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あらまし 熊本大学を中心に熊本地域で開発した非共振型超音波モータ技術は，削りかすやパーティクルの出
ない超精密長寿命性能の超音波モータを実現させ，半導体等の精密製造・計測技術に新たな革命をもたらした．
その量産技術への代表的な応用例として，触覚センサープロセス，グラフェン新材料開発，原子レベル酸化超薄
膜欠陥検査について紹介し，次世代 LSI プロセス・材料開発における日本の科学技術の方向性を示したい．
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化が重要で，研究開発を使命とする研究機関と一体と

1. ま え が き

なった智恵の結集により，革新的な量産地域を形成す

産業のグローバル化が進む中で，リーマンショック

る必要がある．具体的には九州（熊本）の半導体量産

及び東日本大震災を経験し，日本の産業構造の転換期

現場の高度化を科学的に図ることで，世界の半導体量

を迎えている．その中で，九州の半導体生産拠点の高

産工場におけるリーディングインダストリーになるこ

度化が望まれ，「ものづくりの量産現場の大革新の方

とを目指す．ここで採用される革新的な日本の製造・

向性」と，「高効率・即応性・先導的な量産開発融合

検査装置や生産システムを通して，新しい製品を即座

拠点を九州地域に配置する方向性」が，日本の成長戦

に量産できるような融通の利く日本の多品種量産シス

略の中で強く求められている．第四期科学技術基本計

テムが，世界の人々の需要を即満たし，電子デバイス

画においては，「産学官協働のための「場」の構築」

による低炭素社会の実現にも大きく寄与し，日本の国

とともに，「地域イノベーションシステムの新たな構

力増進につながる．

築」が明記された．大学等の研究開発・高度人材育成

技術的な背景として，新型半導体チップの機能性が

機関と量産ものづくり現場との地域における連携によ

向上し続けることで，製造の複雑化が進み，処理工程

り，ものづくり現場への新製造科学（newly developed

が増え，開発期間が延長され，生産期間がますます長

manufacturing science）の組込みを推進し，九州を中

期化している．現在では，複雑なチップの製造には，個

心に研究開発型の量産拠点の育成により，ものづくり

別の工程段階が平均 550 程度必要であり，これには約

の国際的競争力の強化を図ることが強く求められる．

12〜16 週間を要する．一般的な生産工程では，1 時間

このような背景から，地域にある大手半導体企業の

に 50〜100 枚のウェーハが製造され，1 品種のウェー

量産ものづくり現場と中堅中小企業の連携推進の強

ハが製造された後，次の生産のために生産ツールをリ
セットしなければならない．このような状況下におい
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て，「綿密かつ柔軟な製造設計・計画に基づく状況監
視」と，「インラインリアルタイムのナノ計測技術に
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よる保全予測」は，日本の半導体競争力を向上する上

スクとして使用することで，フレキシブルなパター

で重要な要素となる．また，設計から前工程，更に，

ンをリアルタイムに表示し，露光することが可能で

後工程組立テストまでを一貫してウェーハレベルで成

ある．LCD パネルの画素数は 1600 × 1200 pixels で

し遂げる新製造技術が必要不可欠である．

あり，マスクデータは制御 PC から転送される．この

本論文では，次世代量産システムにおける具体的な
方法として，

とき，CAD データをビットマップデータに変換して

LCD に転送，表示する（図 1 (b)）．ウェーハ観察ス

•

レチクルフリー露光装置

コープは，ウェーハと LCD マスクとのアラインメン

•

圧力センサのセンサ感度ばらつき抑制プロセス

ト及びウェーハの表面観察を行うことができる．精密

•

グラフェンへの形状観測後の電極露光

位置決めステージは本研究室で研究開発を行った非共

•

パルス光伝導法（Pulsed Photoconductivity

振型超音波モータ [3] を駆動源とした X-Y-θ ステージ

Method）による絶縁膜の非破壊・非接触検査

であり，それぞれの軸は 10 nm の位置決め分解能を

等，研究の取組み例を紹介する．

2. レチクルフリー露光装置 [1], [2]
図 1 (a) にレチクルフリー露光装置の構成を示す．本

もつ．

2. 1 圧力センサのセンサ感度ばらつき抑制プロ
セス
微細な圧力センサを高密度に実装することによって，

露光装置は，露光光源，LCD（Liquid Crystal Dis-

触覚センサとしての応用が可能である．ピエゾ抵抗型

play）パネル，LCD 制御及びマスクデータ管理用 PC，

メンブレン圧力センサは，MEMS 技術を用いること

ウェーハ観察スコープ，精密位置決めステージによっ

により微細に加工することが容易であり，微細加工に

て構成されている．従来の露光装置に使用される固定

よる感度劣化も少ない．なぜならば，そのセンサ感度

パターンのガラスマスクの代わりに LCD パネルをマ

は，容量型のようにメンブレン面積に強く依存するこ
とはなく，メンブレン端に集中する応力によるピエゾ
抵抗変化で決まるからである．しかし，メンブレン作
製に深掘りエッチングを用いるため，センササイズが
小さくなるほどメンブレン端の形成位置にばらつきが
生じるという問題がある．従来のプロセスでは，ピエ
ゾ抵抗素子を含む回路パターンを形成した後に，メン
ブレンのエッチング加工を行っていたため，メンブレ
ン端の形成位置がピエゾ抵抗素子に対して相対的に位
置ずれを生じ，センサ感度の低下に加えて高密度に集
積したセンサ間に感度ばらつきが生じていた．この問
題を解決するために，レチクルフリー露光装置を用い
た新しいプロセスを提案，実証した [4]．図 2 に提案
したプロセスフローを示す．提案したプロセスでは従
来のプロセスの順序とは逆に，まずメンブレンをエッ
チング形成し，スコープでメンブレン端の位置を観察
する．その後メンブレン端の位置に合うようにピエゾ
抵抗素子パターンを補正し，露光する．露光の結果を
図 3 に示す．位置補正前はメンブレン端よりも外側に
ピエゾ素子パターンが見えているが，本方式によって
メンブレン端に位置補正することが可能である．

2. 2 グラフェンへの形状観察後の電極露光
図 1 レチクルフリー露光装置 (a) 装置概要 (b) マスク
データ変換シーケンス
Fig. 1 Reticle-free exposure. (a) Device configuration.
(b) Sequence of mask data conversion.

グラフェンは Beyond CMOS 技術の有望な材料と
して注目されている．本研究室においてもグラフェン
の量産プロセス開発と作製したグラフェンの特性計測
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世代量産システムにおける柔軟な製造設計をサポート
する．

3. パ ル ス 光 伝 導 法（PPCM：Pulsed
Photoconductivity Method）によ
る絶縁膜の非破壊・非接触検査
パルス光伝導法 [5] は，光伝導技術によってシリコン
ウェーハ上に成膜された絶縁薄膜の絶縁特性を非破壊・
非接触にて検査するインライン計測技術の一つである．
内部光電効果を利用して電子を励起させ SiO2 薄膜の
伝導特性を測定する方法である．MOS 構造の試料に
図 2 レチクルフリー露光によるピエゾ抵抗素子の位置補
正プロセス
Fig. 2 Piezoresister of correcting-position-process by
reticle-free exposure.

パルス電圧を印加し，キャパシタの充電が完了し電場
が一定になった後にパルス光を照射する．するとパル
ス光により Si 基板中にある電子が Si/SiO2 界面に微
量の光電子として励起する．このときパルス光のエネ
ルギーが非常に大きいと（4 eV 以上）電子は Si/SiO2
界面のエネルギー障壁を超えて SiO2 薄膜内へ侵入す
る．侵入した電子は移動すると SiO2 薄膜内の電子を
たたき出す．そのたたき出された電子は SiO2 薄膜内
の欠陥にトラップし電子をたたき出す．こうして次々

図3

位置補正したピエゾ抵抗パターンの露光検証結果
(a) 位置補正前 (b) 位置補正後
Fig. 3 Exposure verification results of position corrected piezoresister pattern. (a) Before position corrected. (b) After position corrected.

と電子は移動していく．この電子の信号を外部に組ん
だ抵抗にかかる電圧を測定することによって SiO2 の
絶縁性能を評価していく．発生するキャリヤは非常に
微量の信号であるので SiO2 薄膜の絶縁性能を非破壊
で評価可能と考えている．したがって，絶縁破壊時に
至るまでの現象を，絶縁破壊を生じさせずに評価する
有用な手段として，このパルス光伝導法は期待される．

4. む す び
図 4 レチクルフリー露光によるグラフェンへの電極形成
Fig. 4 Electrode exposed process after observing the
shape of graphene.

に取り組んでいるが，電気特性計測のためにグラフェ

次世代量産システムにおける具体的な方法として，

•

レチクルフリー露光装置

•

圧力センサのセンサ感度ばらつき抑制プロセス

•

グラフェンへの形状観測後の電極露光

•

パルス光伝導法（Pulsed Photoconductivity

Method）

ンに電極を付ける場合にもレチクルフリー露光によ
るパターニングが有効である．なぜならば，レチクル

による絶縁膜の非破壊・非接触検査における研究の取

フリー露光装置によって，形成されたグラフェンを観

組み例を紹介した．これらを要素技術とした新製造技

察しながら，形状に合わせた電極パターン形成するこ

術のコンセプトが，多品種量産システムの礎となると

とができるためである．図 4 にグラフェンにレチクル

期待されている．
文

フリー露光装置によって電極パターンを形成した例を
示す．
このように，レチクルフリー露光は，非露光対象物
の形状を観察した後に，その形状に合わせるようにマ
スクパターンを自在の変更することが可能であり，次
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