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産総研における先端半導体製造技術開発
（NEDO・ポスト5G事業）の取り組み

Development of advanced semiconductor 
manufacturing technology at AIST

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology （AIST)

エレクトロニクス・製造領域長
Director General, Dept. of Electronics and Manufacturing

安田哲二
YASUDA Tetsuji

2021年10月28日
先端半導体製造技術つくば拠点 オープニングシンポジウム



 先端3次元構造ロジック半導体デバイスの製造・プロセス技術の開発と
検証用パイロットライン整備
Development of manufacturing/process technologies and pilot 
line for advanced logic devices with 3D channel structures
実施者： 東京エレクトロン（株）、（株） SCREENセミコンダクターソ
リューションズ、キヤノン（株）
Participants: TOKYO ELECTRON Ltd., SCREEN Semiconductor 
Solutions Co. Ltd., CANON Inc..

 3DIC技術の研究開発
3DIC Technology Research and Development
実施者： TSMCジャパン3DIC研究開発センター（株）
Participant: TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.

 ダイレクト接合3D積層技術開発
Development of direct bonding 3D-stack technology
実施者： 先端システム技術研究組合
Participant: Research Association for Advanced Systems (RaaS)
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前工程PJ
Front-end PJ

後工程PJ
Back-end PJ

産総研は下記プロジェクトに共同研究先として参加（2021-2025年度）
AIST joins in three Post-5G Projects
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スーパークリーンルーム棟
（SCR）

高機能IoT
デバイス研究棟

前工程PJ
Front-end PJ

後工程PJ
Back-end PJ



【Purpose of Project】
 産総研がナノシートFETを試作できる共用パイロットライン

を整備し、東京エレクトロン、SCREENセミコンダクターソ

リューションズ、キヤノンが最先端装置を開発することで、
ロジック半導体の製造プロセス技術を国内に確保する。
Front-end Project aims to develop manufacturing 
technologies for the cutting-edge logic IC. AIST 
constructs a common pilot line to fabricate nanosheet 
FET, while TEL, SCREEN, and CANON each develop 
equipment for the future technology nodes.
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前工程PJ
Front-end PJ

【Background】
 我が国には先端ロジック半導体を製造するラインは存在しないが、半導体製造装置・材料

メーカーは高い国際競争力を維持。
In Japan, there is no semiconductor fab producing advanced logic IC, while 
equipment and materials companies remain competitive in the world market.

 2 nm世代以降のロジックICのトランジスタは、フィン型からナノシート型へとパラダイムシフ
ト。単一の企業だけで製造技術の開発・検証を行うことは極めて困難に。
Transistors for logic IC will change from Fin FET to Nanosheet FET in the 2nm node 
and beyond. This paradigm shift will make the manufacturing technology more 
difficult for a single company to develop and validate. 



 電子ビーム直描露光 Direct writing by electron-beam lithography
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前工程PJの開発内容
Technologies to be developed in Front-end PJ

① Lithography
 ArF液浸多重露光(SADP/SAQP)

ArF immersion lithography 
(SADP/SAQP)

 ナノインプリント(NIL)パターン転写
Pattern formation by nanoimprint 
lithography

② Si Nanosheet Formation

Si
SiGe
Si

 低欠陥Si/SiGeエピ成長
Si/SiGe epitaxial growth 
with low defect density

 低ダメージ異種材料エッチング
Low-damage etching of 
heterostructure

 SiGe選択エッチング
Selective etching of 
SiGe

選択Siエピによる
SD形成
SD formation by 
selective Si 
epitaxy
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前工程PJの開発内容
Technologies to be developed in Front-end PJ

③ High-k/Metal gate stack formation
原子層成長によるHKMG-GAA形成
Gate-all-around formation of high-
k/metal gate stack by ALD

④ Nanosheet transistor process integration

Siナノシート

W

W

・High-kdielectrics: HfOx
・Work-function metal: TaxAlyN

ナノ空間内ウエット洗浄
Wet cleaning in nano spaces

WF metal
High-k

Combination of
・HKMG-GAA structure
・Stacked nanosheets
・Contact & interconnect

3D transistors for logic ICs with:
・Low power consumption
・High drivability
・Low noise

Nanosheets
- Thickness ~ 10 nm
- Width ~ 50 nm
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先端半導体製造技術コンソーシアム
AIST Consortium for Advanced Semiconductor Manufacturing Technology

A社 B社 E研究所D大学

先端半導体製造技術コンソーシアム AIST Consortium
賛助会員

Supporting 
Members

第１種会員 Category-1 Members

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗｲﾝ
構築

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗｲﾝ
利用

Common Pilot Line

第２種会員 Category-2 Members
（装置・材料・ﾃﾞﾊﾞｲｽﾒｰｶｰ等 equipment/materials/device companies）

【活動内容／Activities】
・パイロットラインの運営を通じて、先端半導体製造技術の研究開発と普及を促進。

To facilitate R&D and implementation of advanced semiconductor manufacturing technology
through the pilot-line operation.

【会員／Membership】
・３種類の会員種別（下図参照）。第2種および賛助会員の加入を歓迎。

Three types of membership as shown in the figure below. New members are welcome as
Category-2 and Supporting Members.
・パイロットラインの利用に係る費用は、各会員の利用実態に応じて各会員が負担。

Cost of the pilot-line use will be charged to each member on an actual usage base.



 第二種会員として加入することで、前工程PJでパイロットラインに整備する最新装置や、ＰＪ成果
の共用ＩＰを利用できる。第一種会員と同様に、ナノシートFET作製のフルプロセスの中で要素技
術を検証することも可能。
Category-2 members can use the latest equipment installed in the pilot line, as well as the 
common IPs developed in Front-end Project. For example, they can test their new unit process 
in the Nanosheet FET fabrication flow.

 会員は、それぞれが希望する研究テーマを、産総研と協議のうえ実施可能（バイの共同研究契
約を締結）。共同研究の内容は他の会員に対して秘匿される。
Each member can perform R&D of its own interest under joint-research agreement with AIST. 
The research subject is kept secret from other members.

 コンソ会員限定のセミナー、ワークショップ等に参加可能。
Members can participate in seminars and workshops arranged by Consortium.
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コンソーシアム加入のメリット
Benefits of Consortium Members

先端半導体コンソ 検索

コンソ事務局の連絡先：
M-asma-scretariat-ml@aist.go.jp
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① Lithography

② Si Nanosheet 
Formation

③ HKMG Stack 
Formation

2023.4 2025.4
◆ End of
Project

2024.4 2026.4

④ Process 
Integration

装置調達・導入
Machines Installed

装置調達・導入
Machines Installed

装置調達・導入
Machines Installed

最適化
Optimization

最適化
Optimization

最適化
Optimization

多重露光工程開発
SADP/SAQP

ナノシート工程開発
Nanosheet process

HKMG
planar

ArF Immersion

TCADｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ；SOI FETにてHKMG検証
TCAD simulation; SOI FET Process with HKMG

HKMG
GAA

SD形成
SD process

パイロットライン
利用公開
Pilot Line 

Availability

新規導入装置による要素プロセス提供
Unit processes
available ﾅﾉｼｰﾄFET試作提供

Nanosheet FET
process available

前工程パイロットライン構築のスケジュール
Schedule for setting up the front-end pilot line
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HKMG-GAA
FETﾌﾟﾛｾｽ開発
HKMG-GAA
FET process
Lg=20nm

最適化
Optimization

HKMG-GAA
FETﾌﾟﾛｾｽ開発
HKMG-GAA
FET process
Lg=14-20nm
& Vth control

マスク設計
Mask design

装置調達・導入
Machines Installed

導入
装置
リスト
HPで
公開

65nm CMOSライン既存装置は随時利用可能 SCR 65nm line available
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新規導入装置以外は現時点でも産総研SCRの約款制度等で利用可能
Existing equipment at AIST-SCR is available

on pay-per-use base

装置リスト、単価表などは、産総研ウェブサイトをご覧ください。
Please refer to AIST Website for equipment list, unit price list, etc.

https://unit.aist.go.jp/tia-co/orp/scr/index.html

Silicon Photonics Devices

産総研SCR 検索

https://unit.aist.go.jp/tia-co/orp/scr/index.html


産総研 次世代コンピューティング基盤開発拠点
Next-Generation Computing Platform Development at AIST
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次世代コンピューティング基盤開発拠点

TIA推進センター 共用施設
前工程パイロットライン Front-End Pilot Line
（先端半導体製造技術コンソ AIST Consortium for Advanced 

Semiconductor Manufacturing Technology）

新原理ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ
研究ｾﾝﾀｰ

【2020/10/1設立】

AIチップ
デザイン

OIL

デバイス技術
研究部門

電子光基礎技術
研究部門 他

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌｫﾄﾆｸｽ
研究ｾﾝﾀｰ

【2020/10/1設立】

次世代コンピューティング基盤戦略会議
共同座長：益一哉東工大学長、

金山敏彦産総研特別顧問
委員：大学、産業界、NEDO、産総研から14名
オブザーバー：METI

戦略策定
・発信

研究実施

試作・評価

企業

大学

研究
機関

協力依頼／
情報提供

共同研究等

施設利用量子デバイス開発拠点

IMPULSEコンソ：
情報交換・意見交
換のための産学参
加コンソーシアム

R&D
Strategy

R&D
Execution

Open Innovation
Platform



＜実施者＞ ＴＳＭＣジャパン３ＤＩＣ研究開発センター（株）
＜Participant＞ TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.

共同研究先： 産業技術総合研究所
Joint research, collaboration: AIST

＜研究開発ライン＞ 材料、製造プロセス技術、実装技術等を評価・検証する
ラインを、産総研つくば中央西事業所の高機能IoTデバイス研究開発棟
内に構築。

＜R&D line＞ R&D line for evaluation and verification of materials, 
processing, and packaging technologies is to be set up in IoT 
Device R&D Bldg. of AIST Tsukuba West.

＜産総研の分担＞ 3DIC実装のための新材料・新プロセス技術の開発を担当。
＜AIST assignment＞ AIST takes part in the development of new 

materials and processing technologies for 3DIC packaging.
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後工程PJ
Back-end PJ



熱ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ材料
Thermal interface materials

微細ﾊﾞﾝﾌﾟ
Micro bump

Siｲﾝﾀｰﾎﾟｰｻﾞ
Si interposer

高密度再配線層
RDL

大面積多層基板
Advanced package substrate

ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ材料
Molding compound

Lid

マウンティング/アセンブリ技術
Mounting and assembly technology

低ﾀﾞﾒｰｼﾞｿﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ
Low-damage soldering

後工程PJの開発対象
Development items of Back-end PJ
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※ 下記のWebサイトにて公開の情報を基に産総研が作成
産総研：https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/pr20210531_2.html
経済産業省： https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210531002/20210531002-2.pdf

https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/pr20210531_2.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210531002/20210531002-2.pdf
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“Advanced Packaging Development: 
TSMC 3DIC RD Center in Japan”

Chris Chern
Director, TSMC Japan 3DIC RD Center

SEMICON JAPANでのキーノート講演（12月15日）
Keynote Speech at SEMICON JAPAN (Dec. 15th)

https://semi-reg.smktg.jp/public/session/view/2370?lang=ja

https://semi-reg.smktg.jp/public/session/view/2370?lang=ja
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Summary

 前工程および後工程の先端半導体製造技術を開発・検証するラインが産総研（つ
くば）に構築される。
Front-end and back-end lines for cutting-edge semiconductor manufacturing 
R&D are to be set up in AIST Tsukuba.

 産学官の幅広いプレーヤーが参加するオープンイノベーションの場へ。海外R&D
組織との国際連携も推進。
AIST is pleased to host this open innovation platform for a wide range of 
players of industry, academia and government as well as for international 
collaboration.

前工程PJ
Front-end PJ

後工程PJ
Back-end PJ


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

