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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

日 時：平成 19 年 12 月 5 日（水）15：00～17：00 

場 所：中央第 2本館 6階 第 15 輪講室（M 604） 

主 催：半導体システムイノベーション検討会 

講演者：羽深等教授（横浜国立大学） 

司会：原史朗（半導体システムイノベーション検討会・世話人） 

 

 

 

 

 

1．開会 

司会（原） 始めさせていただきたいと思います。私は、本日の司会をさせていただきま

すエレクトロニクス研究部門の原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、横浜国立大学から羽深等先生をお迎えしまして、「半導体の生産現場で見る化 

学反応の実際と設計」ということでお話しいただきたいと思っております。 

 あらかじめ、皆さんへの予備知識ということで、先生のご略歴を多少申し上げたいと思 

います。 

 1981 年に京都大学大学院理学研究科修士課程を卒業されまして、同じ 1981 年に信越化

学工業株式会社に入社、関連会社の信越半導体株式会社に出向なさいました。半導体磯部

研究所と化合物半導体製造部に勤務されました。1996 年に工学博士を広島大学より授与さ

れております。2000 年 4 月に横浜国立大学工学部物質工学科助教授で 2002 年 4 月に教授

に昇格されていらっしゃいます。 

 先生は、ケミカルプロセスでいろいろ研究もなさっていらっしゃいます。そこで、我々

のほうから先生に一つ、次のようなことをお願いいたしました。 

 生産効率、化学反応の生産性、物質の出し入れがどうなっているのかという意味で、半

導体産業の観点から見直してみたい。要するに、化学プロセスとしては長い歴史がありま

すが、半導体という産業自身の効率が非常に悪いということが 近わかってきています。

やはり、原子、分子のレベルからここを少し見直していくという意味で、まだまだ基礎的

なリサーチとしてやることがあるのではないか。そういうことを先生とお話しさせていた

だいておりました。その辺のところも含めながら、本日はお話しいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

2．講演「半導体生産現場で見る化学反応の実際と設計」 
講演 第１部：表面化学反応の基礎 

羽深講師 ご紹介ありがとうございました。横浜国立大学の羽深と申しますが、信越半 

導体の経歴が 19 年、そのうちの化合物半導体で、インジウムリンとガリウム砒素リンとい

う結晶をやっていまして、後半の 10 年間がシリコンのエピタキシャル成長です。その段階

で、新しい製造装置をつくろうという話が私のところに来まして、反応装置をつくるには、

一体どうやってつくればいいんだというところから話が始まりました。 

 どう考えればいいのかというところで、流れを使った化学反応だから、流れも反応にと

らなければいけないだろうということで、実験をいろいろ進めていったというのが始まり

になります。 

 きょうは半導体生産現場の話が加わります。これは私自身も信越半導体のエピタキシャ

ル成長のリアクターを実際見たり、使ったりということもありましたし、試作をしたとい
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うこともありまして、そういう生産現場で見ると一体どうなのかと。化学反応の実際と、

それから設計というのは言い過ぎかもしれませんが、その辺まで考えてみたら、今後どう

なるだろうということも考えてみたいというのが趣旨であります。中心になりますのは、

シリコンのエピタキシャル成長のプロセスになります。 

 今、私がどんなことをしているか、簡単に紹介させていただきます。 

 

◎電子材料の生産技術開発のための反応工学・装置工学 

 

 相変わらずシリコン結晶、それから炭化ケイ素の結晶について少しかじっているという

状況です。 

 エピタキシャル成長の薄膜成長装置に関して、今までモデル化もしてきましたし、装置

構造、それから生産装置ですので膜厚分布というのはかなり重要なのですが、そういう関 

係の解析をする。また、装置の中では、化学反応のためには加熱が必要ですので、そうい

う加熱装置の設計。それから、今、非常に短時間で熱処理をするという、これはエピ成長

ではないんですが、フラッシュランプアニールというのがありますが、そういう熱の計算。

それからエピタキシャル成長にも関係しますが、表面の汚染がどのように起こってくるか

というところ。それから、エッチングプロセスですとか、いろいろあります。あと、流れ

の展開の部分では洗浄装置、これは気流・水流の計算ですとか、観察、そういったことを

やっています。 

 炭化珪素のほうでは、エッチング技術開発ということで、非常に反応性の高いガスなん

ですが、三フッ化塩素というガスを使いまして、エッチングをしている。また、これは遊

びといったほうがいいのですが、メチルシランというガスを使いまして、それにエッチン

グ性のガスを混ぜながら薄膜成長するとどうなる、といったこともしております。 

 

◎研究テーマの共通事項 
 非常にまとまりがないような研究テーマですが、一応、共通項を並べますと、「表面で何

かが起こる」といったところであります。これはここで詳しくやっていくのは大変ですの

で省略します。 
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◎シリコン気相エピタキシャル成長法 

 

 シリコンエピ成長について、ごく簡単にだけ整理いたしますと、シリコンの表面にガス

を流していって、ここで化学反応を起こさせて、そこで膜ができる。そこのところで、本

来、考えなければいけないものといいますのは、表面反応もそうですが、気相反応、それ

から原料の輸送ですね。そういったものも中に含まれます。ですから、そういったところ

まで、本来、きちんといろいろと考えていかなければいけません。その辺のところを少し

お話しさせていただこうというのがきょうの趣旨であります。 

 

◎シリコン気相エピタキシャル成長工程 
 全体のプロセスからしますと、これは横が時間、縦が温度になります。エピタキシャル

成長とクリーニング。クリーニングというのは装置の掃除です。通常、いろいろな論文で

すとか、いろいろな紹介の中では、こちら（Epitaxial growth） だけしか話が出てきませ

ん。生産という段階で考えてみますと、これ全体を当然ながら考える必要があって、その

ほかにここに書いていませんが、装置というのは解体掃除があります。そこによるダウン

タイムというのはかなり大きくて、逆の言い方をしますと、装置の稼働率は 90％をなかな

か超えないという状態になります。実は、バラバラにして組み立てている時間というのは

意外に長いということです。 
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このプロセスでいきますと、 初に、シリコンウェーハがあって、そこに自然酸化膜がつ

いていますし、それから有機汚染がついています。これをそれぞれ取り除いてエピタキシ

ャル成長する。この段階できれいにするということの意味は、徹底的にきれいにしなけれ

ばいけないということです。というのは、結晶成長ですので、結晶のボンドが出てこない

といけないわけですから、そういう前処理を実は水素中で簡単にやっている。これは非常

に素晴らしい技術だと私は思います。 

 その後、1100 度くらいでベーキングします。この温度を下げようとしますと非常に苦労

します。そういうプロセスがあって、それからガスを流して、エピ成長があって、膜がで

きるということになって、それが終わった後の掃除をしっかりやらないと次ができないと

いうふうになります。 

 

◎内容 
 では、世の中でどんな装置が使われているかというところから紹介させていただこうと

思います。 

 内容としては、主にこの 4 つくらいを考えております。反応装置はごく簡単にざっと流

します。それから、反応の解析、装置内容の現象、これは化学反応と流れの両方、それか

ら 4 番目は、今後のいろいろなもの、半導体のトレンドと関わってきます。いったいどの

ようになっていくのかというのを考えるために、今までどんなふうに変わってきていたの

か、それから今後どうなっていくのかというのを少し考えてみたいというのが趣旨であり

ます。 

 

◎1.反応装置 

 

 反応装置ですが、ここにシリコンウェーハがあって、これ（図の左側構造）は縦に棒が

伸びていまして、これは外側が入れ物です。記憶でこれを書きましたが、シリコンエピ成

長の 初の報告というのは、1957 年だったと思います。約 50 年前です。その当時は、原

料ガスはたぶんシリコンのフッ化物であったと思います。そういう論文に出ていたもので、

非常に小さい基板がこの susceptor の上に載っていまして、ガスをただ流していくという、

こういうタイプでした。 

 これは実験用としては非常に良いのですが、当然ながら生産には難しくて、たくさんウ

ェーハを入れることはできない。これ（図の右側構造）が、横にガスを流しながら成長す

るタイプで、ここにシリコンウェーハが今ここに 4つ載っています。これは、1981 年当時
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は、現場にありました。たぶん 82、3 年まであったと思います。私は現場実習をさせられ

ました。そのとき担当させられた装置の向こう側にこれがありました。そのときは直径

50mm、2 インチくらいのウェーハを、記憶だと 10 枚くらい横に並べて 2列、そのくらいや

っていたような記憶があります。 

 これは生産用の装置としてはかなり前から使われていたもので、ここを斜めにするとい

うのは、フィリップスの Eversteyn という方がこういう構造を考え、またガスの流れはど

うなるかということを解析したときの有名なリアクターです。 

 それからあとは現場展開されたもので、これは barrel 型、これはパンケーキ型（図の右

上構造）と呼ばれるもの。これは枚葉機ですが、これ（図の右下構造）はいずれも今大き

さは変わっているだけで、現場で使われています。 

 

これ（barrel 型）はプライドマテリアルズのリアクターとして非常に有名です。これはウ

ェーハ 2段ですが、今は、3段くらい並べていると思います。改造キットがあって、3段で

す。横に RF Coil と書いていますが、実際には赤外線ランプのほうが多くて、したがって

この入れ物は石英ガラスで、外にランプがあって、これが自転している。これが非常に不

思議なのは、ガスの流れがわざと複雑になるようにしていまして、こっちの方向に矢印を

書いていますが、ウェーハに向かって流すのではなくて、壁に向かって当てて、非常に乱

れた流れをわざとつくっているというリアクターです。 

 こちらはパンケーキ型と言われるもので、ここに大きな円盤があって、真ん中からガス

を吹き上げたり、横に流したりします。ここに石英ガラスの容器がある。これは非常にた

くさん基板を成長するタイプのリアクターとしては、膜厚分布が非常にいいということで

かなり使われていましたし、今もわりあい生産性がいいということで使われます。 

 これは（枚葉式）メーカーの図のコピーそのままです。複雑に見えますが、シリコンウ

ェーハ 1 枚ずつ、1 枚ここに置いてガスを横に流して成長するタイプのものです。このタ

イプが出てきましたのは、barrel 型やパンケーキ型のあとです。たくさん並べるリアクタ

ーというのは、150mm くらい、直径 6インチくらいまで主流で、それ以降、6インチから 8

インチになって、この枚葉式という、1枚ずつ成長するタイプが増えてきました。 

 なぜこういうふうになっていったかということには、いろいろな理由はありました。特

徴だけ簡単にお話ししますと、このリアクター（barrel 型）とこのリアクター（パンケー

キ型）も、複数入れて成長するリアクターで、枚数が多い。しかし、実は成長速度は小さ

いです。それに比べて、こちらの 1 枚ずつ成長する枚葉式リアクターは、確かに 1 枚ずつ
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しか入りませんが、成長速度はおそらく、たくさん入れるバッチ式と言われるリアクター

の 2倍から 3 倍になります。ということと、全体のプロセス時間が短くなりますので、生

産性自体はわりあい良いのです。 

 

◎枚葉式高速回転型 

 

 

これは実際に使われているものですが、あまりメジャーではないものです。これは水平型

ミニバットと言われるもので、これは横にガスを流すタイプであるというのはさっきの枚

葉式と同じですが、ここのところに直径 200mm の基板が 3枚入るタイプです。ほかのメー

カーでも開発中で、その場合ですと 5枚、6枚入るものもあります。 

 それから、こちらのほうは、縦にガスを流して、下に捨ててゆきます。これはシリコン

ウェーハ 1枚、直径 20 センチあるいは 30 センチのものを 1 枚入れるもので、これは基板

を非常に速く回します。高速で回して、ガスを非常に素早く流していくというタイプで、

成長速度は非常に速くなります。これは実際に現場でも使われていますが、ちょっとメジ

ャーではないということです。 

 これらに共通しているのは、あとのところでもお話ししようと思いますが、いろいろな

タイプがあるもので、温度環境としては、「コールドウォール」と言われるタイプです。シ

リコン基板のところ、susceptor のところはとにかく温度が高くて、周りは全部冷えてい

るタイプです。なぜホットウォールにしないのかというのは、そのあとのところでもお話

ししたいと思いますが、今までホットウォールでシリコンの生産ラインのリアクター用で

成功したものはたぶんないからです。 

 

◎2.化学反応解析と活用 
 化学反応のところ、解説と活用にいきますが、これは成長速度のような話をさせていた

だこうと思います。 
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◎2－1 成長速度 

 

1974 年に Eversteyn がフィリップスリサーチレポートに出した図です（F. C. Eversteyn: 

Philips Res. Rep. 19 (1974) 45）。たいがいの場合、シリコンエピの文献に出てきます。

アレニウスプロットになっていますが、原料ガスがモノシランから塩素が 2 つ、3 つ、4

つ付いたもの、四塩化ケイ素まで含めまして、こんなような成長の挙動を示す。低温側で

わりあい勾配が大きくて、高温側で寝てくる。こちらの低温側のところをよく反応律速と

いい、高温側では輸送律速あるいは拡散律速と言う人もいますけれども、そういうふうに

説明がよくされています。 

 これは、実は解析してみると、ガス濃度が非常に小さいものですから、全部、反応律速

にはなってないのですね。調べてみるとちょっとおもしろいものです。ただ、典型的には

こういう挙動を示します。低温側では温度に対して成長速度が敏感に変わりますし、高温

側では、あまり変化しないということになります。 

 

◎エピタキシャル成長速度(SiHCl3-H2系)  
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これは我々がとったデータですが、横はガスの平均分子量というものにしてありまして、

水素中にトリクロロシランが混ざった場合の平均分子量を書いてあります。原点の「2」に

なっているのは、ここは水素にとっているからです。ここは原料のシリコンが無いので成

長速度はゼロ。この辺が 3.5％くらいの値になります。6.7 くらいですね。縦は成長速度で、

これは対数をとっていますけれども、これが 800℃(1073K)、950℃(1223K)、これは 1125℃

(1398K)です。こうとっていきますと、当然ながら、温度が上がれば成長速度は上がってい

く。それから、高温のほうでもそうですが、原料ガスをどんどん増やしていったからとい

って、成長速度が無限に伸びていくわけではなくて、あるところで落ち着きそうな傾向を

示します。これが 950℃、800℃になりますとかなり顕著になります。950℃では大体 1 ミ

クロンくらいのところで、これは原料はトリクロロシランですが、大体飽和してしまいま

す。800℃になりますと、その飽和の具合がさらに顕著といいますか、明らかで、通常、成

長するくらいの原料濃度、これは 3.5％くらいですが、そこら辺のところでもう成長速度

がほとんど変化しなくなっています。これがほんとうに変わらないのかという確認するた

めに、リアクターの改造をして、マスラーコントローラをかなり大きなものをつけまして、

トリクロロシランをさらに大量に流しましたが、実際にはほとんど変わらない。したがっ

て、この温度で成長しようと思えば、大体これは 0.06 ミクロン／分の成長速度だったと思

いますけれども、そのくらいの成長速度が限界であるという、これははっきり出ている。 

 これは、何らかのメカニズムが絡んでいるものですから、高温側においても、似たよう

なことが起こるわけで、これはいずれどこかで飽和するというわけですけれども、それに

向かってだんだん成長速度の伸びが止まっていくという現象が起こります。 

  

◎2-2  気相中間体・表面反応 
 こういったことはどういう化学反応で説明できるのかということが肝心です。ここに、

気相中間体、それから表面反応と書いてあります。結論からいいますと、気相中間体は存

在しますけれども、成長に関しては、ほとんど関与はありません。 

 

◎Schematic of fundamental mass transport and reaction processes in CVD  

 

よく CVD の説明で、反応機構の説明ですと、こういう図が出てきます。気相の化学種があ

って、気相の化学反応があって、それが表面にやってきて、物理吸着状態でマイグレーシ

ョンがあって、それが化学反応しながらどこかに落ち着いていく。それから、副生成物が

出るということになっています。 
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 これは一般的には正しいですし、それからトリクロロシランの化学反応の場合でも、い

わゆるサイエンスとして記述するならば、これは起こります。ところが、こういう元の原

料種が必ず全部分解しているというと、そういうわけではなくて、ほとんどのものは直接

ここに届いてしまいます。 

 

◎Reactant concentration profiles measured by mass spectrometer  

 

これは、年号を書いてくるのを忘れましたが、1980 年代に日立の方々が実際に反応器の中

で、ガス種をサンプリングして測定されたものです。横が、ここが反応表面で、そこから

高さが 2㎝、2.5 ㎝まで、キャピラリーを動かしながら Q-mass にかけて分析されたもので

す。たぶん、原料は四塩化ケイ素だったと思います。それが分解して、トリクロロシラン、

ジクロロシラン、それから SiCl2ができているよと、こういったことを説明されています。

仮に、SiCl2という中間体が気相中でかなりよくできていたとしますと、これ同士が気相中

で反応するはずなので、シリコンのクラスターがおそらくできると思います。そういった

場合に、こちらにいくらかの数のクラスターが届いてしまいますから、表面の何らかのク

ラスターの影響、はっきりいえばパーティクルができるはずだということになります。 

 現実にリアクターの温度は非常に高いときは、よく“霜降り”という言い方をしていた

ような気がしますが、パーティクルは増えます。そういった場合の現場のオペレーション

マニュアルはどうなっているかといいますと、そういう場合に「温度を下げろ」といいま

す。それは、要するに、こういう気相反応が起こり過ぎている。ということは、逆にいい

ますと、製品にできるようなエピタキシャル膜をつくるためには、実は気相反応を抑えな

ければいけないのです。 
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◎SiHCl3-H2 系エピタキシャル成長時の排出ガス中の塩化珪素化学種（質量スペクトル） 

 

実際にエピタキシャル成長している、生産している温度は 1000℃よりさらに高く、我々の

ものはちょっと温度が低いのですが、枚葉式のリアクターでガス種の分析をしてみました。

分析をしたのは、実は、これは排ガス中です。リアクターの中にキャピラリーを突っ込ん

だわけではありません。その理由は、もし質問があればあとでご説明いたします。 

 温度は、700℃、800℃、900℃、1000℃で、7 00℃というのは、現実にはエピタキシャル

成長を少ししますが、ほとんど成長しません。これは Q-mass で測っていますが、トリクロ

ロシランを入れて、こういうフラグメントが出ていますけれども、現実には化学反応はほ

とんどありません。 

  図は省略していますが、室温で測ったものとマススペクトルはまったく同じです。 

 それに対して、800℃、900℃、1000℃。800℃では 1分当たり 0.06 ミクロンくらいで付

きますし、1000℃になりますと、たしか 2 ミクロンくらい成長します。しかし、現実に成

長しているリアクターから出てきた排出ガスの分析をした場合でも、この室温あるいは化

学反応をまったくしていないときのスペクトルとほとんど変わりません。 

 よく見ていきますと、1000℃くらいになりますとこの辺（質量６３以上の辺）に少し出

てきます。これは SiCl のスペクトルです。SiCl、SiCl2 、SiCl3 のグループになります。

こういったものが出てきます。これだけ単純に見ていきますと、こういう中間体が検出さ

れるようにはなりますので、それは化学反応に非常に効いているのではないかという気は

してきます。重要なのはこちら側のトリクロロシランのおおもとのスペクトルは実はかな

りの量、残っているということです。 
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◎生成が推定される化学種 

 

実際に、この中間体がどのくらい寄与しているかというのは、定量的に考えなければいけ

ないことです。しかし、それを非常に厳密に考えるというのは、なかなか大変なので、ち

ょっと裏技なんですが、こういう生成している化学種の中で、副生成物である塩化水素の

量を測ってみました。これはトリクロロシランからいろいろな反応パスが考えられて、直

接、ここに（SiHCl3) に届いて吸着している場合、それから気相中間体をつくって、この

気相中間体がこちら（SiHxCly と HCl)についている場合。それからいうと、排出ガスにい

ろいろなものが出てくるのですが、トリクロロシランが直接出ている場合と、こういった

ものが変わっている場合もあるのですね。 

  ただし、塩化水素というのは必ず化学反応をすればするだけ出てくるものなので、この

挙動を少し調べてみようということにしました。 

 

◎質量スペクトル(973～1273K)の解釈 

 

これは、そのとき整理したシートです。気相化学種ではコレだというものです。実際、総

括化学反応というのは、～これを研究していたのは 10 年前くらいですが～いろいろな文献

にいろいろな式が書いてあります。トリクロロシランと水素からシリコン 3つの HCl と書

いてあるのもありますし、トリクロロシランから四塩化ケイ素ができる。四塩化ケイ素と

水素ができるもの、四塩化ケイ素と HCl ができるものという、いろいろ説があって、一体
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どれが正しいのだ、というのもあった。 

 結論として、SiCl4がほとんど出てきていないので、これ(a)が正しいのだろう、という

ふうには思いました。ただし、これもいろいろと考えていきますと、たぶん、この（b）と

いうのはないと思いますが、（c）はあり得ます。温度が非常に高い場合というのは、おそ

らくこれはあり得ると思います。 

 あともう一つの課題である SiCl グループが出てきたのは、一体なぜか、それはどこでど

ういうふうに出ているということもありますが、主になる化学反応はなんなのか、それを

調べた。 

  

◎エピタキシャル成長における塩化水素ガス生成濃度 

 

前置きが長くなりましたが、これは塩化水素ガスの生成濃度を測ってみた場合です。横が

エピタキシャル成長速度で、縦が排出ガス中の塩化水素の濃度です。 

 実は、Q-mass で測りました。あまり性能の良くない Q-mass を使われている方がもしい

らっしゃるとよくわかると思いますが、一回、電気を切ると検量線が変わってしまいます。

ですから、これは電気を入れたら、そのままフィラメントも切らずに全部やり切ってしま

わないとデータになりません。それでもちょっと不安はありましたが、やってみました。

横が成長速度、縦が塩化水素濃度で、これは基板の温度です。 

 700℃、これはほとんど成長していないので、この辺に点が集まっています。1073K、そ

れから 1173K、これはちょっと点がバラバラとあります。それから、1223K というのは黒丸

です。これは測定しやすかったので、データが多くなっています。それから、1273K がこ

こです。これは細かく見ますと、いろいろ解釈しようがありますが、単純に結論だけ言い

ますと、いろんな温度で塩化水素の生成量を測っているのですが、横軸の成長速度に対し

てプロットしてしまうと、全部一つにのってしまいます。例えば、ここは 1173K の成長の

場合、ここは 1223K ですね。単純にいえば、こことここは温度が逆転しているというか、

こっちのほうが温度は高いのですが、塩化水素の生成量は少ない、こういった傾向が出て

まいりました。 
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◎HCl 生成機構比較 

 

こういうふうに見ていきますと、何か余計なことが起こっているわけではなくて、単純に

エピ成長の速度に対して、塩化水素の成長量が決まっている、というふうに考えることが

できる。これは、いろいろそのとき検討するためにつくったシートです。表面反応だけし

か起こっていないと考えた場合と、中間体が気相でできて、それが表面に吸着して、シリ

コンができるという段階を考えた場合とで塩化水素の生成する場所が違います。 

この表面反応だけの場合というのは、まさにこの表面だけでしかできませんので、トリク

ロロシラン1個で、それでシリコンが1個できることに対して塩化水素は必ず3個できる。

それに対して、気相でできている場合というのは、この気相反応というのは、普通のアレ

ニウスの法則に従って起こってしまいますので、基板の温度を上げれば、当然、気相の温

度が高くて、それに従って極めて大量の塩化水素を生成するはずです。ですから、先ほど

のように、温度を上げてでも成長速度は小さいという場合に、塩化水素の生成量が低温の

ときよりも減るということは、おそらくあり得ないと思います。 

 したがって、主に表面反応だけで起こっていると考えていいだろうという結論を出した

ということであります。 
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◎SiHCl3-H2 系エピタキシャル成長機構 

 

全体のプロセスを眺めてみますと、トリクロロシランが表面にやってきて、おそらくマイ

グレーションはあるでしょう。化学吸着が起こって、ここにシリコンが落ち着く。塩化水

素は 3つ出る。 

 先ほどの塩化水素の数はちょっと合わないというのは、実はウェーハ上の成長だけでは

なくて susceptor にも成長していることもありますし、このとき使ったリアクターという

のは、susceptor の表にも裏にも付くタイプだったので、1対 3ではなくて、もうちょっと

大きい数字になっているということもあります。 

 ここで余分なことをお話しいたしますと、例えば、これ（SiHCl3） がやってきて、これ

がメインであるというふうにお話ししていますが、これは生産ラインを考える場合には、

それがいわば支配的である、という意味で、現実には SiCl2 が気相で出ています。これは、

検出されていますから、この反応は存在します。 

 従来、気相反応の中間体というのは、SiCl2であるということが言われていました。現在

でも文献をいろいろ調べていきますと、そういうふうに書いてあるほうが多いといえば多

いです。ただし、結論を出しているリアクターを調べてみますと、ほとんどの場合がホッ

トウォールです。全部温めているリアクターです。 

 現場で成長しているリアクターというのは、壁を冷やしています。コールドウォールで

すので、気相の反応をそもそも抑制している。リアクターをつくった当時に、それを予見

してやっていたかというと、それはよくわかりません。わかりませんが、結論としては、

現場で使われているものはコールドウォールです。ホットウォールのリアクターというの

を売り出されたこともあります。アメリカのなんというメーカーだったかちょっと忘れま

したが、売り出されたこともあったのです。シリコンウェーハメーカーの人たちはみんな

そこにウェーハを提供して、デモ成長をやってもらったりしました。結論として、どれも

生き残っていないです。 

 あともう一つ、余分なことを言いますと、化学反応において、みんな、解析して調べて

いるのは、このトランスポートの部分、これはだれでも計算すればわかりますので、これ

はわかります。あともう一つは、落ち着いてから、これは（CI-Si-Cl: 図の四角の真ん中） 

とらえられます。問題は、ここ(Migration の横の一回転した矢印あたり)なんですね。や

ってきて、ここに落ち着くまでの間のプロセスというものには、マイグレーションという

ことがあるとみんな思っていますが、これ、どうやってとらえるかというのがちょっとわ
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からない。もし、ご存じの方、いらっしゃったら、ちょっとアドバイスをいただきたいと

思います。これにはちょっと興味があります。ここのところ、何かあるだろうと思ってい

るわけです。 

 

◎2-3 装置内堆積物とクリーニング 

 

ここから先は、現場らしい話になりますけれども、装置内堆積物とクリーニングという話

です。これは反応器を使って、トリクロロシラン、ほかのモノシランでも何でも同じです

が、反応いたしますと、シリコンウェーハだけではなくて、周りに必ず付きます。Susceptor

のところに poly-silicon は付きますし、それからこういうコールドウォールの場合でもか

なり厚い膜をつけた場合なんかですと、ここは茶色になってきます。シリコンって、薄い

とき、茶色ですから、そういうふうに見えてきます。 

 それから、もう一つ、これは非常に現場でのやっかいな問題ですが、Oily silane とい

うのが付きます。これは、ごらんになられた方、この中にいらっしゃらないかもしれない

んですが、ほんとうにクリーム状の、化粧品のクリームみたいな、そういう白いものがこ

こに付きます。これが非常に発火性を持っています。リアクターによっては、これの生成

量が非常に多くて、ここが詰まってしまう。詰まりますと、こちらの中の圧力が上がって

しまいますから、当然ながら事故が起こります。そういう事故が起こったというケースも

あります。実は、これはリアクターを設計していく上では非常に重要なものです。 

 一体、何が出ているのかというのを、実はこれはアプライドマテリアルの人たちは気に

しまして－－気にしましてというのは、要するに、このリアクターで問題が起こったので、

分析しました。 
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◎エピタキシャル成長における反応副生成物 

 

これで見てみますと、排ガス管にあったものを分析してみたものです。これ（上のグラフ）

は空気にさらしていないもの、こちら（下のグラフ）は空気にさらしたものです。 

 これはなかなか見にくいのですが、Si2Cl3がここにあります。それから、Si2Cl4、こうい

ったものがあります。これが空気にさらすことによって、当然ながら酸化物になりますが、

こういう塩化シランのポリマーみたいなものができてきます。 

 

◎シリコン膜形成プロセスにおける副生成物の生成 

 

 

このシートはあまり詳しくは説明いたしませんが、薄膜成長、それからシリコンソースか

ら来る生成物です。気相反応がほとんどないということは、逆にいいますと、トリクロロ

シランがそのままやってきて、通り過ぎ去っていくだけのはずです。しかし、我々の測定
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の図でもありましたように、少し分析して、SiCl2ができています。これはジクロロシラン

になっているのかどうかわかりませんが、SiCl2ができています。これはそのまま流れ去っ

ていくことにもなりますので、どこかのところで、こういったもの同士が結合していって、

オリゴマーといいますか、何かそういうようなものをつくっていきまして、それでどこか

に堆積します。それが塩化シランポリマーという形になって堆積していきます。 

 それから、先ほどのこういうポリシリコンをとるために、塩化水素でクリーニングをし

ます。こういったものでクリーニングすることによって、結局、またこういう塩化シラン

をつくってしまいます。これが排ガス管のところにたまっていくということが起こります。 

 これは非常に問題になりまして、リアクターメーカーのほうでは、これに対する対策と

して何をやったかというと、排ガス管をしばらく温めるということをやりました。その話

を聞いたときには、ただ堆積するものを遠くに飛ばしてやるだけであまり意味はないのだ

ろうと思いましたが、現実にはかなりの意味がありました。あまり排ガス管の中でたまら

なくなったことは確かです。問題が解消されたわけではありませんが、かなりたまらなく

なりました。 

 その辺の化学反応はどうなのかなというのはよくわかりませんが、ここで強調しておき

たいことは、リアクターを設計して考える場合に、どんな薄膜をつくるか、それをどう品

質良くつくるかというのは重要です。それが第一の課題であることはもちろん間違いあり

ません。しかし、現場のオペレーターたちにとって使いやすいリアクターというのは、必

ずしもそれではないのです。というのは、彼らはそのリアクターの中にものの出し入れを

し、石英ガラスの容器を取り替え、それから排ガス管の掃除をしなければなりません。そ

の段階で事故が起こるリアクターというのは、決して使いたくリアクターなのです。どん

なに売れても。 

 実は、こういう塩化シランポリマーというのは、これによって怪我をした現場の人は、

私が知っているだけで、4、5人います。ですから、これができないリアクターをつくって

あげるというのは、実は非常に重要なのです。これから考えていく場合に、そういったこ

とがあります。 

 

◎クリーニングの適用領域と対象、目的、方法 
 クリーニングの適用領域と対象をお話ししますと、これを分類しますと、反応チャンバ

ー内と排気系の中、いろいろなものがあって、ポリシリコンではオイリーシランがありま

す。 

 

現実にはポリシリコンについては、塩化水素ガスのクリーニングをしている、あとオイリ

ーシランについては、排ガス管の解体や洗浄をしているということがほとんどです。 



化学反応場を知る講演会「半導体生産現場で見る化学反応の実際と設計」 

 

 
- 18 -

(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

 

◎クリーニング方法の問題点と今後 

 

クリーニングの方法と問題点でとらえてみますと、主にはコールドウォールであることに

起因する問題があります。これは反応チャンバー内ですが、これは、気相反応を抑えるた

めに壁の温度を低くして成長する。でも、ある程度のものは必ず付きます。こちらからガ

スを流しているとしますと、シリコンウェーハがあって、ここでガスが温められて、それ

からそこを通りすぎたところで、実はリアクターの温度解析をしてみるとわかりますが、

ウェーハを通りすぎたところの上側の壁はけっこう温度が上がります。そこの中にいろい

ろ付いてしまいます。 

 ところが、これを掃除しようとしますと、逆にリアクターがコールドウォールであると

いうことのために取れない。要するに、否応なく壁が冷えてしまって取れない。それを何

とかするために、擬似的なホットウォールにする。それは、通常は壁を冷やしているとこ

ろを、そのときに壁を冷やさないようにするということです。あるいは冷やすのを抑える、

それによって壁の温度を上げて、塩化水素との反応を促進してやる。もう一つは、温度を

上げなくても、十分に反応するような、反応性の高いガスを使用してクリーニングすると

いう方法です。 

 排気系の中につきましては、これは発火の危険があるということで、いろいろなところ

でいろいろな対策を試みられたようです。中には、排ガス管の中に掃除するときに水を入

れて自動的に洗うというのをトライされたところもあると聞いています。あとは、室温で

も反応するようなクリーニングガスを使用するということです。 

現場ではいろいろ工夫していますが、根本的にはあまり解決されていない課題だと思いま

す。何か新しい装置をつくっていくときというのは、こういったものを入れていくべきだ

ろうと思います。実は、この先のところにいろいろとクリーニングガスに関するデータが

ありますが、この辺はスキップさせていただきます。 

 

◎2-3-4 三フッ化塩素ガスによる多結晶シリコンクリーニング（装置クリーニング）  
 これだけお話しさせていただきます。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎3Si + 4ClF3 → 3SiF4↑ + 2Cl2 ↑ 

 

 これは三フッ化塩素という非常に反応性の高いガスで、シリコンとの化学反応を調べた

ときの写真です。ここに非常に小さなシリコンウェーハのかけらがあります。赤くなって

いるのがわかります。実はこれは化学反応の反応熱で赤くなっています。その証拠ですが、

ここに見えているコイルはハロゲンランプです。ハロゲンランプはごらんのとおり、フィ

ラメントが黒くて、加熱していません。加熱していなくて、ここが石英ガラスの容器です

が、ここにあるランプが、実はシリコンウエハを加熱していないのに、ガスの反応のせい

でここが真っ赤になっています。 

 こういうふうな反応ガスというものも選択することができます。 

 

◎3．反応装置内の現象 
 次は反応装置内の現象です。流れと製膜とドーピングの表面反応についてお話しいたし

ます。製膜の表面反応は先にお話ししましたので、そこはスキップして、ここはドーピン

グだけのお話にさせていただきます。 

 

◎化学反応でものを作る速さ 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

まず、リアクターの中の流れで、これはよく書いてある反応と供給、排出の関係です。 

 

◎可視化実験と数値流体計算 

 

こういうタイプのリアクターを使って、可視化実験と数値流体計算を行ったときの様子を

紹介いたします。いわゆるパンケーキ型です。これは横になって、横にウェーハが並んで、

真ん中にノズルがあって、ガスがずっと出ていて、実はガスがグルグル回るというタイプ

です。 

 

◎可視化実験システム 

 

これは可視化実験したときのもので、これはアルゴイオンレーザーを使って、カメラを使

って撮影いたしました。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎1423K におけるガス流れ 

 

これは基板の温度が非常に高いときの、1150℃くらいのときのガスの流れです。ここに

susceptor がありまして、ここに筋があります。これは外側から内側に向かってずっとガ

スが流れていくという流れ方です。計算してみますと、左側のようになります。これは上

から見て 4分の 1に切ってあります。自転はしていますが、ガスを上に流してやりますと

こう回っている。こちらも回っているという装置です。 

 現場の方として気になるのは、ガスの排出口がこのリアクターの中で、下のほうに 2 カ

所しかないものですから、その排出口の影響が上に及んでいるかいないかということです。

これは実は重要な情報にもなりますが、解析して見た結果ですと、下のほうにある排出口

の影響はここには出てきていないというのがわかります。 

 

◎1423Kにおけるガスの温度計算結果 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

これは温度の計算結果で、壁は当然冷えていますので、この辺に回ってきたら温度は下が

りながら、冷却されながら下がってゆきます。それがまた下に行きますとずっと上にまた

あがっていく。ここが排出口ですので、方向としてはこういう方向にガスが流れていくと

いうのがわかります。 

 

◎1423Kにおける成長速度分布（実測値） 

 

これの成長速度分布で、実際にこういう流れをしているというのを確認してから後に成長

して、見たものです。こちら側が外側で、こちら側が内側で、外側のほうが成長速度が高

くて、内側に来るに従って下がっていく。要するに、流れがこの図でいきますと、右から

左に行きますので、こっち側（右上）が上流側、こっち（左下）側が下流側ということに

なります。 

 

◎3-2 製膜とドーピングの表面反応 
 

◎シリコン気相エピタキシャル成長(SiHCl3-H2系)  
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

製膜とドーピングの表面反応ですけれども、表面反応につきましては、先ほどの解析の結

果のとおりで、トリクロロシランが化学吸着をして、SiCl2になると考えていますが、SiCl

かもしれません。これはどちらでも速度式にするとあまり関係がない、どちらでも構わな

いので、それ以上深くは追求していませんが、一応、我々は SiCl2 という仮定をしていま

す。そこに対して、水素アタックをして HCl ができる。HCl は、今、2つしか書いていませ

んが、合計 3つの HCl ができるということになります。 

 

◎エピタキシャル成長速度(SiHCl3-H2系)  
 成長速度はこれです。これも先ほど示した図です。 

 

◎ドーピング 
 もう一つはドーピングです。この中で、現場のほうで重要になってくるドーピングの情

報というのが、意図せざるドーピングと意図したドーピング。意図するドーピングという

のは普通のドーピングです。意図しないドーピングというのは、これはよくオートドーピ

ングと言っていまして、ドーパントガスを入れていないのに基板から出てくる。基板から

出てきて、それが成長層に回り込むというものがあります。 

 

◎ホウ素ドーピングの経路 

 

この研究の場合にはホウ素を使いました。ホウ素ドーピングの経路といたしますと、こち

らが基板で、これは P＋という、ホウ素がたくさん入っている基板を使っています。これは、

たしか 10 の 18 乗個／cm3くらい入っているものです。ホウ素があって、それから上のほう

がエピタキシャル膜になります。ホウ素は、ここの中にこちら側（Dopant gas）から回り

込んで入る。もう一つは、回してやってここに入る(Auto-doping) 、こういう 2 つの傾向

があります。 

 初に、こちら（Auto-doping ）のほうのお話をさせていただこうと思います。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎オートドーピング 

 

そこでどういうふうに品質にかかわってくるのかということが疑問になります。実はデザ

インルールがシュリンクして、小さくなってきますと、当然ながら構造が小さくなる、と

いうことはエピタキシャル膜の境目の特性、要するに基板との境目ができるだけシャープ

でないと設計どおりに動かなくなるということが起こります。 

 それと、実はガスの流れとの関係があるということがあります。これは枚葉式リアクタ

ーですが、現物の図を示さずにこれだけ示すとちょっと不親切なんですが、ここがガスの

入り口で、こちら側が出口になる。ここに基板と susceptor があります。このリアクター

は直径 200mm の基板がここにあって、たしか直径 280mm の susceptor がここにあるはずで

す。ガスはこう入ってこう流れていきます。ここに上下につなぐ通り道がありますので、

こう流れるのと下へ回り込むのとあります。成長は主にここです。温度が当然上がってい

ますから、表も裏もエピタキシャル成長が行われます。 

 ただ、このリアクターの中の注目すべきポイントは、流れといたしますとガスの流れは

曲がって入って来ていますが、基板の上では極めて素直に流れ去っていっているというこ

とです。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎水平型枚葉式成長装置を用いて成長したエピタキシャルウェーハのホウ素濃度分布 

 

こういうリアクターで成長した場合の基板とエピタキシャル膜の界面の様子です。 

 縦軸はホウ素の濃度です。立方メートルで書いているので 6 乗を引いてください。ここ

は基板で、ここはエピタキシャル膜、ここに書いてあるのは成長温度です。800℃、1000℃、

1100℃。これは SIMS(Secondary Ion Mass Spectroscopy)で測ったものです。表面から掘

っていって、SIMS で測りました。実測値がこれです。 

 基板からどうしても固体内拡散で出てきてしまうものがありますので、固体内拡散だけ

しか起こらないということを仮定して、基板から出てきたら、ホウ素の濃度がどうなるか

というのを計算したのがこの実線です。800℃、1000℃くらい、ここになりますと、この実

測値と固体内拡散しかほぼ起こっていないと見た場合のドーパントの分布はかなりよく一

致します。それに対して、1100℃になりますと、少し差が出てきます。ただし、基板から

どのくらいホウ素がこっち側までしみだしているか、余分なところまで入っているかとい

うのを見ますと、これが 0.3～0.4 ミクロンくらいになりました。ですから、このくらいの

リアクターが成長をした場合は、0.4 ミクロンくらいはジワッと滲み出してしまうという

ことがわかります。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎パンケーキ型リアクターの構造 

 

それに対して、リアクターが変わったらどうなるかということを見てみます。先ほど流れ

について書きましたので、全然違う流れのリアクターを使ったらどうなるかということで

す。これはまったく違う流れのリアクターです。ここに基板があって、真ん中にガスの吹

き出し口があって、真上と横に吹き出します。これは今でも使われているリアクターです。

この場合のガス流れはどうかということを示したのが、煙を使って観察したこの写真です。 

 

◎パンケーキ型リアクター内の流れ 

 

真ん中にノズルがあって、susceptor の端から端がこの辺になります。横に吹き出すタイ

プですので、ちょうどここに煙のようなものが見えます。一番下、このノズルの頭のあた

り、ノズルの頭のちょっと上を撮ったのがこの写真です。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

 

特性を見るのに、ここのところだけ見て下さい。ノズルがあって、ここから 4 方向に吹き

出しています。煙はこう出て、グルグルッと回っている様子がわかります。 

 一つ前に出したリアクターの場合には、基板の上で渦を巻くということはありません。

このリアクターの場合には、基板の上で渦を巻くという構造をつくっています。これは膜

厚制御上の理由があって、わざとこういう構造をつくっています。こういうタイプの場合

にはドーピングしたらどうなるかということです。これはその結果です。 

 

◎パンケーキ型成長装置を用いて成長したエピタキシャルウェーハのホウ素濃度分布 

 

右側が基板で、左側がエピタキシャル膜になっている。横が深さで、ここがちょうど基板

との界面、ここがホウ素の濃度です。これも立法メートルなので 6 乗を引いていただく必

要があります。成長温度は、1000℃。これは 1125℃の場合で測ったもの、SIMS の結果がこ

れです。丸と四角で示しています。 

 それに対して、固体内拡散しか起こらない場合、どこまで滲み出るのかという計算をし

たのがこちらの実線です。まったく合いません。1000℃の場合、先ほどのガスに渦がない

リアクターの場合は、かなりよく一致していましたが、この温度においても、このリアク

ターではまったく合いません。それから、横軸のスケールがまったく違いまして、これは、

今、ゼロに対して 1ミクロン、2ミクロン、3ミクロンです。おりてきているところは 1.0
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

から 1.5 ミクロンくらいです。先ほどの図（水平型枚葉式成長装置を用いて成長したエピ

タキシャルウェーハのホウ素濃度分布）を見ますと、おりてきているところは 0.3、0.4

です。 

ですから、同じように図を重ねて書くといたしますと、先ほどの枚様式のリアクターは、

実線で書いてある 1273K 計算のこの条件がそのままできている。それに対して、渦がある

ようなリアクターは、実際には界面が非常にだれてしまうということがわかります。 

 

◎気相を経由するホウ素の移動と取り込み (a)枚葉水平型装置, (b)パンケーキ型装置 

 

これは模式的に示したものです。基板の上に渦がない場合(a)は、メインの流れに対して、

基板のどこかから、主には裏面からですが、裏面からホウ素を発生した場合でも大体単純

に流れ去ってくれます。これに対して、基板の上に渦をつくっているリアクター(b)では、

こういうところから出てきたものはしばらくこの中でとどまることになります。それでま

たもう一回ここに入ってくるということが可能になります。そういったことによって、結

局は、非常にホウ素の分布が悪いエピウェーハができてしまうということがわかります。 

 

◎ドーパント反応機構（ジボランを用いたドーピング） 
 今度はドーピングの反応機構ですが、ジボランのケースについて考えてみます。 
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

◎結晶成長とドーピングにおける化学反応 

 

これは、ジボランガスの輸送を計算して、成長中のシリコン表面の状態を考慮しながらモ

デルをつくっていったら一体どうなるのだろうということです。 

 成長作業をしている時、結晶成長しているところに、ドーピングをしまと、例えばジボ

ランを入れた場合、実はドーピングが安定しないことがけっこうあります。これは、ジボ

ランガスの特性、ケミストリーがちょっとあります。配管の中にもいろいろ付着するとい

うこともありますが、成長速度を変えてやると、実はドーピング量がけっこう変わってし

まうという特性があります。 

 ここに書きましたのは、もとになる化学反応、トリクロロシランの化学反応です。総括

反応速度定数 k はラングミュア型で書ける。それから、ドーピングに関しては、総括化学

反応として、これは一体どういうふうに書くべきなのか、議論が必要なところではありま

すが、極めてシンプルにざっくり切ってしまいまして、ジボランが直接これも表面で化学

反応する。したがって、B2H6からホウ素を 2 つ出して、水素を 3 つ出すという、こういう

非常に単純な化学反応であると仮定いたします。 

 こういう場合の化学反応の総括反応速度定数は一体どのように書けるかというのがこの

問題になります。 

 

◎ホウ素ドーピングの表面モデル 

ジボランというガスにとってみますと、トリクロロシランというのは、メインを占めてい

る、一番たくさんあるガスたちになります。それから、トリクロロシランが表面で化学反

応する場合に、表面吸着物質として SiCl2 をつくってしまいます。この上に、Cl が顔を向

けている上にジボランがやってきてここに結合できるかというと、これは非常に難しい問

題だと思います。まったくゼロではないかもしれませんが、非常に難しいと思います。
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(独) 産業技術総合研究所 半導体システムイノベーション検討会 第 8回検討会 

 

それに比べると、シリコンがむき出しになっているところのほうが反応しやすいことは明

らかですので、実はこのジボランの化学反応にとって、トリクロロシランが表面につくっ

ている中間体というのは、大変な邪魔者になって働きます。 

 要するに、ジボランにとってみたら、自分が反応しやすい場所をたくさんあるトリクロ

ロシランが奪っている、そのサイトの中から探していかなければいけないということにな

ります。 

 

◎Boron Doping Rate  

 

実は、そういうところのシリコンむき出しのところにおける反応速度定数と、一応、SiCl2
に覆われている場所における反応速度定数は別々に工夫して求めることにいたしまして、

数字として書き表してみますと、10 倍くらいの違いになり、こんなふうな速度定数が得ら

れる。 

 これは（Θ＝の計算式）、トリクロロシランが表面を覆っている場合の被覆率です。そう

いったものを計算に入れまして－－入れましてということは、1 からトリクロロシランに

よる中間体による被覆率ですね。それを引いたもの、1－Θの部分に対して、この Vacant 

site の速度定数がかかるというふうな計算をしてみます。 
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◎エピタキシャル膜のキャリア濃度に対する成長速度の影響 

 

それで実測値と比較してみますと、こんなふうになります。横がシリコンのエピタキシャ

ル成長速度で、縦軸がキャリア濃度。立方メートルで書いているので 6 乗を引いていただ

く必要があります。これもこうなります。これは○、□、△が実測で、実線が計算値にな

ります。これは、ざっと見ますと、傾向として、成長速度が上がることによって、実はド

ーピング量が下がり、キャリア濃度が下がっています。その下がる割合が、成長速度が 1

から 3、要するに、3倍になることによって、キャリア濃度は立方メートル 23 乗ですが、

23 乗から 22 乗に落ちます。 

 要するに、成長速度が 3倍になるとキャリア濃度は 10 分の 1になります。単純にドーピ

ング量という考え方でいきますと、シリコンが 3 倍に増えたら、同じ量がもしジボランか

らホウ素がドーピングされていれば、母体が増えるだけなので、3 分の 1 になれば済むこ

となんですが、これ、実は 10 分に 1になってしまいます。これは先ほど図に出しましたよ

うに、ジボランが自分で結合しようと思う場所を探していっても、トリクロロシランによ

って、中間体によってたくさん覆われてしまいますと、自分が行く場所がなくなってしま

うとうことなのですね。ということは、シリコンという母体の成長速度が上がるというこ

とによって、ただでも薄められるのに、それ以上に反応場所を邪魔されてしまうから、そ

れによって、実は 10 分の 1になってしまうということになります。 

 したがって、シリコンウェーハのスペックの中でもそうですが、実は抵抗のスペックと

いうのはわりあい緩いのです。膜厚のスペックに比べて緩いということです。それはあま

り自分でコントロールできないこともありますけれども、だから許されているということ

が一つあります。あとは、デバイス側の理由もありますが、実はこのくらい不安定なもの

でもあります。 
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講演 第 2部：基板の大きさにより変わる、リアクターテクノロジーと設計 

◎4 リアクターの課題 & 基板の大きさにより変わるテクノロジー 
◎図 4 LSI の単価下落が続く 

 

リアクターの課題というよりは、シリコンテクノロジーの課題だと思いますが、ちょうど

これが今月の日経マイクロデバイスに出ている図です。 

 半導体の新しい今後の動向を考えるというような話題で、ちょうどセミコンジャパンが

きょうから始まっています。それに合わせたような話題だったと思います。その中から、

私が一番印象に残っている図を 1枚だけ持ってきました。 

 横が時期で、縦軸が LSI の単価、これは平均単価です。全 LSI の平均単価と書いてあり

ます。ということは、実際に何がどのくらい入っているのかというのはよくわからなので

すが、ある意味、これは象徴的です。私自身もシリコンメーカーの中にいて、これは大変

なことになってきたなというのを実感したのと、けっこう、これ、合います。私が会社に

入ったのは 81 年ですが、要するに、イケイケドンドンの時代ですね。非常に素晴らしい時

代でした。 

 こういきまして、実は私自身は、この辺（1990 年）までは化合物半導体にいました。シ

リコンにやってきたのはこの時期（1991 年）になります。新しいリアクターもつくろう、

自前の技術でいろいろなことをやろうと言っていましたところ、マイクロンテクノロジー

がいわば枯れた技術を使って安くメモリをつくるということをやり始めまして、値段が急

落していきました。それが大体この辺（1996 年）です。ビット当たりの値段が朝と夕方で

は違うと言われていました。その辺からどういうふうに何が変わっていったのかというの

は、我々自身もよくわかってはいなかったのですが、この記事を見て、非常によくわかり

ました。 

 ここまで（1996 年）までは企業向け機器が中心。パーソナルコンピュータといっても、

そんなに人がいっぱい使っていた時期ではない。マニアを別にしますと、そうでもない。

どちらかというと業務用が多かったというのは、たしかそうだと思います。家庭には、な

かなか 96 年くらいまではありませんでした。 

 それに対して、ここから（1996 年）民生機器中心になっていって価格重視になってゆき

ました。ということはもうどんどん下がっていく。実は、ここで産業構造が変わっている

のですね。明らかに変わっていると思います。 
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 ですから、ここのところでシリコンテクノロジーをどうしていくのかというのはやはり

考えなければいけないと思います。 

 

◎半導体製造技術の動向＝大口径と微細化？ 

 

この記事の中からちょっと抜き出してきたのですが、今までというか、2000 年くらいまで

は、シリコンテクノロジーは大口径化と微細化だよという言い方をしていました。東北大

学の大見先生のところで UCS(Ultra Clean Society)をやってきたとき、UCS の終わるころ

までは大口径化と微細化という動向に対して、疑いを持つ人はほとんどいなかったと思い

ます。 

 微細化の意味というのは、いろいろな意味があります。ざっくり切ってしまいますと、

一つは高速化がある。微細にすることによってもともと電子を運ぶ距離が小さくなります

から、それによって速くなる。もう一つは、大量生産化。高速化には高機能化が含まれる

と思います。大口径化というのは単純にいって大量生産化です。 

 ところが、今、「微細化してもそれを生かす製品がない」、これはソニーセミコンダクタ

ーの副社長さんの今月号の日経マイクロデバイスに出ている言葉です。それから、投資も

高額になっている。インターナショナルなロードマップでも微細化に頼らずに進化する方

向に、というのは明らかに出てきているわけです。 

 それで、シリコン結晶自体が 300mm、それからいずれ 450mm は来るだろう。それはイン

テルとか－－インテルというより IBM でしょうか。そういうところが何年か前からアナウ

ンスをしていたし、シリコンメーカーは 450mm に対して対応を既に始めています。そうな

のですが、これをいろいろ考えていってみると、今でも 300mm 用のリアクターは 1 台当た

り安くて 3億円から 5億円、高いものになると数十億円というのが存在するらしいと聞い

ています。そうなってきたときに、じゃ、だれが投資できるか、という問題になる。もう

限られた企業になります。それでも、アプライドマテリアルズはこの 10 月の記事の中で、

「世界にたった 1 社しか残らなくても、我々は対応する」と書いています。それはほんと

うにそうするのかというのは、彼らがそのときビジネス判断すると思います。 

 では、こうなったら、おそらくできるのはサムソンとか TSMC とか、そういうところかも

しれません。そうなった場合に、では、ほかのメーカーは何するのでしょう？  みんな、

やめちゃうのでしょうか。そうなったときに、どうするのでしょうか。 

そのときになっても－－というか、そうなればなおさらなのですが、民生用が中心になり

ます。少なくとも日本は民生用中心です。おそらく単価は下落していくでしょう。投資回

収が困難になっていきます。その場合、一体何をしていったらいいのだろう。 
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◎設計ルールの縮小だけでない技術進化へ 

 

もう一つ、今、ロードマップの中で言われていることは、More Moore と More than Moore 。

もう一つは、No More Moore というのがあるのですが、それは冗談でしょう（笑）。 

  More Moore というのは、LSI の発展の方向性ですね。それをさらに進めていこうという

ことで、新材料や立体構造、レイアウトを変えていくといったような“等価的スケーリン

グ”を基本とします。いわゆる、ただ微細化することを追求するのではなくて、それと等

価的な開発をやっていこう、発展を遂げていこうという意味だろうと私は思っています。

それから、More than Moore というのは、もっといろいろな機能を持たせていって、さら

にもっと違う展開をしていこうということだと思います。 

 では、こういったことをやっていくとした場合、それを 300mm や 450mm でやるのですか、

という話になってきますと、非常に私は疑問だと思います。 

 あともう一つ、アナログ素子を融合するとか、いろいろなインターフェースを持たせる

とした場合、それをどのくらい大量に使うものがあるのでしょうか、と考えていくと、こ

れは疑問ではないかなと思います。 

 ちょっと見方を変えてみた場合、いろいろな開発をしたときに、それを量産ラインにす

ぐつなげられるようにするには一体どうしたらいいのだろう、そういう技術開発をどうし

たらいいのだろうというふうに考えてみます。そうすると、これは一般論に戻りますけれ

ども、企業現場の場合、確かに研究所が開発します、それを現場へ持っていこうという場

合に、死の谷というほどではないですが、ある程度の谷はあります。それに比べますと、

生産現場の装置をちょっと止めて試作をするといった場合、それはうまくすぐいっちゃう

のですね。それは、「大したトライでない」という場合があるわけですが、でも、企業など

の場合で、生産装置を 1 台くらいほんとうに開発のために使われているときというのは、

実はものすごく進みが早いです。これは私がいたところの会社でもそういうところがあっ

て、実はそういう使い方をしていることがあります。 

 これは言葉を変えていいますと、「少量生産ライン」です。うまくいっているときは、生

産ラインを使って試作します。ほんとうの試作をしてしまいます。ただ、ものすごく大規

模な生産装置と生産ラインを使って試作をするというのは、必ずしもいいことではないし、

非常に疑問が出てくるわけです。効率的にいくことはあり得ません。 

 ここのところから発想をググッと変えてみて、もし生産ラインが非常に少量対応型であ

った場合、そこで試作することに対してはだれもおそらく疑問を抱かない、非常にやりや

すいことになる。このシリコンウェーハの場合、それはどういうラインなのかというと、
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間違いなく、これは枚葉プロセスです。今、現実には 300mm、450mm というシリコンウェー

ハを使ってやっていますけれども、おそらく極端にまとめて入れられるプロセス装置以外

では、ほとんどが 1 枚ずつ取り扱うプロセスになっています。それを大きくしていくとい

うのも確かにそうですが、先ほどありましたとおり、そんなに大きなものをつくってもし

ようがないよ、となった場合には、いわゆるリーズナブルな大きさは必要になるでしょう。 

 

◎基板の大きさにより変わる技術 

 

その場合、果たしてこの方向にいくのかということです。ここから分岐して、ある程度の

大きさになったら、どうなのだろう。その大きさというのは、どのくらいの大きさかとい

うのはちょっとよくわかりませんが、それを考えてみたいなというところではあります。 

 

◎リアクターの中の現象 

 

ただ、どんな場合であっても、リアクターの中の現象というのは同じです。基本的に、こ

この横のスケールがどう大きくなるかというだけのことであって、ガスを流していって、

化学反応をする、表面反応が必要であれば表面反応をする、それはまったく同じことです。 
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◎エピタキシャル成長装置の課題（AMAT技術資料を参考） 

 

 

 だいぶ時間が来ていますので、この表を全部説明すると、これだけで 30 分以上かかるも

のですが、成長装置の中の課題へ移ります。これはアプライドマテリアルズが 2000 年ごろ

に出した表です。いろいろな課題に対して、どういうものが考えられるかというのをリス

トアップしています。これらの項目は、大きくても、小さくても、そんなに変わりません。 

 

◎生産装置としてのリアクター 

 

それから、これはちょっと毛並みの違うシートです。生産装置としてのリアクターで一体

どういうものがいいのかというと、とにかく止めずに済むことが大事です。「止めない」と

いうのは「止まらない」という意味ではなく、「止めないで済む」という意味です。それか

ら、「中を開けずに済む」こと。これは、おそらく真空装置を使われている方は実感されて

いると思いますが、開放作業をしなくても済むということです。それから、当然ながら、

「故障しない」、こういったものがあります。さらに、このリアクターに組み合わせていけ

るような装置はどうやってつくれるのか、そういったことも考え併せる必要がある。 
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◎エピタキシャル成長装置の課題 

 

エピタキシャル成長装置の課題です。先ほどのシートと品質項目と技術項目の大項目は同

じですが、色を塗りましたのは、大きなウェーハであるほうがいいときと小さいウェーハ

であるときがいいときと、いわゆるリーズナブルな大きさのときのほうがやりやすいと考

えられるものを並べてみました。 

  膜厚の均一性とか、抵抗率の均一性、それからスリップというのは、実際にシリコンウ

ェーハを取り扱われたことがない方はあまりご存じないかもしれませんが、簡単にいえば

熱応力によるウェーハの変形です。シリコンウェーハは結晶がずっとずれるようなことが

あって、それによって結晶に段差ができてしまう。 

 こういった応力は、実はウェーハが小さいほうがコントロールしやすいのです。特に、

あと成長の効率に関していえば、基板の大きいウェーハを使っている場合は、例えば、30

センチのシリコンウェーハは、A 4 の横が 30 センチですから、このくらいになって、今、

枚葉式の装置は、横にガスを流していますから、こちらから反応が始まって下流に向かっ

てどんどん減っていっているわけです。計算してみるとよくわかりますが、下流側という

のは、かなり原料は枯渇しています。それを何とかうまく下流側まで届かせるために原料

ガスをたくさん流している、という状態です。 

 それに対して、極端な話、30cm のウェーハでなくて、3cm のウェーハだったらどうなる

かというと、一番おいしいところだけ使うのですね。非常に効率のいいところだけ使うこ

とになります。 

 ただ、膜厚分布がどのくらいいいかというと、それはそれなりに問題があるのですが、

膜厚分布を調整するための方法というのは、基板が大きくても、小さくてもそんなに変わ

りませんので、それはおそらく何とか解決策はあるだろうと思います。抵抗率についても

そうです。 

 それから、スリップについては、実は温度プロセスをどのくらい乱暴にやっていいかと

いうことにもなります。基板が小さい方が応力には耐えます。逆にいうと、非常に乱暴な

プロセスができます。 

 表面欠陥密度とか金属汚染に関しては何とも言えませんが、小さい場合、発生源にウェ

ーハが近づいてしまうというおそれもあります。これは何とも言えません。 

 それから、あと生産性に関していうと、これ、単純に 1 枚当たりということで言えば、

絶対小さい方が速いわけです。それによって、あとはどれくらい必要な量をつくれるかと
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いうことはあります。 

 あと、現場の人たちにとって定期的な保守がしやすいかどうかということも出てきます

が、これに関していえば、これは軽いほうが絶対に簡単です。 

 そういった意味でいきますと、必ずしも大口径である、小口径であるということによっ

て、どちらが有利ということはおそらくないだろうという気がします。ということは選び

方次第です。 

 

◎基板直径により変わる技術・変わらない技術 

 

これから先、何枚かのシートは、基板によってどのくらいテクノロジーが変わってきたか

ということを書いてあります。横は基板の直径で 25mm、50mm、200mm、450mm とあります。

初 1枚、それから複数枚バッチになって、それから 200mm になった時点で、枚葉 1枚ず

つというのが出てきて、450mm は枚葉です。あと、ここから 2、3枚つくるという、スモー

ルバッチという形式が出てきています。 

 昔は、加熱は高周波加熱や抵抗加熱が多かったのですが、途中からランプ加熱になりま

した。これは別にランプ加熱が直径によって対応して変わってきたかというと、そういう

わけではなくて、要するにこれを使い切る技術やテクノロジーが出てきたというふうに私

は見ています。ですから、これは基板によって変わったものではない。 

 

 それから、反応容器の形をアスペクト比率（縦÷横）で代表させて見てみますと、だん
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だん小さくなる。これは当然ながらウェーハ 1 枚で成長しますので、その場合にはこっち

の方向（右へ）にいきます。 

 それから、反応容器の容積については、枚葉式になった時点で一回小さくなって、それ

から直径の大きさに比例して少し大きくなっています。これはどちらかというと枚葉式に

なったということによって変わってきている。 

ただし、成長速度に関しては、1 枚ずつ成長するということによって、非常に良くなりま

した。原料効率としては非常に良くなっていると思います。「やや大」は書き間違えで、こ

れに比べたらちょっと下がっているということです。 

 

それから、原料ガスについては、いろいろな原料ガスが当初使われたのですが、今、生き

残っているのはトリクロロシランだけです、現実には。モノシランとかジシランというの

はちょっと違う場面で使われていますけれども、エピタキシャルウェーハを大量につくろ

うという場合でモノシランを使っているケースは今のところありません。理由としては、

危険ということもありますが、もうちょっと違う理由がたぶんあったと思います。 

 

あと、膜厚の均一性に関していきますと、図中の全体から全体というのは、ウェーハの中

全体で何％の不均一性ということであって、それは昔も今も変わりません。これに関して

はだんだん厳しくなってきていますが、それについて枚葉式で対応している。 

 それに対して、もう一つ、それと同じくらい重要なのが局所的な膜厚の分布で、いわゆ

るフラットネスと言われるものですけれども、ラフに 20mm 角と書いていますが、大体、こ

のくらいの大きさ、幅で平らであることが実は重要視されている。これはリソグラフィー
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の要請からくる問題です。こちらのほうがむしろ苦労しかねない問題ですが、逆にいいま

すと、このくらいのスケールで物事を考えたほうが楽だということも言えます。 

 もう一つの問題は、エッジ・エクスクルージョンと言われるもので、ウェーハの端何 mm

を均一性の評価から除外するかということです。かつては 3mm でした。200 ミリグラムま

で 3mm だったのですが、だんだんこれを狭めてくれという話になってきています。今、1.5mm

くらいが要求されていると思います。実は 1mm までいきたいのだというふうにデバイスメ

ーカーでは言っていますが、そこまではちょっと難しいだろうと思いますね。ただ、こう

いったところは、もし基板を小さくしていったときに、この 1.5mm というのはちょっと厳

しいものになりかねないな、という気はしています。 

 

 

 あと、搬送技術に関しては、手、それからロボットとかありますが、これに関しては大

きくなってくると、手では運べないのでロボットで搬送することになる。ただ、これは基

板によって変わってきたということは当然ながらありますけれども、どちらかというとク

リーン度によって変わってきているということがあると思います。 

 手で搬送するということは、息をしている人間の目の前で扱うことになりますし、それ

からいかにグローブボックスでやるとしても、それはそれでいろいろな不確実性が出てき

ますので、それに比べたらロボットのほうがいい。これは基板直径によって変わったとい

うよりは、別の視点で変わったと見たほうがいいような気はしています。やむなく変わら

ざるを得なかったということもあると思います。 

 

◎予想 
 これは 後です。では予想として、エピタキシャルリアクターは今後どういうふうにい

くのだろうかということです。450mm になった場合、これは間違いなく枚葉になると思い

ます。というのは、2枚並べたら、それだけで反応器が 1m になってしまいますから、そう

いった反応器をつくるとはとても考えられない。しかも、直径 1m の中で、どんどん温度均

一性をプラスマイナス、例えば 5 度以内、できれば 2度以内にしてくれというのは、これ

は大変な話です。それはおそらく無理だろう。そうすると、枚葉式になります。 
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それに対して、ある程度の大きさのところでスモールバッチというのもつくっていく可能

性が非常にあります。おそらくこのどちらかにいくだろう。 

 そうではない場合、もう一つの動向として考えられることは、12.5mm（0.5inch)とここ

に書いてあります。私はこれにこだわる必要はないと思いますが、いわゆるリーズナブル

な大きさがあるだろうと思います。ただ、そのリーズナブルな大きさというのを考えると

き、ある種、極端を考えてみたほうが非常に考えやすいので、そういうときの例として、

今ここではこう書いていますが 12.5mm なのかもしれません。その場合、susceptor は 20mm

くらい、ランプ加熱は非常に使いやすい。それから、容積は非常に小さくできますし、単

純な流れはおそらく作れる。その意味で考えていくと、特別難しい課題はあまりないんじ

ゃないかという気はしています。エッジ・エクスクルージョンが 1mm 以下という課題はあ

りますけれども、たぶんこれになったときにはウェーハ当たりの厚さが薄くなるので、エ

ッジの加工が非常にしやすくなりますから、端の面取りがしやすくなるので、その部分を

考えると、あまり難しいことはないのではないかという気はしているということです。 

 まとまりがどうなっているのかよくわからない話になってしまって申しわけありません。

シリコンウェーハをエピタキシャル成長させる場合に、化学反応それから流体予想という

ことを考えなければいけません。その辺を解析していった結果から見て、今までは何をや

ってきていて、守るべきところ、変えてもいいところはどこか、ということをお話ししま

した。その中で、将来のシリコンデバイスをつくっていく場合にどういう動向があるか、

その中の一つの考え方としてこんなところに進んでいくというのも一つの選択肢だろう、

そういった形でまとめさせていただきたいと思いました。時間をオーバーして申しわけあ

りません。このくらいで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。

（拍手） 

 

 

質疑応答・意見交換 

司会（原） どうもありがとうございました。それでは、質問、コメントを受け付けたい

と思います。今回は、非常に幅広いユニットの方がいらっしゃっていただいていますので、

初めにご所属とお名前をおっしゃっていただきたいと思います。どうぞ。 

石田 パワエレの石田です。非常に興味深い話をどうもありがとうございました。 

 我々、今、SiC のエピで商売をしているわけでして、まさに今回の発表は参考になりま

した。エピの量産というときに一番困るのは、装置のクリーニングが我々も一番困ってい
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るところなんです。 

 ちょっとお聞きしたいのは、シリコンテクノロジーでは量産機が出てきたときに、もう、

クリーニングというのが一緒に出ていたのか、それとも量産している 中に、これは問題

だということでクリーニング技術ができてきたのかというのをちょっとお聞きしたいので

すが。 

羽深講師 ほんとうに 初にシリコンエピのリアクターが出たというのは、私が会社に入

るよりずっと前なのでよくわかりませんが、おそらくは塩化水素を迷わず選んで使ってい

たと思います。というのは、シリコンに対して、Cl というのは非常に相性がいいですし、

原料として塩化物を使うというのはわりあい 初からあった発想です。そのいわば逆反応

ですよね。逆にやれば、クロロシランがつくれるというのは 初からわかっていたと思い

ますので、おそらく苦労せずに、迷わず選んでいたと思います。 

石田 そのとき、装置メーカーのほうがもうクリーニング込みで開発していたということ

なのですか。売っているときには、もうクリーニング込みで売っているという状況なので

すか。それとも、装置を買ってきた現場の人たちが開発をしていったのか。 

 我々の現状でいいますと、装置は外から買ってきて、量産装置を買ってきて、レシピに

はそういうクリーニングのことに関しては一切ないわけでして、現状では我々でクリーニ

ング工程を開発しなければいけないというわけなのです。シリコンのほうではそれはどう

なっているのでしょうか。 

羽深講師 推定でよろしいですか。推定です。当時というか、かなり前でいきますと、リ

アクターメーカーの力というのはほとんどなかったです。アプライドマテリアルズという

のは、今、巨大なメーカーになっていますが、私が入社する前はほとんに小さなメーカー

でした。ユーザーが何か一言言えば、震え上がるような感じの（笑）、メーカーだったらし

いです。 

 そのところから推定しますと、おそらく使っている側が提案していったのだろうと思い

ます。リアクターメーカーでは、ほとんど、自分のところで実験もしたか、しなかったか

の状態で、何もわかっていない。使う側がスペックを出して、「とにかくこういうふうにつ

くれ」と言ってつくらせた。あとは、買った側の非常にずるいやり方ですが、その段階か

ら文句をいっぱい出していって、それでこれはだめだ、あそこはだめだと言いながら、相

談しながらたぶん開発していったと思います。 

 その後のクリーニングの改善ですね。例えば、反応器の壁にいっぱい付く。それに関し

ては、使っている側から、開発しろ、何とか対策をとれと文句を言うわけです。それに対

してアプライドマテリアルズ側が呼応してくる、対応してくるという形で、例えばクリー

ニングのときにはランプのところに流す風の風量を抑える。それはたぶん 2000 年ころか、

ちょっと前くらいだったと思います。そういうやり方をしてきたり、それから排ガス処理

に関してはちょっと温めるというのを、彼らなりにケミストリーを研究したみたいで、そ

ういうことをやってきたというのが実際です。 

 大量に、それを日常的に使っている側から文句を言わないと、リアクターメーカーの側

はそんなことはおそらく気にしていませんから、使っている側が文句を言うべきだという

ことで、昔もそうだったと思います。 

石田 わかりました。どうもありがとうございます。 

司会 今の論点の整理をさせて下さい。いろいろな知識というか、バックグラウンドを持

っている方がいらっしゃるので。 

 液中のパーティクル発生とか、壁にいろいろな異物が付くということで、まず一つ伺い
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たいのは、純粋なシランと、クロル（塩素）が入っているクロル系のシラン、その違いは

何なのでしょうか。先ほど爆発性のことがご講演の中で話題になっていましたが、エッチ

ング性という意味でクロルが入ったほうがいいということなのですか。パーティクル発生

という意味では、ガス種に対して何が言えるのでしょうか。 

羽深講師 ガス種に対してですね。モノシランと塩素が入っているガスとでは、基本的に

膜をつくるときの表面反応が少し違います。というのは、塩素が入っているものというの

は、ここで表面終端する形をとるので、どちらかというとラングミュアタイプの考え方が

非常によく成り立ちます。塩素がない場合、ここに水素がついている。ただ、その水素と

いうのは、五、六百℃くらいでしたか、そのくらい高い温度になるとほとんど表面に残れ

ませんので、工業生産しようという温度の場合にはほとんど水素がなくなってしまいます。

ということは、やってきた分だけかなり付くというようなイメージを考えてもいいくらい、

それが一つあります。 

司会 つまり、塩化があって、ターミネイトしている表面がデフォルトであるようなイメ

ージのところに、置換しながら成長していくイメージのほうが安定したというか、制御性

が良いということでしょうか。 

羽深講師 単純に言うと表面がきれいだと言うことです。要するに、余分にボコボコと付

くものを抑えられてしまうので、きれいな表面がつくれる。 

司会 なるほど、そうすると、ウェーハ表面上の平坦性とか、品質という意味ではクロル

が入っているほうがいいと。 

羽深講師 そうですね。 

司会 あと、パーティクルとか、壁にものが付く、クリーニングということについてはど

うなのでしょうか。 

羽深講師 壁に付くものに関しては、モノシランというのは非常に悪いです、いっぱい付

きます。要するに、低温でも化学反応してしまいますから、これをコールドウォールにし

ておいて、例えばここが 1100℃で、この辺が五、六百℃くらいですが、やっておいたとし

ても、ここにはかなり付いてしまいます、モノシランの場合。それを抑えようとすると、

減圧にせざるを得ない。ということは、成長速度が下がってしまうので、生産性は一般的

に悪くなる。 

今、ここでお話ししたシリコンのエピはみんな常圧で、常圧で成功しているちょっと珍し

いケースかもしれないのですが、常圧でできるということは結局のところ、原料ガスをた

くさん突っ込めるわけで、それだけ生産性が上がるわけです。 

 モノシランの場合、それはなかなかできません。こういうタイプのリアクターのところ

に、実際にモノシランを流してみたという人の話を知っていますが、まっ茶色になるので

す。とても大変だと聞いています。 

 それで、ある程度、高い温度を上げることができて、成長速度も稼ぐことができて、し

かも周りがあまり汚れないという意味ではクロロシランというのは非常に使いやすいです。 

司会 クリーニングという観点でいうと、コールドウォールのほうがホットウォールより

余分なものが発生しないということなのでしょうか。そこら辺をもう一度。 

羽深講師 薄膜成長、エピタキシャル成長にとっては、このシリコンではコールドウォー
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ルのほうがいいです。それは気相反応を確実に抑えています。ところが、それをきれいに

する場合には、隅々まできれいにしたいので、その場合には全体に温度を上げたほうがい

いです。だから、クリーニングという点ではホットウォールのほうがいいのです。 

 ところが、同じリアクターの中で、あるときはコールドウォール、あるときはホットウ

ォールにするというのは非常に難しいわけですから、それはある程度までしかできない。

ただ、ある程度までやる方法は一応あるということです。 

司会 それと、今、石田さんが言ったみたいに、クリーニングでレシピに書いていなくて、

現場に買ってきたときに我々自身が考えなければいけないという意味で、クリーニングの

方法として、さっき先生がかなり強いガスというか、エッチングガスというのでしょうか、

入れる場合もあるということなんですが、現場ではそういうこともこういう熱 CVD の場合

でもやっているのでしょうか。水を入れるという話もさっきちょっとありましたが。 

羽深講師 あれは、さすがにやると大変だろうなと思いますが、噂は聞いたことがありま

す。どうもほんとうにやったらしいのですけど、それはたぶんあまりないと思います。 

 

 それで、非常に反応性の高いガスを使うというのは、この場合の(№33 の図)ClF3という

ガスですが、減圧成長のポリシリコンの CVD プロセスではリアクターの掃除にもう 10 年前

くらいから使われています。現場では、そういう意味では使われています。ただ、注意し

なければいけないことは、支燃性ガスになりますので、この図の中にH2と書いていますが、

こういったものと混ぜ合わせた場合に、燃焼します。はっきり爆発も起こる可能性がある

ので、インターロックをかなりしっかり組まなければいけません。 

 ただ、この実験をやったときに、ほんとうにこれ全部つなぎ合わせた配管を使ったので

すが、それはインターロックの工夫で何とかなります。ガス置換をかなりしっかりやった

ということです。 

司会 その延長でちょっと伺いたいのは、我々のような基礎部門で、CVD というか、ガス

で化学反応をする場合に、チェンバーの中はかなり汚れてくることがあります。掃除機で

ガアガアやって吸い取るなんていうことをけっこう実際やっていたりするんですね。メー

カーではそんなことはしていないはずと期待しますが。我々がそんなことをやらなくて済

むにはどうしたら良いのでしょうか。どういうふうにすれば壁の中に付くのを防ぐことが

できますでしょうか。 
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羽深講師 それは一番厳しい答えを出すと、そうしなくていいケミストリーをつくること

です（笑）。ただ、CVD 反応を選ぶときに、温度環境も含めて選ぶときに、現実にある反応

環境の中で、ここで反応を起こさせたい、ここは止めているというのをしっかりデザイン

して、そういう化学反応をつくってしまう、それが正解であり、王道ですね。 

 あとは、それにもかかわらずついてしまうものがある場合には、その表面に何らか付き

にくいコーティングをする、あるいははがしやすいコーティングをするというのが一つだ

と思います。それから、あとどうしようもない場合には、非常に反応性の強いガスを使う。

反応性の強いガスを使っても、それに耐えられるような反応器部材を選んでおくというこ

とになると思います。ただ、これはどちらかというとコストアップの方向なので、あまり

勧めていいかどうかわかりません。 

司会 ほかにいかがでしょうか。 

聴講者Ｂ メカニズムの話は、全体のストーリーのなかでどのくらい重要ですか。メカニ

ズムはもうかなりわかっていて、これ以上詰めなくていいと言うような段階ですか。 

羽深講師 成長のメカニズムに関しては、今、工業生産で普通 1 分当たり 4 ミクロン、5

ミクロンくらいの成長速度です。それ以下の場合は、この速度式で計算できる範囲です。

その意味では、メカニズムはあまり詰める必要はない。ですが、ちょっとこれは話してい

いことなのかどうかということがちょっとあるのですが、非常に速い成長速度を出してい

るリアクターがあって、それの場合には、今までのデータからの外挿になりますので、合

わなくなってくるケースが実はあります。それに関しては、もう一段階、しっかり化学反

応を書き直さないとたぶん成長速度を計算で出すことはできなくなる、ということはメカ

ニズムとして何かが落ちているということになると思います。 

聴講者Ｂ 今回想定している化学種の気相反応のデータはどのくらいあって、さらにその

化学種を表面にぶつけたときにどういうことが起こるのかというのはどのくらいやられて

ますか。あるいは、そのような素反応の研究がこのような開発には役立ちますか。 

羽深講師 特にシリコンのトリクロロシラン関係のものですと、アメリカのサンディアナ

ショナルラボラトリーの人たちはかなりデータを集めていて、それが CHEMKIN(複雑な反応

速度問題を解決するためにデザインされた、素反応ベースの詳細化学反応解析支援のため

のソフトウェアシステム)の中に入っています。あれを使って計算した成長速度とこれとは

大体オーダーは合います。その意味では使えます。 

 ただ、先ほど、私が申し上げたように、もっと成長速度が高いところの領域では、合わ

ないケースが出てきます。これ以上は言えないです。ある会社の関係があって、ちょっと

言えませんが、それはあります。 

 CHEMKIN の中に入っている素反応というのは、実はサンディアの人たちが自分たちの出

したものではなくて、いろいろなものをコレクトしたものですね。ただ、それらでも、要

するに、けっこう議論できるレベルでは成長速度は合いますから、そういう意味で使える

のだと思います。 

聴講者Ｂ 先ほど気相反応なのか表面反応なのかよくわからないという議論がありました

が、既に気相反応のデータはあるのではないかと思って質問しました。その温度ならこの

反応速度になって何が生成するかというのは既知だと思ったのですが。 

羽深講師 98 年だったと思いますが、彼らもいろいろなデータを、表面反応、気相反応、

全部突っ込んで計算して、それをした結果、トリクロロシランが直接表面に届くものが一
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番シリコンの輸送としては多いという結論を出しています。だから、気相反応はしっかり

評価した上で、表面反応が支配的だという結論になったと。 

司会 比較的 近ですね。 

聴講者Ｂ ちょっと細かい話で申し訳ありませんが、その分子が表面にどのくらいの時間

滞在していると思っているのですか。先ほどマイグレーションの話がありましたが。 

羽深講師 わからないです。 

聴講者Ｂ むしろ、かなり高温なので表面あるいは表面近傍で熱分解してしまうのではな

いかなと思います。表面にそのままいてフラフラしているようには考えにくいのですが。

メカニズム的にはそのまま分子として滞在していると考えないといけないのですか 

羽深講師 いけないということはないと思います。ただ、実際のところ、それが化学吸着

する直前の状態はどうなのかというのは、ほとんどよくわからないと思います。 

聴講者Ｂ そこで熱分解してもいいですよね、その速度はどのくらいか調べる必要があり

ますけれども。 

羽深講師 それはいいと思いますが、それがほんとうのところどうなのかという、証拠と

して調べられるのか。 

聴講者Ｂ それがわかったらいいことはあるのですか、それとも大して貢献しないのです

か。 

羽深講師 今、この反応に関して、それを調べたら何か起こるかというのは、大したこと

ないと思います。 

聴講者Ｂ 成長速度をものすごく速くすることに関連するならば、あるいはそれにつなげ

られるようなものならば意味があるかもしれない、というくらいですかね。 

羽深講師 ええ。特に、シリコンの場合は、とにかくディフェクトフリーである、まあ、

ディスロゲーションフリーですね。そういったものであって、結晶としてもかなり完全な

ものができているので、そこのところに対して、さらにマイグレーションだとか何かとい

うことを考えても大した意味はないだろうという気はします。 

ただ、そうでない結晶は世の中にたくさんあって、薄膜をつくるといったときに非常に質

の悪いものしかできないというのもあるわけですね。そういうときに、ケミストリーを考

えていく場合に、一体どこからどこまでを考えるか。その中に、マイグレーションという

ものによって、何か左右される品質というのはもしかしたらあるのではないかという気は

するんです。ただ、そこを追求する何らかの手段が欲しいなという気はします。 

司会 今のことに関連して、マイグレーションという意味でいうと、ステップだとかキン

クとかいうのがかなり重要だと思います。昔、信越の営業さんから私が聞いた話で、ユー

ザーでウェーハを買いたいという人がいたときに、何も指定してこない場合には 2 度オフ

をつけるのですよと言っていたんです。なんで、そんな、2 度もオフをつけるんだ、と聞

いたら、そのくらいオフしておかないと、このウェーハは反応しない、おかしいと文句を

言われちゃうんだと答えが返ってきたので、私はそれを聞いてびっくりしまして、そんな
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ものかと。 

 つまり、実はオフ角でかなりレートが決まってきているのかなと思うのです。 近、そ

れこそ信越の営業さんに「 近、どのくらいオフつけているの」と聞いたら、かなり制御

されていないような状況で、適当に切っているような、「プラマイ 2度だ」というふうに言

っていました。指定していない場合ですよ。指定すれば 0.05 度オフというものも私も買っ

たことがありますが。 

 そうすると、ユーザーの側で CVD をやっている人は、そういうイージーなものは使って

いないのかもしれませんが、今の関連でいうと、マイグレーションのスピードと量、それ

とステップの間隔というのは当然関係してくると思うのです。 

羽深講師 関係します。ほとんどの場合で、出荷するウェーハのスペックの中にオフ角度

が入っています。ですから、こちらの会社用のものをこっちに売れるかというと売れない

です。CVD というか、特にエピタキシャル成長の場合にはオフ角度をしっかりコントロー

ルしないと、それによってできるものが変わってきます。おそらく製品としてつくられて

いるエピタキシャル成長のもので、基板のオフを研究していないというものはないと思い

ます。おそらくすべての製品について研究されている。 

司会 そうすると、今、菅原さんが質問したみたいに、 後は、表面にどのくらいのもの

が、何がいて、どのくらいの量のものがどう動き回っているかというのが、 終的には反

応速度を利用上、決めていくことになるのですか。 

羽深講師 なると思います。 

司会 まだそこまでわかっていないということですか。 

羽深講師 わかっていないような気がする、私は。もっと知りたいなというところです。 

司会 でも、先生の論文などを拝見していますと、ものすごい量の化学反応式が出てきて

いて、かなり正確に化学反応を記述しようとしていらっしゃいますね。そうすると、ラン

グミュアタイプだと仮定すれば、ある程度、滞在量というのは出てくるような気がするの

ですか。 

羽深講師 滞在量というか、被覆率は出ます。 

司会 少なくとも被覆率はすぐ出ると。 

羽深講師 実は、化学反応を書いているというお話があったのですけど、私の論文に対す

る批判というのは、オーバーシンプリファイドであるというのが共通の批判です（笑）。も

っと複雑でしょう？と言われ続けています。ただ、速度論で考えて、支配的なプロセスは

何かといった場合、考えるとこれだけでいい、というところに削り落としたということで

す。 

聴講者Ｂ 第一原理計算は、どのくらいこの分野にはいっていますか。それほど複雑な反

応ではないのでいろいろ実験しなくても計算でアプローチすると言うことも考えられます

が。 

羽深講師 私は、そこのところをあまり調べていないので。 
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聴講者Ｂ どういうポテンシャルになっているかとか、そのあたりは。 

羽深講師 ちょっとわかりませんが、第一原理ですね。正直なところ、私自身もそっちを

調べていないのでよくわかりません。 

司会 京大の福井先生の直系の橘先生がやっていて、かなり……。 

羽深講師 でも、シリコン結晶に関しては、そうとうやっていると思いますよ。 

聴講者Ｂ そうでしょうね。表面反応についてはかなり報告されていますね。成長速度に

ついて理論化学でどのくらいやられているのかお聞きしました。 

羽深講師 直感的にはされていると思います。ただ、私自身は調べていないので、情報と

してはないです。 

司会 ほかにいかがでしょうか。 

徳田 ナノテク部門の高温量子エレクトロニクスグループの徳田と申します。オートドー

ピングのところでお聞きしたいのですが、下地の基板からのボロンが気相中にというとこ

ろで、成長が行われている系で、側面からそういうのが来るということは、そこはオフ角

と面方位が違うから、そこがエッチング条件に入っているからでしょうか。 

羽深講師 気相中に、単純にいえば滲み出してくるということです。これの位置のどこか

ら出てくるかなのですが、たぶんここ（下の面）です。側面というのは断面積がほとんど

ありませんから、発生する量というのはたかがしれていると思うのですが、実際にはここ

です。 

 そういうのが起こらないように、酸化膜をつけたりして保護する場合もあります。特に、

こういうものが入っているものの場合、酸化膜をつけたりします。それも長時間の間に出

てくるものがあるみたいです。 

徳田 要するに、膜が堆積する条件なので、普通に考えると覆われるから、出ないのかな

と思うのですが。 

羽深講師 思うに、これは susceptor の上に置いたときには、こういう入れ物、ウエハポ

ケットの中に置くわけですね。その場合に、裏面まではいわゆるデポジションがほとんど

回り込まないのですが、空間としてはつながっているので、出てくる一方になります。ホ

ウ素に関しては、これは反応雰囲気が水素なので、たぶん表面でB2H6の形か何かができて、

それで出てくるのです。 

 それならば、アルゴン雰囲気だったらどうなのかという質問をされると、ちょっとデー

タがないので申しわけないのですが、ただ一つ言えることはあるシリコンメーカーの特許

に書いてあることですが、susceptor のところにこちら側に穴を開けて、下側だけ逃がす

という方法があります。要するに、成長表面のほうにはガスが回り込んでこない。そうい

う特許があって、そのメーカーの人に聞いたところ、やっぱり効果はあると言っていまし

た。 

 ですから、ここから発生するものが結局回り込まない。要するに、ここでいうこのパス

を止めてしまえば、かなり改善されるとは言っていました。 

徳田 あと入っているシリコンの成長機構としては、ステップフロー成長が実現している
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ような系でやっぱりつくられるのですか。 

羽深講師 だと思います。ただ、それを実際に確かめた人がいるかと言われると、ちょっ

と反応環境が大変なのであれですけれども。成長したあとにはステップが見えます。きれ

いなステップが見えます。それが逆に、そのステップの間隔が光学的な検査の段階におい

てトラブルになる場合があります。干渉縞上に見えてしまうケースです。それは、ほんと

うにそうなのか、と言われると何とも言えませんが。シリコンウェーハの普通に研磨した

ものにはないような見え方をエピタキシャルウェーハがする場合があって、それに関して、

何かステップの間隔とか、何かじゃないか、という説もあります。 

司会 バンチング(bunching: 原子スケールの段々畑の段の間隔に疎密ができて、密度の濃

い部分の段々が急峻に成っている様子）しているという意味ですか。 

羽深講師 そういう説もあります。 

徳田 あと、二次元核が起こらない、理想的なステップエッジからの成長のみであるとか、

例えば基板のエッジでは、核形成が抑制されれば斜面みたいな、オフ角に依存するような、

要するに原子ステップが一つもないような面が出ると思います。理想的ステップエッジ成

長の場合に、実際に成長されたウェーハでそういった面が出るか。例えば、それがステッ

プフロー成長というか、自分がダイヤモンドでやっていて、メサコートをつくることによ

って段差をつけて、それで成長するとどういう成長が行われるかということをやったとき

に、原子ステップすらない。いわゆるステップフリー表面というのは計算できるのですが、

それはステップからの選択的な成長が起こっていて、二次元核形成が起こらないからと考

えています。シリコンでは、特にこの系ではどうなのかなと思います。 

羽深講師 実際のところ、ウェーハの表面を研磨してあって、端の面取りというのは、か

なりメーカーによって角度が全部指定されています。エピ用基板と普通のこういったウェ

ーハで出荷されるものとでは、かどの角度が違います。実際に、susceptor の、よく「ざ

ぐり」といっているところに入れて成長して、問題があるときというのは、端が立ち上が

ったりする。いわゆるクラウンという、厚膜ですけれども出たりしますが、それからあと

フラットネスでも、端のほうにいってちょっと立ち上がっちゃうというところがあると問

題になるので、その分をキャンセルする分だけ削ってあったり、いろいろな工夫はしてい

るのですね。それの中でたぶん見えなくなっていると思います。 

単純にただ丸くしていることはほとんどなくて、ある角度でこうつけていることが多いで

す。そのパターンというのは、極端にいうと出荷するメーカーによって変わったりもしま

すし、標準的なシリコンウェーハメーカーの角度というのもあります。ただ、あまり丸く

なっている途中の状態が出ているという面はあまりないです。 

徳田 あと 1点あります。リアクター内のクリーニングで、成長すると susceptor が一番

汚れると思うのですが。 

羽深講師 そうです。 

徳田 Susceptor の材質は、この系では何を使っているのですか。 

羽深講師 カーボンで表面に SiC コーティングやっています、これの場合は。 

 ただ、あるメーカーのリアクターは、無垢の SiC 。ただ、表面にはいろいろと加工して

ありますが、そういうものもあります。 
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徳田 クリーニングとしては、susceptor にコートされるポリシリコンを完全に毎回とる

のですか。 

羽深講師 そうです、完全に。そうじゃないと、舞い上がってきてしまいます。特にウェ

ーハを置いたときに、普通の薄い紙なんかもそうですけれども、平らのものの上に置くこ

とになるので、置いたときにズルッとずれるわけです。ズルッとずれたときに、そこにポ

リシリコンが付いていると、粉を舞い上げちゃいますので、それだけでパーティクル発生

になってしまう。したがって、これは完全に取ります。 

★とはいいながら、ここだけの話にしていただいたほうがいいかもしれないのですが、あ

る膜厚まではクリーニングをしないというやり方もあります。要するに、実験的な意味で、

このリアクターで実験をしてみると、この膜厚くらいまでは堆積していっても、要するに、

残っていても、パーティクル発生しない、不良品を出さないとなれば、それを追求するの

はメーカーとしては正しい対応ですから、それをやっていく。だから、合計何十ミクロン

まできたらクリーニングするというのはあります。ただ、取るときには全部取っちゃいま

す。 

徳田 ありがとうございました。 

司会 ほかにいかがでしょうか。 

熊谷 先進製造の熊谷と申します。まったくの門外漢ですが、先生のコメントのところで、

省資源と省エネルギーという観点から枚葉式等々に変わってこられたとありました。例え

ばクリーニングとか、あるいは原料のリサイクルとか排ガス処理とか、そういうのを比べ

たときに、どういうレベルでのコストとかあれがあって、こういう形になってきたのか。

どこら辺のコストが高いのかとか、あるいはエネルギーとか、そこら辺のところをもし教

えていただけたらありがたいです。 

羽深講師 どこからお話ししていいかわかりませんが、実は、我々はエピタキシャルウェ

ーハの値段をポリシュットウェーハの 1.2 倍以内に抑えろという話があって、それは 10

年以上前です。そういうターゲットがあって、そのときどういう計算をしたか覚えていま

せんが、コスト計算をしてみました。リアクターを抜いて、ただ、ウェーハをこの工場の

中にただ通していった場合、1.2 倍以上になりました（笑）。実は、人間の、組織の中を動

かしていくだけでもコストはけっこうある。これは論外みたいな話ですが、それはありま

す。 

 原料ガスに関していうと、ガス自体を非常に安くしていますので、ガス自体の値段は大

したものではないのです。ただ、原料の利用効率が悪いことによって除害設備ですとか、

いろいろなコストが上がってきますが、原料の消費効率自体はおそらく 5％以内くらいで

す。ほとんどは捨てている。 

熊谷 リサイクルはされていないのでしょうか。 

羽深講師 していません。全部処理しています。 

 トリクロロシランを大量に処理する場合、アルカリスクラバーで洗ってしまうのが一番

簡単です。カセイソーダのスクラバーの中で全部中和して落としているというのが実際で

す。それをリサイクルするというのは、トリクロロシランをリサイクルするというのは、

太陽電池関係だったらやる可能性はありますが、こういう半導体シリコンの薄膜をつくる

場合ですと、おそらくほとんどやっていないと思います。 
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司会 先生が今おっしゃっているのはエピタキシャルウェーハの場合ですね。 

羽深講師 エピタキシャルウェーハです。 

司会 エピタキシャル CVD の場合は、 初にワーッとつくる膜なので、それでも効率は、

私はいい方ではないかなと前から思っています。上にデポするようなシリコンの場合には

リソグラフィーで削っちゃいますから、おそらく物質の利用効率はさらに 10 分の 1か、100

分の 1くらいになっちゃう。 

羽深講師 なっている可能性もあると思います。 

司会 ええ。これはいいほうだと思います、エピタキシャルＣＶＤでは、集積回路製造プ

ロセスの 初の段階に位置していて 初につけますから、ガスの利用効率は良い方ですね。

ということでよろしいですね、たぶん？ 

羽深講師 それは間違いないと思いますが、ただ、いわゆる原料の利用効率という点でい

きますと、そうとう無駄にしているのは間違いないです。ただ、いっぱいウェーハを入れ

て、大きな空間を使ってやるというのに比べると、1 枚ずつつくるというのは、そうとう

良くなります。リアクターの高さを抑えてやることによって、単純な話、上空を通り過ぎ

るガスが近くに来ますから、それだけでだいぶ変わります。 

熊谷 それで資源という形になると。省エネルギー関係という形ではどうなりますか？ 

羽深講師 省エネルギーというのは、加熱時間を短くできるかということ。ちょっと単純

な話ですが、そうなります。ランプ加熱の場合、赤外線を加熱する場合というのは、反応

器の中に熱容量の大きなものを持っていません。例えば、先ほど言ったカーボンに SiC コ

ーティングをしているという susceptor の場合で、厚さが 3mm とか 5mm くらい、たわむか

どうかの寸前くらいですね。そういったものを使っている場合ですと、素早く加熱できて、

素早く降りてくるわけですね。何枚も使っているような barrel 型といいますか，端にいっ

ぱい張り付けるようなものの場合、昇温しているだけで 1 時間、特に室温から始めている

のは、そのくらいかかるケースがあります。ところが、こういうタイプ（水平型枚葉式リ

アクター）の場合ですと、そもそも室温まで下げないですけれども、ランプで上げて加熱

するというのをもし仮に室温から始めても 5分くらいでできると思います。 

 我々の実験装置の場合ですと、赤外線ランプで加熱するのですが、室温から 1100℃でし

たら 3 分あれば確実に上がっています。そのくらいまで、いわゆる短くすることはできま

す。ちょっと電力でキロワット、キロワットで比較はしていないのですが、プロセスの効

率はこれによって相当上がります。 

 ですから、ウェーハ 1 枚ずつにするということによって、実はものすごいデメリットが

あるわけです。何枚も何枚も同時成長するというのに比べると、1 枚でするというのは確

実なデメリットがあるのですけれども、それをちゃんとキャンセルする分だけのテクノロ

ジーができている。もちろん、品質もそっちのほうがいいです。 

熊谷 一番 初のスライドのほうで、「ごく短時間処理」というのがおありでしたけれども、

あれはどこに？ 

羽深講師 一番 初のスライドですね。これはエピ成長ではありません。熱処理です。 

玉川 エピ成長って一番怖いという印象があるんですが、それは塩化シランポリマーとい
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うのが危険性があるということなんですか。 

羽深講師 エピを使っているガス自体が危ないものが多い。そもそも常圧で水素を 1000℃

以上で焼くということ自体が（笑）、化学反応されている方にとっては怖い。でも、我々か

らするとそんなに怖くないんですね。まず、それがある。これは可燃性ガスである、1 気

圧である、それからこういう可燃性、やはりトリクロロシランというのは可燃性ガスであ

って、それを使っているということだと思います。 

玉川 反応生成物はあまり心配していないのですか。 

羽深講師 反応生成物はこれに比べれば怖さは弱いです。でも、取り扱いを間違えますと

確かに燃え上がりますし、特に、外したとき、こういうパイプのところを火が走ってきま

すから、怖いです。それよりももっと怖いのを私も経験しているので、あまり怖くないで

す（笑）。 

玉川 水素とか、使用ガスのほうが怖いということですか。 

羽深講師 これはモノシランでないだけ、そうとう楽です。クロロシランというのは、ま

だそれよりもたちが悪いです。 

司会 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

石田 初のほうのグラフというか、メモリの値段というのが 96 年くらいから上がってい

って、それから下がったとおっしゃいましたけれども、私も昔メーカーにいて、京セラに

いたわけですけれども、常々思い返してみると、京セラも 96 年くらいまではセラミックパ

ッケージでガンガン儲けていたのです。ところが民生品になってそんなにもたなくていい

と。普通のパソコンは 2、3 年で終わりなので、2、3 年もてばいいというので、セラミッ

クスパッケージからプラスチックパッケージに変わったんです。京セラはそれに適用でき

なくて非常に苦しんだ時期があったのです。 

 エピタキシャル成長の場合にも、民生品にする場合はセラミックスからプラスチックと

いう例にあるような、某かの手抜きをしてこれに適用したと想像します。とはいえ、エピ

成長の場合ではそういう手抜きというのはなかなかできないと思うのです。こういうトレ

ンドに適用するのはどのように適用していったのかなというのをちょっと教えていただき

たいのですが。 

羽深講師 カッコ良く言えば、高品質化を図っていくしかなかったですね。こちらに民生

で、特にこうなってきた時期というのは、DRAM が値下がりした時期ですね。DRAM というの

は、エピタキシャルウェーハも使っていましたし、普通のポリシュットウェーハでもつく

っていましたが、どちらかというと普通のポリシュッドウェーハからつくるほうが多いの

です。エピタキシャルウェーハというのはマイクロプロセッサのほうにいっているのが多

くて、メモリはけっこう普通のポリシュッドウェーハからつくっていくほうが多い。そち

らのほうの値下げをしていったというのが実際のところです。 

 ただ、そうはいいながら、マイクロプロセッサも下がってきていますので、この動向全

体は同じです。その意味でお話ししますと、結局は、高品質化と、それからプロセスを短

縮する。リアクターが 1 時間当たり何枚つくれるかというのを徹底的に追求していったと

いうのが実際です。それで、先ほどもあったクリーニングの回数を減らす。一番 初のシ

ートに戻ったほうがいいかもしれない話かもしれません。エピタキシャル成長を例えば

1100℃でやるとします。それに対して、シリコンの表面クリーニングの温度が通常はそれ
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より高かったのですが、それを成長温度とまったく同じにします。それをすることによっ

て、温度を変更して待つ時間、これが数十秒、例えば、10 秒、15 秒とありますが、その部

分をゼロにできるわけです。それが 1 年間にすると、生産量に着実に反映されます。そも

そも 1時間当たり、例えば 8枚、9枚つくろうと。例えば、10 枚つくるとすると 6 分でつ

くるわけですね。6分でつくる場合に、その中の 15 秒、30 秒というのはけっこう大きな割

合になります。そこをどんどん詰めて短縮していく。それから、できるだけ反応器を分解

しないで済むようにする。そういったところの積み重ねです。 

 それによって、かなりの分がここに対応できるようになってきたということと、それか

らあともう一つあるのは、実はエピタキシャルウェーハというのは、ダイオード用にたく

さん出ているのです。ディスクリート用であるとか、そういったものに出ています。実は

儲けはそっちが多いのです。こういうモス（MOS）エピというのは、収益トントンなのです。

それに対してダイオードだとか、そういうかなりラフなもの、しかもエピ膜が厚いものに

よって収益が上がっています。よく我々も言われていたのですけれども、実はこの工場の

儲けはディスクリートが出しているんだよというのはよく言われました。 

司会 ディスクリートは、pn のダイオードですか。 

羽深講師 その中に IGBT も含まれます。そういったものが実は儲けを出しているよと。そ

れはよく言われました。 

司会 エピの高品質化がダイオードに良いというのはどういう意味ですか。 

羽深講師 単純に pn をきれいにつくる、一つは。 

司会 ということは、何が商品としてのダイオードに？ 

羽深講師 その辺は、使っている側に聞いてみないとわかりません。要するに、拡散でつ

くるのに比べたら、明らかに p形、n形がきれいにつくれる。 

司会 ああ、そうか、わかりました。 

羽深講師 そういう意味で非常にいいと。 

司会 作製上の問題ですね。 

羽深講師 作製上の問題です。それが非常にいいわけです。そういうところが非常に多く

て、実はこれがけっこう儲けとしてはある。それとキャンセルし合っているということで

す。 

 だから、 先端品というのは、 初はいいのですけれども、そのうち値段が下がってい

くと、実は赤字をつくる原因になりかねないので、そういったところは実はこういう古典

的なエピタキシャルウェーハでしっかり経営土台はつくっています。経営の裏側です（笑）。 

司会 ほか、よろしいでしょうか。 

岡田 イノベーション推進室というか、企画関連部門の岡田といいます。 

 先ほど原さんと表面反応のことで、モノシランだとほとんど水素ターミネイトしてない

のでエピタキシャルな膜ができないというお話がありました。ジシランでしたら、ある程

度、水素ターミネイトしているような状況でも、熱分解を起こして製膜が進んでいくと思
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います。1000℃以上で常圧 CVD でガンガン生産性をということは当てはまらないのでしょ

うが、 後に、提案されたようなハーフインチのプロセスでそんなにスループットが要ら

ないというものであれば、ジシランとかを使ったプロセスでも品質のいいものができるん

じゃないかと思います。その辺はどうですか。 

羽深講師 それはどういうものをつくりたいかによるわけで、これは考え方もあると思い

ますが、スループットというのは、どういう場合でもものすごく重要になってきます。1

プロセスが 1 時間で済む場合の、例えば 60 秒というのはけっこう大きくなってきますし、

それを考えていった場合には、スループットというのはいかなる場合でも重要なので、そ

れはどうしても追求せざるを得ない。 

 もう一つ言えるのは、目的のものをつくるために必要な温度が何度であるか。何度を超

えてはいけないかというのがあります。例えば、シリコンゲルマニウムの場合、非常に高

いプロセスに持っていっちゃったら全然だめになっちゃいますし、そういったことも考え

た場合、シリコンゲルマニウムの場合はやはりモノシラン、モノゲルマンですね。それは、

そうせざるを得ない。そういうケミストリーを選ばざるを得ないのですから、それはどう

いうものをどの温度でつくるかによるんだと思います。 

 ただ、ジシランを使う場合というのは、ターミネイトされている状態をたぶん使うと思

うので、そうではない条件のところに持っていったら、あれは何の意味もないと思います。

それは、リーズナブルな温度に、リーズナブルのガスを使っているのだと思います。そう

いうところにクロロシランを持っていった場合には非常に効率悪いですね。 

 

 

閉会 

司会 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 

－以上－ 


