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原 史 朗

独立行政法人産業技術総合研究所 〠 305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 産総研つくば中央第二

（2008年 1月 8日受理）

Encapsulated Production System and its Application

to Semiconductor Surface and Interface

Shiro HARA

Nanoelectronics Research Institute, AIST

AIST Tsukuba Central 2, Tsukuba, Ibaraki 305-8568

(Received January 8, 2008)

We developed an Encapsulated Production System (EPS) composed of the human space and the product space. The

product space is isolated from the human space in protection from penetration of particle and gas in the human space.

Concentrations of oxygen, particle, and dissolved oxygen in solutions in the product space are of 5 orders of magnitude

lower than those in atmosphere. As an experimental application of the system to the control of semiconductor surface

and interface, we formed Schottky barrier diodes of Al/Si(111) interface in the EPS system and investigated diode

leakage currents. It was found that electrically-ideal interfaces with no leakage current and no fluctuation of Schottky

barrier heights were formed in the system.
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1．は じ め に

Davissonと Germerの低速電子線回折の実験で電子の

波動性が確認されてから 80年を経過した。表面科学が

成熟した学問として一つのプラトーに到達したことは衆

目の一致するところだろう。本稿では，その先の課題，

すなわち，表面科学のエンジニアリング応用へ向けての

課題について取り上げる。たとえば，シリコン(111)-

7×7表面は，DAS（Dimer, Adatom, Stacking fault）とい

う複雑で精緻なモデル1)を基礎とした超周期構造を持

つ。我々が知っている最も構造の良くわかった表面の一

つである。ところが，この表面を直接使うショットキー

デバイスのポテンシャル障壁を，我々は制御することが

できていない。

この応用への課題の原因は二つあるように思われる。

一つは，表面から得られる情報は，主に，主たる原子に

起因し，数量的にマイナーな原子からの情報が知られて

いないこと。もう一つは，決定された理想的な表面構造

をデバイス生産の段階で再現できていないことである。

前者については，J. Bardeenによって，表面や界面で

は，そこに電気的ダイポールを発生する原因となる表面

準位や界面準位が，その密度としてそれぞれ 1012 states/

cm2（表面原子密度の 1/1000）と 1013 states/cm2程度あ

れば，1 Vのバンドの曲がりという大きなポテンシャル

障壁となって現れ，その準位のエネルギー位置にフェル

ミ準位が固定される（フェルミ準位のピニング現象）と

いうことが示されている2∼4)。強調すべきことは，半導

体などでバンドギャップを生じさせているのは，メジャ

ー原子によるメジャー原子配列なのであり，一方，ピニ

ング現象は，マイナーな原子挙動によって決まっている

ということである。既存の表面分析手段は，大抵測定レ

ンジが 2桁程度（つまり S/N比が 2桁程度）の分解能

しか持ち合わせていないので，これは，捕らえにくい大

変やっかいな問題である。それに加え，一般に，表面の



フェルミ準位の位置は，超格子構造と一意の関係にな

い，不安定な，表面作成条件に依存した量になってい

る。例えば，先の DAS 表面のフェルミ準位の位置は，

測定可能であり測定データは多々存在するが5)
，物性定

数としての安定性を持っていない。

より端的に言えば，表面分析法と解析法を駆使し，表

面超格子構造を観察することは可能であり，また，それ

を再現性良く形成することは，たいていの場合十分に容

易であり，さらに妥当な表面構造モデルを見いだすこと

はほぼ可能であるが，その現実の表面超格子構造が，ど

の程度電荷を保持し，またその電荷を収容する電子状態

が，何によって発生するのかを，ほとんど予言できな

い。

STMの登場が，我々により現実への高いハードルを

課した。理想表面として観察した清浄表面には欠陥や吸

着物など周期構造を乱すマイナー構造が多々存在してい

たのである。

2．マイナー原子制御のための我々の取り組み

2. 1 マイナー原子制御手法( 1 ) 分析を駆使した表

面形成条件の最適化

マイナー原子を制御する手法として，まず，表面形成

環境のクリーニングを推し進める方法があげられる。例

えば，我々の研究グループでは，過去シリコン表面より

ずっとグレードの低い表面とみなされがちであった，グ

ラファイト化しやすい 3C-SiC(100)表面において，欠陥

のない完全表面の形成を目指して実験を繰り返してき

た。真空配管の徹底的なクリーニングとガスの高純度化

を手始めに，ガス種の最適化，ガス照射プロセスにおけ

る基板温度制御シーケンスとガス照射タイミングと濃度

の最適化を行った。条件を変える度に STM像を撮って

欠陥を数える手法で，千枚を優に超える構造評価および

欠陥評価 STM像を撮影して，それをもとに欠陥分析研

究を行い，その結果として，3×1011cm−2という希な低

欠陥密度を得た6)。しかし，このことは，低欠陥密度表

面を実用的に作成する段階に至るまで必要な最適条件の

探索に多大な労力を伴うことを，一つの例として物語っ

ている。

2. 2 マイナー原子制御手法( 2 ) 先端の表面界面制

御技術を駆使する

もう一つのありうる取り組みは，表面科学および界面

エンジニアリングの成果をフル活用することである。

我々は，（ 1）表面原子終端技術の活用，（ 2）化学反応

を起こしにくい半導体材料の選定，（ 3）低温堆積によ

る界面化学反応の抑制，これら 3点を全て同時に行う実

験を行った。具体的には，（ 1）テラス原子の水素終端

効果と原子ステップエッジの酸素終端効果を持つ沸騰水

処理法，（ 2）Siと Cの強い化学結合力に起因する，金

属との界面化学反応が進みにくい SiC の利用，（ 3）

−80℃に冷やした SiC基板への金属蒸着という実験系

を用意した。この結果，界面準位密度を 1010 cm2･eV−1

台まで低減する，エンジニアリング的には完璧なピニン

グフリー状態を達成することに，通常半導体として活用

される材料全体を通して，初めて成功している7∼9)。し

かし，このような成果は，表面科学の最新の成果を自ら

生み出すかまたは新手法出現を待つ必要があり，かつ半

導体材料として硬度の高いものを利用する場合に限られ

てしまう可能性がある。

2. 3 マイナー原子制御手法( 3 ) 製造環境全体の清

浄化∼局所クリーン化生産システム

通常の真空技術では，試料をビーカー中で純水洗浄や

有機洗浄，それに RCA洗浄などを施し，一旦大気へ試

料を出して，サンプルホルダーへ装着した後，真空装置

へ導入する。常識的には，大気中での作業中にたとえ表

面汚染があったとしても，真空中の高温処理により，清

浄表面が形成されると理解されている。この手法は，原

理的には，現実の半導体デバイス製造工場で行われてい

る手順にも当てはまる。しかし，既に述べたように，そ

れはメジャー原子配列形成に十分な処理法であり，現に

普通は欠陥だらけの表面やピニングされた界面しか作れ

ない。

そこで，我々は第三の方法を試みることにした。全プ

ロセスを通して，マイナー原子を排除する局所クリーン

化システムを用いた表面界面形成である。以下では，こ

の詳細について述べる。

3．局所クリーン化とは

局所クリーン化生産方式（Encapsulated Production Sys-

tem : EPS）は，これまでの課題を克服する新システム

である。EPS では，人と製造物の完全分離が実現す

る10)。

人と製造物の空間の相互拡散を防ぐために，前室を製

造装置ごとに付加する。前室には，装置本体との間の扉

と，搬送容器をドッキングするための扉の二つが付いて

いる。製造物の出し入れに際して，必ずどちらかの扉一

つは閉まっているように操作する。

また，装置間搬送では，製造物は密閉された搬送容器

に入れて搬送される。ここで，製造物が存在する空間を

「製造物空間」（product space）と定義する（Fig. 1（a）

の実線内）。一方，外界と人は空間を共有している。こ

の共有空間を「人空間」（human space）と定義する

（Fig. 1（a）の点線内）。装置前室は，人空間にも属し，
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製造物空間とのインターフェースになっている。実際の

工場には装置が多数あることから，現実の空間配置は

Fig. 1（b）にあるように，一つの人空間と，搬送容器を

含め多数の製造物空間から成っている。

この空間分離により，製造物空間にはそれに適した従

来方式より清浄性の高い製造物クラス（product class）

を，また，作業者には，外気と同等な清浄度で，製造副

産物にさらされる危険から守られたヒトクラス（human

class）を提供できるようになる（Fig. 2）。近未来には，

この分離性能が向上し，ジーンズをはいて IC生産を行

うということが可能になるだろう。

前室と密閉搬送容器の他に不可欠なものとして，前室

内の製造物転送メカニズムがある。前室内には，普通は

人が入り込まないので，機械で転送する。局所クリーン

化生産方式では，製造装置前室と密閉搬送容器，それに

転送メカニズムが基本三要素である。

このように，局所クリーン化生産方式は，製造や研究

開発に関わる空間全体を，基本三要素を用いて，人空間

と製造物空間の二つに分離して生産やモノづくりを行う

方式である。その本質は，搬送容器や製造装置がカプセ

ル化されていることにある。そこで，Encapsulated Pro-

duction System（EPS）と命名されている10)。

4．産総研システム

我々はハイパーミニプロセスシステムと名付けた局所

クリーン化のリサーチシステムを開発した。1998年に

その原型が完成している。（ 1）EPS，（ 2）ガス遮断，

（ 3）グローブボックスによる試料搬送ハブ機能，（ 4）

リサーチに不可欠なモノづくり装置と分析装置を具備す

ることで特徴付けられる。

Fig. 3は，開発システム全体の構成を示している。高

性能な洗浄など常圧下での表面制御を主な役割とするの

が，グローブボックスを高機能化したハイパーミニファ

ブである。研究用試料は，ミニ搬送ボックスを介して，

ハイパーミニファブから，蒸着装置，走査型トンネル顕

微鏡，そして表面分析装置へ大気暴露せずに転送するこ

とができる。

各装置内部は，残留酸素濃度 2 ppm程度で大気より

も 5桁低い雰囲気性能になっている。パーティクルは，

0.1 µm以上の計測においてカンウトされないゼロ状態

になっている。ISOクラス 3のスーパークリーンルーム

の百倍以上の性能に対応する。実験室空間全体の体積に

対して，製造物空間の体積は，実験室の人空間体積に対

して僅かに 0.05%である。

5．表面・界面制御の実験例∼ばらつきのない

デバイス特性の実現

5. 1 実験手順

ハイパーミニプロセスシステムを用いて，マイナー原

原 史 朗 377

Fig. 1. In the Encapsulated Production System (EPS), the

production space is separated completely from the

human space including men and outside world. (a)

The two spaces are connected by space-locks. (b) In

a real manufacturing system, the entire production

space is an assemblage of product spaces, where each

product space is composed of an apparatus or a

transfer box.

Fig. 2. In a traditional ball-room-type clean room, there is a

clean class compromised between human and

products. In an EPS system, there are two classes.

One is a production class optimized for the products,

the other is a human class for working men.



子を制御する実験例として，ショットキー障壁の特性ゆ

らぎを評価した。ショットキー障壁は，同じ条件で同時

に作っても，リーク電流や障壁の高さが電極ごとに大き

く変わってしまう，大変不安定な性質を持っている。こ

れが，環境物質の制御でどの程度抑えられるのかを調べ

た。

実験は，n-Si(111)基板上に金属電極を超高真空中で

蒸着堆積するというシンプルなものである。ハイパーミ

ニファブ内の超純水と酸化膜除去のための NH4F（フッ

化アンモニウム）溶液の中の溶存酸素濃度は，それぞれ

0.2 ppbと 10 ppbである。液体処理されたシリコン基板

は，ミニ搬送ボックスによって，蒸着装置内へ運ばれ

る。約 200℃の超高真空加熱で基板表面の水分を除去

後，基板上に Alを蒸着する。EPSシステムを用いる場

合は，Si基板は蒸着中冷却される。

比較のために，実験プロセスおよび実験環境として，

溶存酸素を低減していない溶存酸素濃度約 1 ppm の

NH4F液と，3 nm以上の粒径のパーティクルをフィルタ

ー除去した窒素雰囲気に酸素ガスを意図的に 20%導入

した人工大気雰囲気なども用意した（Table 1）。

5. 2 EPSの効用

まず，Fig. 4に，Schottky障壁高さと理想係数 nとの

関係を示した。▲プロットは，グローブボックス内での

クリーン化処理を行わず，Al を室温蒸着した場合

（Process 1）である。n 値は極めて大きく，これはリー

ク電流が大変大きいことを意味する。またその量は，電

極ごとに大幅に異なっている。図中●プロットは，溶存

酸素の制御を行わない NH4F処理をグローブボックス内

で行い，かつ基板温度−80℃で低温蒸着を行った場合

（Process 2）である。Process 2は，通常考えられる先端

技術を駆使した製造技術の最高水準での実験に相当す

る。この改善により，大幅にリーク電流の減少が見られ

たが，依然として n値は，1から 2の間に広く分布して

いる。

次に，Process 3 として，環境雰囲気中の酸素濃度と

NH4F薬液中の溶存酸素を高い水準で除去した，本シス

テムの持つ環境物質制御能力をフルに発揮した新しい先

端プロセスを用意した。その結果，約 30 個の電極の

81%が n∼1.05の範囲に収まるという，n値の劇的な改

善が見られた（Fig. 5）。同時に，ショットキー障壁高さ

についても，電極の個体差が消失し，常に同じ値を有す

る均一性が発現した。このことは，NH4F薬液中の溶存

酸素が，界面の理想性と密接な関係を持っていることを

示唆している。これに関連して，溶存酸素を低減した

NH4F薬液への浸漬により，Si(111)表面のエッチピット

が劇的に減少し，またステップ形状がより直線的になる

こと（キンク数の減少）が，スタンフォード大のグルー

プより報告されている11)。このことから，Process 3は，

ステップ線密度を減少させ，原子レベルでの平坦性を向

上させるプロセスであると言うことができる。このプロ

セスでは，ステップ端にあるマイナー原子に対するテラ

ス上のメジャー原子の数量的比率が向上したことが，リ
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Fig. 3. An EPS system developed in AIST, named hyper mini process system.



ークの減少につながったと考えるのが妥当である。

5. 3 環境雰囲気の影響

次に，酸素ガスなど環境雰囲気の影響を検討できる実

験プロセスとその結果について説明する。Table 1には，

各プロセスにおける n のメジアンと，n の最小値から

75%に位置する値，すなわち P75を示している。これ

らの値を棒グラフで描き直したのが，Fig. 6 である。

P75の n値が 1に近ければ，形成した電極数の 75%が

理想的であるということであり，その形成プロセスは，

均一な電極を形成するのに適した，生産性の良いプロセ

スであると見なすことができる。メジアン値の方は

50%の値であるから，メジアン値がほぼ 1でありなが

ら P75の値が大きく両者の乖離が大きいというケース

があるなら，リークの少ない良い電極とリークの多い不

良電極が 2極分化しているということを意味する。

これを踏まえて，まず全体の傾向を見てみると，

Process 3∼Process 7については，P75の結果について，

環境グレード（ここでは環境中の酸素濃度）とリーク電

流の関係に明快な関係があることがわかる。具体的に

は，まず，溶存酸素と環境雰囲気中の酸素の両方を除去

した Process 3では P75は 1.05と理想的といって良い，

極めて優秀な値となっている。これに対して，酸素フリ

ー環境（PO2＝2 ppm）に 60 分という長時間暴露した

Process 5，次いで人工大気に晒した Process 4，そして人

工大気暴露前の液体処理中の溶存酸素ガスを低減しなか

った Process 6と Process 7へと，処理中の環境下での酸

素濃度が増大するにつれて P75の値が劣化してゆく傾

向が現れている。大気環境の Process 2では n値はさら
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Fig. 4. Electrical properties for Process 1 and 2.
Fig. 5. Electrical properties for Process 2 and 3.

Table 1. Cleaning processes of Process 1 to 7 and statistical parameters of median and P75 in the n distributions of the processes.

Cleaning Process P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Temperature of Si substrate during Al

deposition
R. T. −80℃ −80℃ −80℃ −80℃ −80℃ −80℃

Hypermini process system unused used used used used used used

Dissolved oxygen in ultra pure water uncontrolled uncontrolled 0.2 ppb 0.2 ppb 0.2 ppb uncontrolled uncontrolled

Dissolved oxygen in NH4F solution uncontrolled uncontrolled 10 ppb 10 ppb 10 ppb uncontrolled uncontrolled

Processing environment
atmosphere atmosphere O2＝2 ppm

artificial

atmosphere
O2＝2 ppm

artificial

atmosphere
O2＝2 ppm

Exposure time to N2 gas after solution

treatments
0 0 0 60 min 60 min 60 min 5 min

median of n 4.62 1.81 1.02 1.09 1.07 1.09 1.08

P75 of n(n factor of an electrode located

at 75% counted from minimum n)

6.81 1.97 1.05 1.30 1.10 1.64 1.71



に劣化している。

一方，メジアンについては，大気暴露の二つのプロセ

ス（Process 1 と Process 2）では，メジアン値が大変悪

く，リークの少ない電極は皆無である。一方環境制御下

のプロセス（Process 3∼Process 7）では，メジアン値は

1.1以下で極めて優秀であり，リークのほとんどない電

極が 50%前後もある。

つまり，リーク電流のない良好な電極は，大気雰囲気

を用いるということだけでほとんど消失してしまう。両

者の違いは，水分濃度と有機物などの残留ガス濃度，お

よびパーティクル濃度である。また，P4∼P7では，環

境酸素濃度を変えているにもかかわらず，メジアンはほ

とんど変化しない。すなわち，酸素濃度は制御された環

境下でのメジアンには露わに影響していない。

以上のことから，（ 1）水分量，残留ガス濃度，and/

orパーティクル濃度は，メジアンに決定的な影響を及

ぼし，良電極形成を妨げる，（ 2）酸素濃度は，メジア

ンにはほとんど影響しないが，P75に影響を及ぼし，電

極特性の劣化を助長する，ということがわかった。まと

めると，電極特性を劣化させるのは，第一義的に大気環

境であり，酸素は一旦劣化した電極をさらに劣化させる

役割を果たしていると言うことができる。

5. 4 特性ゆらぎの消滅

ここで，電極特性のばらつきを評価するため，代表的

な三つのプロセス，Process1∼3の電極特性のばらつき

を，Fig. 7にプロットした。棒グラフの縦軸の値は，そ

の n値領域を持つ電極数である。曲線は，この棒グラフ

というヒストグラムを，log normal関数（横軸を対数で

取った時に正規分布に見える関数：対数正規分布）でカ

ーブフィッティングをかけた結果である。この図から，

リークの多い Process 1は，Process 2へとプロセスの改

善を施すことでリーク分布が大幅に改善する方向へシフ

トしていることがわかる。さらに，Process 3による電

極形成環境の改善によって，分布そのものが事実上消失

し，ほとんど全ての電極がリークのない理想的に良好な

状態で形成できるようになることが，明快に示されてい

る。

5. 5 アナログ歩留まりとデジタル歩留まり

このことが意味することを工学的観点から考察してみ

る。最近では，集積回路の微細化進行に不可欠な先端微

細加工技術の開発が遅れるようになり，その結果，集積

回路の歩留まりは長期的に低下する傾向が現れ始めてい

る。これを，「特性ゆらぎ問題」とか，「特性ばらつき問

題」，「ロバスト問題」などと呼んでいる。

歩留まり問題は，過去 Fig. 8にあるような，良品か不

良品かというデジタル歩留まりの概念として認識されて

きた10)。ところが，特性ゆらぎ問題が顕在化したこと
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Fig. 7. n distributions of Process 1, 2, and 3.

Fig. 6. n factors of Process 1 to 7.



で，良・不良の途中の性能を持つ，動作しても性能が最

高ではないものが多量に発生するアナログ歩留まり問題

へと，課題がレベルアップしてしまった。

この課題を克服すべく，デバイス特性にゆらぎがでに

くい回路設計や揺らぎの出にくい強靱な（ロバストな）

トランジスタ構造を開発することが目標になっている。

これは，ゆらぎそのものを肯定的に認識した上で改善し

て行くという点で，我々の実験においては，Process 2

クラスの改善に相当する。しかし，我々は，マイナー原

子の発生を抑制するために環境制御を行うことでゆらぎ

そのものを消滅させる Process 3というプロセスが存在

することを知るに至った。不良を改善するよりも，不良

の元を絶つのが Process 3である。我々の基礎研究結果

は，集積回路製造工程におけるガス濃度制御機能を含む

EPSシステム導入の効用を暗示していると言えるだろ

う。

6．ま と め

パーティクルとガスの両方の遮断が可能な EPSシス

テムを開発した。このシステムを用いて，環境中酸素濃

度，薬液中の溶存酸素濃度，および環境中のパーティク

ル濃度を大幅に低減した環境を実現した。この通常の大

気環境での形成で電極ごとにばらついていたショットキ

ー障壁のリーク電流に関する特性揺らぎは，EPS環境を

用いるとその揺らぎ自体がほぼ完全に消失し，リーク電

流とショットキー障壁高さが常に均一な電極形成が実現

することが見いだされた。以上，理想界面形成における

EPSシステムの有効性，すなわち電極形成プロセス全体

の環境を制御する重要性が例示された。

文 献

1) K. Takayanagi, Y. Tanishiro, S. Takahashi and M.

Takahashi : Surf. Sci. 164, 367 (1985).

2) J. Bardeen : Phys. Rev. 71, 717 (1947).

3) F.G. Allen and G.W. Gobeli : Phys. Rev. 127, 150

(1962).

4) A.M. Cowley and S.M. Sze : J. Appl. Phys. 36, 3212

(1965).

5) For example, F.J. Himpsel, G. Hollinger and R.A. Pollak :

Phys. Rev. B 28, 7014 (1983) ; J.E. Demuth, W.J.

Thompson, N.J. DiNardo and R. Imbihl : Phys. Rev. Lett.

56, 1408 (1986).

6) S. Hara, J. Kitamura, H. Okushi and H.W. Yeom : Phys.

Rev. Lett. 85, C2649 (2000).

7) S. Hara : Surf. Sci. Lett. 494, L805 (2001).

8) T. Teraji and S. Hara : Phys. Rev. B70, 035312 (2004).

9) 原 史朗 :表面科学 21, 791 (2000).

10) 原 史朗 : “局所クリーン化の世界” Kブックスシリ

ーズ 194 (工業調査会, 2006).

11) C.P. Wade and C.E.D. Chidsey : Appl. Phys. Lett. 71,

1679 (1997).

原 史 朗 381

Fig. 8. A digital yield has two states, non-defective state and

defective state. Usually, a defective product is

condemned. In an analog yield, performances of non-

condemned products disperse because of many

defects to deteriorate.


