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クリーン化技術は何故必要か？

クリーン化技術の実際

半導体微細加工技術

クリーン化技術

スーパークリーンテクノロジ

局所クリーン化技術

セクション 1セクション 1

セクション 2セクション 2

セクション 3セクション 3

セクション 4セクション 4

PART 1

PART 2

(1) 必要性

(2) 単位系

(3) 汚染源
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(ISO: International Organization of Standeardizatior)

古い単位

1ft3あたりの0.5µm以上の粒子の個数

1ft3あたりの0.5µm以上
の粒子の個数 = 1

1m3あたりの0.5µm以上
の粒子の個数 = 35.31

1m3あたりの0.1µm以上
の粒子の個数 = 1000

1m3あたりの0.1µm以上
の粒子の個数の対数 = 3

ISO Class 3

Class 1

新しい単位

1m3あたりの0.1µm以上の粒子の個数の対数
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微粒子のサイズと濃度
AIST
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1E62E75E8清浄な大気(例)
7E69E73E9標準的大気(例)

2.93E58.32E63.52E7ISO Class 9

各クラスの最大濃度限界(particles/m3) Nc
（それを超えると、一つ上のクラスに上がる）ISOクラス N

3E73E81E10汚い大気(例)

2.93E48.32E53.52E6ISO Class 8
2.93E38.32E43.52E5ISO Class 7

2938.32E33.52E41.02E52.37E51E6ISO Class 6
298323.52E31.02E42.37E41E5ISO Class 5

833521.02E32.37E31E4ISO Class 4
8351022371E3ISO Class 3

41024100ISO Class 2
210ISO Class 1

5µm1µm0.5µm0.3µm0.2µm0.1µm

直径D以上の微粒子濃度Nc D -2.08∝
例：1/10の直径Dまで広げて数えると、濃度は～100倍になる。

（ ISO規定の場合 ）

08.21.010 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

D
N N

c

例：0.3µm以上で4E4個/m3の場合、

08.2

3.0
1.01044 ⎟
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⎝
⎛×= NE

N ~ 5.6

より
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ISO クリーン関係規格
AIST
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ISO 14644-1 クリーン度クラス（世界統一規格）

ISO 14644-2 14644-1適合テスト

ISO 14644-3 測定・試験方法

ISO 14644-4 クリーンルームの設計・施工

ISO 14644-5 クリーンルームの運転・管理

ISO 14644-6 ISO技術用語・定義・単位

ISO 14644-7 分離機器

ISO 14644-8 分子状汚染物質の分類

ISO 14698-1 微生物汚染：一般概念

ISO 14698-2 微生物汚染：データの評価と解釈

ISO 14698-3 微生物汚染：清掃・消毒による効果の測定法

Std. 05.99

Std. 09.00

DIS 09.02

Std. 04.01

DIS 07.01

CD 06.01

FDIS 03.01

CD 12.02

Std. 09.03

Std. 09.03

DIS 02.99

Std.: 規格成立 DIS: 規格案 FDIS: 最終版規格 CD: 準備段階 （2004年3月時点のISO209技術委員会及び出版status）
(Committee Draft)(Final Draft International Standard)(Draft International Standard)

ISO: the International Organization for Standardization

[クリーン化セミナー.ppt]



クリーンルームの基本４原則
AIST
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① ＣＲに入れない

②発生防止

③極力排除

④堆積防止

微粒子に関して：

・陽圧

・密閉構造/用途別空間分離

・HEPA/ULPAフィルター

・前室（エアシャワー、手洗い）

・発塵の少ない建材・部材

・発塵源での局所排気

・不必要な水平面を作らない

・ HEPA/ULPA/ケミカルフィルター

・床の角に丸みを付ける

・配管露出低減

人の努力が重用 （管理クリーンルームの考え方）

[クリーン化セミナー.ppt]

・入室管理・搬入機材の清掃

・無塵衣

・最小作業計画
・不要な物を持ち込まない

・CR内定期清掃
・ 気流解析

・静電気対策

・除振対策

設計・施工時のケア 運営時のケア

・十分な換気回数



層流CRでの強制的な発塵除去
AIST

[発塵オーラ.ai]

40B40B

[クリーン化セミナー.ppt]

秒速1.1m
（時速4km）

秒速0.25～0.5m

発塵オーラの尾の長さ

7.5m ～ 3.7m

身
長
～

1.
7m

前を行く人の発塵オーラに
かかったら×

[C] 防塵衣自体からの発塵
[B] 透過微粒子

[A] 漏洩微粒子

防塵衣

下着

発塵総量 T = A + B + C
例： A : B : C ～ 20:10:1



クラス5 = 10 以上(0.1µm/m )3
5

製造装置

温調・送風
ユニット

送風･(温調･)
清浄化ユニット

回
収
エ
ア

清浄エア

作業室
（清浄室）

天井上室

*

回収エア

温調・送風
ユニット

湿度調整・
清浄化
ユニット

汚染エア

床下室

ダウンフロー方式

乱流方式

半導体工場のクリーンルーム方式

製造装置

ウェーハー
解放容器に入った

清浄エア

作業室
（清浄室）

天井上室

高コストだが、
スーパークリーン

（クラス3,4程度)になる。

低いコストだが、

クラス5が限度

*

*

*

クラス3

スーパークリーン領域

= 10 (0.1µm/m )3
3

[乱流・層流CR.ai]

AIST
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(Unidirectional flow, laminar flow)層流, 整流

(turbulent flow, 
non-unidirectional flow)

乱流



問題となる汚染物質① Na
AIST

[NaDeal&Glove.jpg]
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E. H. Snow, A. S. Grove, B. E. Deal, and C. T. Sah, JAP. 36, 1664 (1965). [クリーン化セミナー.ppt]

Na汚染したMOS構造の容量の電圧依存性
（Naの影響を科学的に報告した最初の論文）

① オリジナル曲線

② -10V, 5分後
③ +10V, 5分後
④ 5分間ショート後

②～④@150℃

Co：Oxideの固有容量
C：MOS全体容量

[MOS構造.ai]

電圧で
フラフラ動く



問題となる汚染物質② B, P
AIST
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[クリーン化セミナー.ppt]T.Hamamoto, et.al, IEEE Trans. Electron Devices, 45, 1300 (1998).

PwellのBoron濃度は、Tail distributionのみに影響を与える。
→ pnリーク電流や保持時間のメモリ全体の性能に影響。

2828 と同じ

←Boronのメモリでの問題を科学的に立証した最初の論文

ボロン、リン

リーク電流



問題となる汚染物質③アンモニア
AIST
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[クリーン化セミナー.ppt]S. A. MacDonald, et. al.Proc. SPIE 1466, 2 (1991).最初のアミンの影響報告：

アンモニア吸着フィルター装着による、
化学増幅型レジスト*の品質低下防止

Review: H. Ito, JJAP. 31, 4273 (1992)., 
1st paper: H. Ito and C. G. Wilson, Technical Papers of SPE Regional Technical Conf. on Photopolymers, 207 (1982).

* 化学増幅型レジスト：

ケミカルフィルター無しエア ケミカルフィルター有りエア

※アンモニア1ppb以上で歩留まり低下



問題となる汚染物質④有機物DOP
AIST
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[クリーン化セミナー.ppt]

DOP: dioctyl phthalate フタル酸ジオクチル

COOCH2CH(C2H5)CH2CH2CH2CH3

COOCH2CH(C2H5)CH2CH2CH2CH3

[DOP化学式.ai]COOCH2CH2CH2CH3

COOCH2CH2CH2CH3

フタル酸ジメチルDBP: dimethyl phthalate

■シリコンウェーハ上の有機物汚染としては、
まず第一にDOP汚染が取り上げられる。

■DOPの濃度は、他の低分子量有機物の室内濃度に比較して
遙かに小さいが、高分子のDOPが低分子吸着に次第に取って代わり、
１月もしないうちにDOP吸着が支配的になる。

■有機物は、シリコン集積回路製造プロセスにおいては、
硫酸過水(SPA, ピラニア溶液: H2SO4:H2O2=4:1@120℃）
に代表される有機物除去のためのウェット洗浄により、
完全に除去することが可能である。

■また、酸化膜で保護されたシリコン表面については、有機物汚染後、
酸化膜を希フッ酸処理で除去することで同時に除去しやすい。

■以上から、有機物汚染は、ルーチンスケジュールされた製造プロセス
において問題となるのではなく、装置内ウェーハ転送・ウェーハ一時保存
等の間のハプニング的汚染によって問題となる場合がありうる。

■デバイス特性との因果関係としては、意図的汚染実験において、
ＭＯＳ界面の絶縁破壊電圧の劣化等に見いだされる。

例：F. Sugimoto, et. al. JJAP, 39, 2497 (2000).



クリーン化技術 まとめ
AIST

4747

[クリーン化セミナー.ppt]

主な汚染物質 製造上の影響 発生場所

ナトリウム

ボロン、リン

アンモニア

DOP

コメント

パーティクル

MOS容量・Vfb不安定

pn性能のばらつき増大

化学増幅レジスト現像不良

（MOS耐圧劣化） 現状では、水際
(プロセス工夫)で止める

ケミカルフィルターで対応

過去の問題

総合的に歩留まりに影響

駆体、フィルタ、
部材、作業者

装置、フィルタ

作業者

外気、装置、部材

プラスチック、塩ビ類
（塩ビシート、ビニールクロス、電線・・・）

総合的に歩留まりに影響

スーパークリーンテクノロジ

最近の問題

今後の問題

「依然として良くわからない。メインテナンスが大変。」

（技術を高度化し、学問体系として理解を進める）



AIST
4848

[クリーン化セミナー.ppt]

クリーン化技術は何故必要か？

クリーン化技術の実際

半導体微細加工技術

クリーン化技術

スーパークリーンテクノロジ

局所クリーン化技術

セクション 1セクション 1

セクション 2セクション 2

セクション 3セクション 3

セクション 4セクション 4

PART 1

PART 2
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[クリーン化セミナー.ppt]

スーパークリーンテクノロジとは？
～言葉の意味するところ

スーパークリーンテクノロジとは？

①半導体関連の高度なクリーン化技術

②スーパークリーンルームに由来するCR技術関係

③ウルトラクリーンテクノロジを意味する場合

★ＵＣＴ技術は、東北大学大見忠広教授の提唱・開発した技術

・UCS半導体基盤技術研究会 1988.10～2000.9
・UCTフォーラム 2001～
・リアライズ社

①・②・③併せて、1985～2000年頃の技術の全体像になっている。
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[クリーン化セミナー.ppt]

東北大を中心とした半導体製造技術の発展

・1986年3月 SCR（＠片平キャンパス）完成、翌３月全装置搬入設置

① スーパークリーン概念の具現化

・プロセス技術専用ＣＲ＠青葉山キャンパス

② プロセス技術への取り組み ＝＞ウルトラクリーン技術

（協力：日立他）

企業からのＣＲ予算出資と国からの運営面支援

③ 小規模生産ラインの構築

当時世界最高性能 ※学内約22研究室の共用施設であることに注意

・ 未来情報産業研究館 2001年11月竣工
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[クリーン化セミナー.ppt]

ウルトラクリーンテクノロジ指導原理

①超高純度プロセス雰囲気

②超クリーンウェーハ表面

③全てのパラメータが

完全に制御されたプロセス装置
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[クリーン化セミナー.ppt]

超クリーンウェーハ表面

1. Open Manufacturing System から
Closed Manufacturing Systemへの転換

２. 超純水UPWの超高純度化・高性能化

３. 洗浄方法の改良
・ポストＲＣＡ洗浄

・NEC方式：電気分解水洗浄

・大見方式：オゾン水＋メガソニック洗浄
・IMEC洗浄： (アンモニアフリー RCA改良版）

・ドライ洗浄の改良
・UV/Cl2洗浄（富士通）

・高温H2+微量HCl洗浄
・無水HFガスH2+微量HCl洗浄
・UV/F2

・UV/O3洗浄
・プラズマ洗浄

・TOC(Total Oxidizable Carbon)  <1ppb
・DO(Dissolved Oxygen 溶存酸素)  3ppb
・温度安定性 ±1℃

（2003～2018年の想定水準）

※研究開発が進んでいないので、
１５年間目標が不変
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金属/半導体界面の科学と技術の変遷
© S.Hara, AIST

UHV技術の利用

‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90
結晶 CZ発明

1917
FZ発明 (Keck)

Ge Si無転位結晶

1958(Dash)

(Czochralski)

GaAs LEC法

1965(Mullin)

デバイス Tr.発明
1947

(Shockley, Bardeen, 
Brattain)

IC発明
1959

(Kilby) LSI生産
1969

[Intel] VLSI
1987
[東芝] ULSI

1kbDRAM, 8µm 1MbDRAM, 1.2µm 16-64Mb, 0.35µm

2001年:
256Mb, 0.15µm

金属/半導体界面 点接触 蒸着 CVDスパッター

無電解メッキ MBE

シリサイド形成

メタラジカルな方法
Ohmic:

Schottky:
=酸化膜とコンタミからの逃げ

界面評価 I/V

鉱石検波器

C/V
1963

(Goodman) RBS (Mayer etc.) 断面TEM BEEM
1988

(Kaiser)

表面評価
Kelvin法

1962(Allen)

光電子分光

(Eastman/Spicer)

洗浄技術
=仕事関数測定

= 表面準位確認= Pinningの示唆

1972

RCA 1970
(Kern) 白木法

1986

CP-4

UVOC
1989

BHF 1990

(東北大)

(Higashi)

FT/IR ATR

= 洗浄の原型 = 酸化/還元の分離

オゾン水

(大見)

STM
1983

(Binnig/Rohrer)

理論 Schottky model

Bardeen model
1947

1938
(Schottky/Mott)

1938 MIGSの原型

1965(Heine) (Duke) 1986

(Harrison)
(長谷川/大野) 1985

(Tersoff) 1984

Canonical Pinning 理論

(Mönch)

1953

Pinning率実験 (Kurtin)
1969

LEED 1927
(Davisson,Germer)

(Kelvin)
1898

W等

HREELS

NiSi2/Si双晶制御
(Tung)1984

I/I 拡散

熱処理法

[MSHistory.ppt]

AIST
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標準的RCA洗浄法
Hydrogen peroxide-based immersion
cleaning procedure for silicon wafers

A. Preliminary cleaning (if necessary)
1. Remove bulk of photoresist film (if present) by

plasma oxidation stripping, or Immersion in 
organic photoresist stripper, or with a hot
1:2 v/v H2O2-H2SO4 mixture if adequate safety
precautions are exercised. 

2. Rinse with  wafer (see note on water purity for
entire processing).

3. Transfer the wafers to a clean Teflon holder.
Pick up wafers with Teflon or polypropylene
plastic tweezers.

B. Removal of residual organic contaminants and
certain metals (SC-1)

1. Prepare a fresh mixture of H2O-NH4OH-H2O2
(5:1:1) by measuring the following reagents into
a beaker of fused silica (opaque silica ware is
acceptable.):
a. 5 volumes of water
b. 1 volume of ammonium hydroxide (29%, 

eletcronic grade, w/w% based on NH3)
c. 1 volume of hydrogen peroxide (30%, 

unstabilized electronic grade w/w%)

2. Stir the solution with a clean rod of fused 
quartz. 

3. Submerge holder with wafers in the cold solu-
tion and place the beakers on a hotplate.

4. Heat to 75 to 80ºC. Then reduce heating to
maintain the solution at 80ºC for an additional
10 minutes. (The vigorous bubbling is due to
oxygen evolution. Make sure not to boil the 
solution so as to prevent rapid decomposition
of the H2O2 and volatilization of the ammonia.)

3. Submerge the still-wet wafers in the holder
(after step B.6 or C.3) in the hot solution.

4. Maintain the solution at 80ºC for 10 to 15 
minutes. 

5. Overflow-quench as in step B.5.

6. Continue the rinsing at this stage for a total of
20 minutes in a cascade rinsing system.

E. Drying of the wafers
1. Transfer the holder with the wet wafers into a

wafer centrifuge.

2. Apply a final water rinse during spinning.

3. Allow to dry while gradually increasing the 
spinning speed (to avoid aerosol formation
from the water droplets).

4. Remove the wafers by dump transfer for high-
temperature processing. If single-wafers han-
dling must be used. Handle the wafers only at
the edge with plastic tweezers.

F. Storage
1. Avoid storage of cleaned wafers preferably by

immediate continuation of processing. If stor-
age is unavoidable, store the wafers in closed
glass containers cleaned with hot SC-1 solu-
tion, followed by water rinsing and over-drying.

Note concerning processing water and reagents
All water use for preparing the reagent mixture or
for rinsing should be thoroughly deionized and ultra-
filtered, with a resistivity in the 10 to 20-megaohm
range at 18 to 23ºC. All reagents should be elec-
tronic grade, preferably ultrafiltered for freedom from
particulate impurities.

W. Kern, RCA Engineer 28, 99 (1987. 7/8). W. Kern and D. Puotinen, RCA Review 31, 187 (1970).

Hydrogen peroxide-based immersion
cleaning procedure for silicon wafers

A. Preliminary cleaning (if necessary)
1. Remove bulk of photoresist film (if present) by

plasma oxidation stripping, or Immersion in 
organic photoresist stripper, or with a hot
1:2 v/v H2O2-H2SO4 mixture if adequate safety
precautions are exercised. 

2. Rinse with  wafer (see note on water purity for
entire processing).

3. Transfer the wafers to a clean Teflon holder.
Pick up wafers with Teflon or polypropylene
plastic tweezers.

B. Removal of residual organic contaminants and
certain metals (SC-1)

1. Prepare a fresh mixture of H2O-NH4OH-H2O2
(5:1:1) by measuring the following reagents into
a beaker of fused silica (opaque silica ware is
acceptable.):
a. 5 volumes of water
b. 1 volume of ammonium hydroxide (29%, 

eletcronic grade, w/w% based on NH3)
c. 1 volume of hydrogen peroxide (30%, 

unstabilized electronic grade w/w%)

2. Stir the solution with a clean rod of fused 
quartz. 

3. Submerge holder with wafers in the cold solu-
tion and place the beakers on a hotplate.

4. Heat to 75 to 80ºC. Then reduce heating to
maintain the solution at 80ºC for an additional
10 minutes. (The vigorous bubbling is due to
oxygen evolution. Make sure not to boil the 
solution so as to prevent rapid decomposition
of the H2O2 and volatilization of the ammonia.)

(APM)

(HPM)

5. Overflow-quench the solution by placing the
beaker under running wafer for about one
minutes.

6. Remove holder with wafers and immediately
place it in a cascade water rinse tank for 5
minutes.

C. Stripping of thin hydrous oxide film
(1:50 HF-H2O)

1. Submerge wafer assembly from step B.6
directly in an agitated mixture of 1 volume
hydrofluoric acid (49%, electronic grade) and
50 volumes of water.

2. Allow to remain in the solution for only 15
seconds. Exposed silicon (but no SiO2) should
repel the HF solution.  Use a polypropylene 
beaker for this step.

3. Transfer the wafer assembly to a water tank.
but rinse for only 20 to 30 seconds with agita-
tion to remove the HF solution (this minimizes
regrowth of a hydrous oxide film).

4. Transfer the wafer assembly immediately, with-
out drying, into the hot SC-2 solution of step D.

D. Desorption of remaining atomic and ionic
contaminants (SC-2)

1. Prepare a fresh mixture of H2O-HCl-H2O2 (6:1:1)
by measuring the following reagents into a
beaker of fused quartz:
a. 6 volumes of water
b. 1 volume of hydrochloric acid (37% elec-

tronic grade)
c. 1 volume of hydrogen peroxide (30%, 

unstabilized, electronic grade)

2. Place the beaker on a hotplate and heat to 75
to 80ºC.  
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まとめ

■巨大な工場投資

■長くなる生産までの開発期間

■融通性の無いプロセス技術

■ ミニファブ・ミニライン

■ ミニエンバイロンメント

解決策

成熟したスーパークリーンテクノロジ・半導体技術の新たな課題


