき

(Quad Flat Package)

上図は半導体パッケージの代表的なタイプであるQuad Flat Packageタイプの構造図である。
① 半導体チップ

② リードフレーム：材質として主にFe-Ni合金（４２アロイ）か銅合金が用いられ、製法としてプレス
法、エッチング法がある。
ダイパッド部、ワイヤボンドポスト部は主にAgのスポットめっきが施される。Au

めっきを施すこともある。
外部リード部はモールドパッケージ後、銅、ビスマスなどを微量添加した錫めっき
が施されることが多い。
①の半導体チップがダイパッド部に搭載される。

③ ワイヤ ：主にAu 線が用いられる。 Al線、Cu、Ag線を用いることもある。
①の半導体チップの電極パッド（材質はAl 系）と②のリードフレームのワイヤ
ボンドポスト部（Ag めっき）とを電気的な結合をするのに用いる。

④ダイボンド材 ：主にAg ペーストが用いられる。エポキシ樹脂ペースト、半田、シリコーン樹脂
ペーストを用いることもある。
②のリードフレームのダイパッド部に①の半導体チップを搭載接着するのに用い
られる。

⑤ モールド樹脂： 主にエポキシ樹脂が用いられる。シリコーン樹脂を用いることもある。
①の半導体チップを外部環境から保護する。
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パッケージの変遷
電子機器の小型化を実現するために、実装密度の向上を目指して半導体
パッケージは開発されてきた。

1） 初期のトランジスタパッケージ（挿入実装タイプ）の延長である DIP(Dual in line Package)から
始まり、半導体チップの高集積化（多ピン化）と実装密度の向上の要求（小型化）に伴って、
表面実装型のパッケージがラインナップされた。（SOP, QFP）

2） さらに昨今の半導体の微細配線技術の向上により、半導体チップの縮小、多ピン化が進む中で、
パッケージ外部端子の狭ピッチ化とパッケージの薄型化が進行した。

3） 従来の周辺配列外部端子の狭ピッチ化は、実装技術の難易度を高め、その解決の一つとして
エリア配列外部端子パッケージ(BGA/LGA) へと進展した。

4） 電子機器の高機能化、小型化が進展する中で、小型化、高密度実装の要求に応え、半導体
チップサイズと同等もしくはそれに近いパッケージサイズのCSP （チップ サイズ パッケージ）
が出現し、半導体ウェハ状でパッケージ化してしまうウェハ レベル パッケージ (CSP)に
発展している。（後述）

5） さらに高密度実装を図るため、３次元実装を実現させたスタックドＣＳＰへと発展し続けている。
（後述）

多
ピ
ン
化

ZIP

挿入実装タイプパッケージ 表面実装タイプパッケージ

SSOP TSOPSOPDIP

TQFP

SOJ

QFJ

SKINNY DIP

QFP

SHRINK DIP

BGA

PGA

小型化

CSP(FBGA)/WLCSP

① ②

周辺配列端子タイプ②-1

エリア配列端子タイプ②-2

TCP

(Tape  Carrier

Package)

主にメモリIC系

主にロジックIC系
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パッケージと高密度実装技術の変遷

・上図は、高密度実装の端子数密度と外部端子間隔ピッチのスケールから見た変遷を示した図である。
円と年代は、そのパッケージが登場した年代を表している。
・当初、挿入実装タイプのIC を実装した挿入実装法の端子数密度は１０本／ cm２程度であった。
・その後、表面実装タイプのIC が登場して、周辺端子実装とはいえ、プリント配線板片面のみで５０

本／ cm２までに実装密度が向上する。 単純ではないが両面換算すると１００本／ cm２となる。なる。

・実装密度は向上したが、端子ピッチが狭ピッチとなり、実装不良の増大など実装の難易度が高く
なり、それを解決すべく、エリア端子実装のBGA が提案され、実装の難易度はかなり軽減される。
・しかし、さらなる実装密度の向上を目指してBGA タイプのエリア端子パッケージの狭ピッチ化が
進められて、１９９５年に登場したCSP は、プリント配線板片面のみで約２００本／ cm２の高密度を
実現し電子機器のさらなる軽薄短小化を促進させた。
・さらに、ウェハレベルCSP の開発により、３００本／ cm２の高密度の可能性が出てきている。
しかし、この段階ではかなりの狭ピッチの実装が必要であり、実装技術のレベルアップが必要と
された。
・２００２年以降に出現した３次元実装は、従来の実装密度を測るスケールでは計測できない実装方法
であり、高密度実装の分野に大きなインパクトを与えた。その後、各種の三次元パッケージが開発
され、特に携帯用電子機器に採用が進み電子機器の軽薄短小、性能向上に寄与している。
現在も、各社で三次元パッケージ、実装法が開発されており、携帯用電子機器のキーテクノロジー
になっている。
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FBGA(CSP)

BGA

エリア端子実装

周辺端子実装

端子数密度（端子数／cm２）

１９７０年代

１９８０～
１９８５年

１９９０年～

１９９０年～

１９９５年～

１９９８年～

FBGA(WL-CSP)

第一次革命の波
第二次革命の波

３次元実装

第三次革命の波

２００２年～

（挿入実装タイプ）

周辺端子実装
（表面実装タイプ）

（表面実装タイプ）
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鉛フリーはんだプロファイル（Sn-Ag-Cu系）

３０±１０秒 はんだ接合後

２００℃以上、３０秒max．

９０±３０秒

パッケージの流れ

温
度

２５０

（℃）

２５０１００ ２００
時間（秒）

プリヒート時

１９０±５℃

１～４℃／秒

常温時

１５０

２００

（鉛フリーはんだ：
はんだにより異なる）

ピーク温度時（はんだ溶融時）

２４０℃max.

エリア配列端子パッケージの
実装はんだ付け時の反り挙動

エリア配列端子型のパッケージは、その構造上パッケージの片面にのみ封止樹脂がモールドされ
ている。
そのために、パッケージを構成している半導体チップ(Si) 、インターポーザ、モールド樹脂の３つの
材料の熱膨張係数の差異により、パッケージの反りが発生し易い構造である。
特に、インターポーザ材料にガラスエポキシ基板などの有機材料を使用したパッケージは、有機材料
の熱膨張係数が比較的大きいために、パッケージの反りが発生し実装工程で問題になる。

上図は、リフロー工程の加熱状況におけるパッケージの反り状況を表している。
パッケージ材料の構成が通常の場合、常温時には上側に反り（Cry ：涙を流して泣く）、プリヒート
時は、モールド封止時と近い温度なのでほぼ平坦になる。さらに温度が上昇しピーク温度になる
と下側に反り（Smile ：微笑む）、冷却時には徐々に平坦に戻り、さらに温度が下がり常温に戻る
とやや上側に反った状態で「はんだ」で固着される。

このパッケージの反りの対策を行わなければ良好な実装ができない。
次ページ以降にその対策のいくつかを記す。
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「クリーンテクノロジー」

半導体総合コース

半導体デバイスはプロセスの微細化を繰り返して高機能化
を実現してきた事は既に学ばれた通りです。
半導体関連企業はこうした半導体デバイスの微細化への
実現に必要不可欠な製造環境のクリーンレベル向上に
継続的に取り組み、半導体ビジネスの採算性を追求して
きました。
ここでは、半導体デバイスの生産現場において展開される
クリーン環境維持活動に眼を向けて考え方やその方法に
ついて説明を加える事とします。
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製造プロセスにおける異物付着の影響

成膜工程における異物付着は異物上への膜堆積による
不具合要因の断線等でデバイスに致命的欠陥となります。

プロセスルールの約1/2サイズの異物除去が必要であると
いわれていますが、プロセスルールの微小化に伴い、異物
付着の根絶を目指す事が重要となっています。

シリコン(Si) ウエハ

CVD－SiO2膜

異物

異物による薄膜異常

上図はシリコンウェハ上にCVDでSiO2薄膜を形成する際に
表面に付着した微小な異物の影響を示した例です。
本来ならば一定の設計膜厚で形成されるべきSiO2薄膜は
微小異物の影響を受けてその連続性を失う事になります。
この連続性の喪失はそのままパターンの異常という致命的
欠陥として製品品質の低下や品質信頼性の低下といった
不具合を招くこととなります。
微小異物上に成長するSiO2膜は異物の結晶性の影響を
受けて成長を続けるのです。
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クリーンルームの清浄度表現（２）

清浄度
許容粒子濃度

≧0.1μm ≧0.2μm ≧0.3μm ≧0.5μm ≧5μm

クラス１ 10 2 ― ― ―

クラス2 100 24 10 4 ―

クラス3 1,000 237 102 35 ―

クラス4 10,000 2,370 1,020 352 ―

クラス5 100,000 23,700 10,200 3,520 29

クラス6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 293

クラス7 ― ― ― 352,000 2,930

クラス8 ― ― ― 3,520,000 29,300

ＪＩＳ規格ＪＩＳ B 9920（ISO規格 ISO 14644-1）の例

（１ｍ 中に含まれる0.1μm以上の微粒子数）３

※アメリカ連邦規格 （Fed.Std.209D）のクラス１はISO規格のクラス３、
またクラス１０，０００はクラス７にそれぞれ相当する。

※クラス３は前工程清浄度、クラス７は後工程清浄度のレベルを示す

１ｍ

１ｍ

１ｍ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（クラス１の例）

0.1µm粒子
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バスタブカーブ

故障率の時間変化を表すと浴槽（バスタブ）の形に

故
障
率

時間

耐用年数（例、10年）

初期故障
期間 偶発故障期間

磨耗故障
期間

規定の故障率（例、50 Fit）

半導体が製造されてそれが使われていくうちに、故障率が時間経過とともにどう変化するか、

それを表すと上のグラフのようなカーブを描く。このカーブがバスタブ（西洋式の浴槽）を横から

見たような形をしているので、これをバスタブカーブと呼んでいる。

故障の期間を３つに分け、初期の故障が減少する期間を初期故障期間、次に安定した低い

故障率を示す期間を偶発故障期間、最後に故障率が上昇する期間を摩耗故障期間と呼び、

それぞれ、上の表のような特徴で表される。

初期故障期間
時間経過とともに故障率減少。
主に製造上の欠陥や材料不良が短時間に顕在化する期間。

偶発故障期間
散発的に故障が発生。
故障率ほぼ一定。

摩耗故障期間
磨耗や疲労などで故障。故障率は時間とともに増加。
材料の物理限界などで発生。
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測定原理による分類 方法・装置 解析対象例

光学像観察

光学顕微鏡 表面の観察

共焦点顕微鏡 凹凸の大きい表面の観察

エミッション顕微鏡 発光箇所の検出

液晶法 発熱を伴うリークやショート

EB（Electron Beam）
利用

SEM 形状観察

TEM 微小構造解析

Ion Beam 利用
FIB 表面の微細加工

SIM 表面・断面の観察

レーザ光利用
OBIRCH

（オバーク）法
電流異常箇所の検出

X 線利用 X 線解析装置 内部構造の観察

原子間力 AFM* 表面の原子的凹凸の観察

*AFM: Atomic Force Microscope

様々な検査装置・解析装置

様々な検査装置・解析装置がある

装置によっては故障解析だけでなく、製造プロセスの検査工程でも使われる。

市場で起きた故障の原因や、製造工程中の不良の原因等を追及するのに、ここで述べる

検査装置・解析装置が使われる。これらの装置は、その測定原理によって分類できる。また、

それぞれに向いた解析対象がある。何を解析するかによって、適切な方法・装置を選択して、

解析に取りかかる。
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AND, OR, NOT（2/2）

回路動作をスイッチでたとえると

AND, OR, NOT の回路動作をスイッチでたとえると上図のようになる。AND はスイッチ二つが

直列になった回路、OR はスイッチ二つが並列になっている回路として表すことが出来る。こ

の時、論理 1 でスイッチを上げる、論路 0 でスイッチを下げるとすれば、論理動作が理解しや

すい。

A

B
Y

YA

A  B  Y
0  0  0
0  1  0
1  0  0
1  1  1

A  B  Y
0  0  0
0  1  1
1  0  1
1  1  1

A  Y
0  1
1  0

回路 回路のマーク
概念図（1 でｽｲｯﾁを上げ、

0 で下げるとすれば）
真理値表*

AND 回
路

OR   回
路

NOT 
回路

片方のｽｲｯﾁでも
上げれば点灯

0

1
0

1

1

0

ｽｲｯﾁを上げれば消灯

両方のｽｲｯﾁを
上げれば点灯

1 1

0 0

A

B
Y
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デジタル LSI 開発プロセス全体

業務は階層化され、
設計者（ユーザ）の
負担が重くなる。

設計者（ユーザ）と半導体メーカとの分担（例）

LSI 量産

実機導入

ES 試作

マスク製作

ES 評価

量産指示

製品出荷

レイアウト設計

仕様設計

システム設計

論理設計

タイミング検証

構想

アーキテクチャ設計

論理合成

ES

量産品

設計会社

ネットリスト

仕様書

半導体メーカ

設計者（ユーザ）

デジタル LSI の開発フロー全体を示している。これも一例である。この例のように、設計者

（半導体ユーザ）側で仕様設計の段階まで終わった後、仕様書を設計会社に渡し、ネットリス

トまで出してもらう場合もある。デジタル LSI は、設計の業務が階層化されていて、設計者側

の負担が重くなっている場合が多い。
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