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要約

ポリシリコン・ヒータを使用した風速・風向センサの開発を行ってきたが、センサ
出力に電気的不安定性を伴っていた。このセンサは微風を測定するため、センサ自

体のわずかな電気的変動も問題となる。そこで種々の評価を繰り返し、電気的不安定性の原
因を追求した。その結果、酸素プラズマ処理による２酸化シリコン膜が電気的不安定性の原
因であることが判明した。プラズマ処理のプロセス条件を変更することにより、安定したセ
ンサ出力を得ることができた。

Ⅰ

はじめに

ジン・サンプルに初めて電流を流した特性である。
「２、３回目の特性」とは、「初期特性」の測定終了

平成１
２年度の事業主団体方式研究開発事業（F 方
（２）。その用
式）で風速・風向センサの開発を行った（１）

後、「初期特性」と同様の測定を繰り返したものであ
る。

途は半導体製造装置内部の風速・風向を測定するもの
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であり、測定すべき風速の値は０．
３m/s 程度の微風で
ある。図１、２に示す中空構造のポリシリコン・ヒー
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タをセンサとすることにより、目的とする風速・風向
をセンスできることを確認した。しかし、風速・風向
センサの試作は１０数回以上になるが、風速・風向セン
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サの出力電圧に不安定性の問題があった。本報告は、
風速・風向センサの電気的安定性の改善について報告
する。
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Ⅱ

風速・風向センサの電気的不安定性
図１

ポリシリコン・ヒータ部

風速・風向センサの評価回路を図３に示す。図３で
測定した一例を図４に示す。図４において「初期特

図４から分かるように、ポリシリコン・ヒータに印

性」とは、サンプルの試作完了後、ポリシリコン・

加する電圧を増加させながら電流を流すことを繰り返

ヒータに印加する電圧を０〜７０[V]まで増加させ、そ

すことにより、次第に安定化の傾向を示す。センサ出

の時の電流を測定したものである。すなわち、ヴァー

力はポリシリコン・ヒータの抵抗変化であるため、１０
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風速・風向センサの電気的不安定性の原因として最
初に疑ったものは、ポリシリコンそのものであった。
すなわち、ポリシリコンの導電機能に不安定性がある
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ものと考えた。
ポリシリコンは、減圧下で、加熱したシリコン基板
上でモノシラン（SiH４）を熱分解させて成膜している
が、基板温度によりポリシリコンの構造が異なってく
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る。６５０℃以上の高温ではポリシリコンの単結晶粒径
が比較的大きくなるが、温度が低下するに従い粒径は
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小さくなり、５
５０℃程度になるとアモルファス（非晶
質）となる。ポリシリコン自体は導電性がないため、
３価の p 形用不純物であるボロンを熱拡散して導電

図２

ポリシリコン・ヒータ支持部

性を持たせている。このボロンがポリシリコンの中で
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どのように振舞うかに疑問を持った。
点焦点型光加熱減圧 CVD 装置でポリシリコンを成
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膜すると、ウエハの中央部は高温になり粒径が大きい
ポリシリコンの成膜できる。一方、ウエハの周辺部は
中央部に比べて温度が低くなるため粒径の小さいポリ
シリコンが成膜される。この装置の特性を用いて、図
５に示すポリシリコン評価用チップを製作した。この
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ポリシリコン評価用チップでは、ウエハの中央から周
辺に向かって４本のポリシリコン・ヒータがあり、か
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図３

つ、それぞれが４分割されている。ポリシリコン評価
用チップの等価回路を図６に示す。ポリシリコン評価

風速・風向センサの評価回路

用チップの試作条件は、ウエハの中央部は６
８０℃、周
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辺部は６１０℃である。したがって、ウエハの中央部は
比較的大きな粒径のポリシリコンの評価ができ、周辺
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部に至るに従い粒径の小さいポリシリコンの評価がで
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きる。ただし、このポリシリコン評価用チップは電気
的不安定性を評価するためのものであるから、中空構
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造ではない。すなわち、２酸化シリコン膜上にポリシ
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ࡐ ポリシリコン・ヒータの電圧・電流特性
㔚
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図４

リコン抵抗を形成している。
評価結果は、中央部、周辺部共に電気的不安定性を

[Ω]の抵抗に流れる電流変化分を電圧 変 化 分 として
DVM で検出している。風速が０．
３m/s 程度の微風を
センスするためには０．
１〜１[mV]オーダの電圧変化を
測定しなければならない。このオーダの測定を行う
と、見かけ上安定した電圧・電流特性を示していて
も、わずかながらセンサの出力電圧が変化してしま
う。すなわち、図４の「２、３回目の特性」では安定
しているとは言えない。

Ⅲ

ポリシリコン・ヒータの評価
図５
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ポリシリコン評価用チップ（３
０×３
０mm２）
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応して２酸化シリコン膜を形成することが考えられ
る。
酸素プラズマによる２酸化シリコン膜の膜厚を評価
するため、酸素プラズマでフォトレジストのアッシン
グを行った後、シリコン表面の２酸化シリコン膜の膜
厚をエリプソメータで測定した。その値は８０〜９０Å程
度であることが判明した。この値は自然酸化膜に比べ
てかなり厚く、オーミック接続の不安定性の原因とな
り得ると考えられる。
そこで、オーミック接続の不安定性を示すサンプ
ル、すなわち、酸素プラズマによるフォトレジストの
図６

ポリシリコン評価用チップの等価回路

アッシングを行ったサンプルを用意し、そのサンプル
のアルミ膜をエッチングで除去し、さらに希フッ酸で

伴った。ボロンの濃度、ポリシリコン膜の膜厚を変え

ポリシリコン・ヒータ表面の２酸化シリコン膜をエッ

てみたが、いずれも電気的不安定性を伴った。

チングして除去した。２酸化シリコン膜の無いポリシ
リコン・ヒータの表面にタングステン針を２本立てて

Ⅳ

アルミ・シンタリング工程の評価

電圧・電流特性を測定した。その結果は、従来のよう
な不安定性はなく、初期特性、２回目、３回目の測定

風速・風向センサの構造上、ポリシリコン・ヒータ

に差が出なかった。

に問題がないとすると、残りはポリシリコン・ヒータ

そこで、従来の製造プロセスにおけるフォトレジス

とアルミ電極間のオーミック接続の問題しかない。こ

トのアッシングの条件を変更した。すなわち、従来は

のポリシリコン・ヒータとアルミ電極間のオーミック

フォトレジストのみを除去することを目的としていた

接続は、アルミ・シンタリング工程（４８０℃、２０分）

た め、酸 素（O２）を５０sccm 流 し、周 波 数１３．
５６MHz

で行っている。アルミ・シンタリング工程が不十分で

の高周波電力（３
９０W）でプラズマ処理を１
０分間行っ

はないかと考え、シンタリング温度を５
００℃に上げて

ていた。変更後は、フォトレジストのアッシングによ

みたが改善には至らなかった。（図７）

り生じる２酸化シリコン膜も除去するために、アッシ
ングの後に４フッ化炭素（CF４）を追加した。すなわ
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ち、酸素（O２）流量を５０sccm として、同電力のプラ
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１５sccm に変更し、４フッ化炭素（CF４）流量を５０sccm
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として同電力でプラズマ処理を１５秒間行った。この条
件で試作したサンプルの結果を図８に示す。非常に安
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図７

ズマ処理を１
０分間行い、その後、酸素（O２）流量を

ポリシリコン・ヒータの電圧・電流特性

定した電圧・電流特性が得られた。センサの出力電圧
においても、［mV］オーダの安定した測定値を得る
ことができた。（図９）
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オーミック接続の不安定性の原因

㔚

Ⅴ

㧞㧜

ೋᦼޔ߮㧞ޔ㧟࿁⋡ߩ․ᕈ

ポリシリコン・ヒータの形成工程は、ポリシリコン
成膜、フォトリソ工程、ドライエッチング、フォトレ
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ジストのアッシング、純水洗浄である。その後、ウエ
㧜

ハ・ベーク、アルミ蒸着と進む。上記のフォトレジス
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トのアッシングは、酸素プラズマを使用している。酸
素プラズマ中の活性な酸素は、ポリシリコン表面と反
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図８

改善後のポリシリコン・ヒータの電圧・電流特性
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おわりに

風速・風向センサの電気的不安定性は解決できた
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が、さらにセンス感度を上げるための形状、膜厚、プ
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ロセス条件等の最適化が必要である。アイデアは種々
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あるが、どこから手を着けるかが最大の課題である。
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風速・風向センサの風速特性の例

春口他：マイクロマシニング技術による風速・風
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