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まえがき

新製品の高機能化，小型化およびコストダウンに伴い，

高度な微細加工技術や接合技術が要求されている。これら

の要求に対して富士電機では無機材料のマイクロ加工技術

や直接接合技術の開発に取り組んできた。この際，材料の

表面性状評価および表面に付着した不純物などの解析を

行ってきた。同時に，材料物性や結晶状態などが新製品の

特性に影響することが懸念されるため，加工表面や接合界

面の詳細な評価・分析を行うことも重要である。ひいては

マイクロ加工，直接接合によって構成される高信頼性製品

の創出につながる。

そこで，本稿では，無機材料のマイクロ加工と直接接合

についての解析・評価事例を紹介する。

シリコン薄板化における加工ひずみ層の評価

パワー半導体関連の新製品はスイッチング速度の向上や

低損失化などの特性向上のために，シリコン基板の薄板化

が要求される。

シリコン基板を薄く加工する方法としては，加工速度が

速く，加工厚さ精度に優れる研削加工（515ページの「解

説」参照）が最適と考えられる。この場合，シリコン基板

が薄くなるに従い基板の反りは大きくなり，割れやすく従

来の方法では自動搬送ができないという問題が起こる。

シリコン基板が反る原因としては，基板自体の剛性低下

や研削加工による加工ひずみによるものと推測されるが，

加工ひずみが生じる要因は明確にされていない。そこで研

削加工における加工ひずみの発生メカニズムを解明し，反

りが限りなく少ないシリコン基板の薄板化技術を確立する。

２.１ 研削加工面の断面観察

研削加工面の表面状態を把握するために，透過電子顕微

鏡（TEM）で研削加工表面の断面観察を行った。図１に

研削加工表面の断面TEM写真を示す。

写真から研削加工表面に加工ひずみ層と思われる，通常

のシリコンの結晶状態とは異なる層が確認できる。そこで，

この箇所の結晶状態を解析したところ，加工表面側から順

に以下の結晶状態であることが判明した。

酸化アモルファス層（10 nm）

アモルファス層（30 nm）

転移層（100 nm）

単結晶シリコン

酸化アモルファス層は，熱酸化膜のようなシリコン原子

と酸素原子が結合した状態（SiO2）ではなく，シリコンの

中に酸素元素が混入している状態である。アモルファス層

はシリコンの転移密度が高い状態である。

解析結果から，研削加工により単結晶シリコンの結晶が

転移すること，加工表面側でより転移密度が高いこと，反

応層のようなものはないことが判明した。このことから，

シリコン表面に力が加わることで結晶が転移し，加工ひず
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図１　研削加工表面の断面TEM写真
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みが発生している可能性が高い。そこで，あえて単結晶シ

リコンに力を加えるだけで，研削加工表面に存在するよう

な転移が発生するのかを確認した。

２.２ ビッカース圧こんの断面観察

シリコン基板に圧こんをつける手段としてビッカース硬

度計を用いた。その圧こん断面の結晶状態を TEM観察し

た写真を図２に示す。写真から，硬度計の端子が接触した

箇所では結晶がアモルファス状態になり，その下層に転移

層が存在している。加圧力が大きいため転移層が深くまで

発生しているが，結晶の転移状態は研削加工面に類似して

いる。

以上の結果から，反りの原因となる加工ひずみ層は，研

削の圧力により発生していることが明らかとなった。

２.３ 低圧力研削加工方法

加工ひずみ層が研削の圧力で発生することが判明したた

め，研削加工の砥石を改良することで，低圧力研削加工が

可能であるのか検討した。図３に従来砥石と改良砥石によ

る研削加工表面の断面TEM写真を示す。写真から，従来

砥石の加工ひずみ層と比べて，改良砥石による加工ひずみ

層が減少していることが分かる。また，別にシリコン基板

の反りを評価したところ，改良砥石で研削を行うことで反

りが低減していることを確認した。

以上のように反りの要因となる加工ひずみ層の発生メカ

ニズムを解明し，砥石を最適化することで，厚さ 100μm

以下のシリコン基板の薄板化技術を確立した。

シリコンとセラミックスの陽極接合界面評価

マイクロセンサやマイクロアクチュエータは，シリコン

に異種材料（セラミックス）を接合して製作されることが

多い。接合を高精度に行うためには，はんだなどの接合材

を使用しない直接接合技術が適している。直接接合方法と

しては，シリコンとほうけい酸ガラスを使用する陽極接合

が広く行われている。図４に陽極接合の概要を示す。

シリコンとほうけい酸ガラスを成膜したセラミックスの

接合面の不純物を除去した後，密着させて 500 ℃程度に加

熱する。次に 500V 程度の負電圧をガラス側に印加するこ

とで接合される。

陽極接合は，高温で接合するために熱膨張係数の違いか

ら応力が発生し，この応力が製品の特性に影響する。この

ため，接合温度は可能な限り低いほうがよい。そこで，陽

極接合の接合メカニズムを解明し，接合温度の低温化の可

能性について検討する。

３.１ 陽極接合界面観察

陽極接合の界面状態を確認するため，TEMで断面の観

察を行った。図５に陽極接合界面の TEM写真を示す。写

真から，シリコンとほうけい酸ガラスの間にすきまはなく，

原子レベルで接合されていることが分かる。次に，接合温

度と接合界面状態の関係を把握した。

３.２ 接合温度と接合界面状態の関係

接合温度 350 ℃と 450 ℃で接合したサンプルの接合界面
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図５　陽極接合界面のTEM写真
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状態を比較した。接合界面の TEM観察写真からは，接合

温度による違いが見られないことから，Ｘ線光電子分光分

析（XPS）で接合界面の元素分析を行った。図６に接合界

面の解析箇所と，解析結果を示す。

この結果から，ほうけい酸ガラス中のナトリウム（Na）

の量に違いが現れた。接合温度が 350 ℃の場合，シリコン

との接合界面では Naが減少しているが，400 nmの深さ

では本来ほうけい酸ガラス中に含まれる Na 元素含有量

（2 ％）と同じになる。接合温度が 450 ℃の場合，シリコ

ンとの接合界面から 1,000 nmの深さまで Na 含有量が減

少している。

３.３ 陽極接合メカニズム

接合界面の TEM観察と元素分析の結果から，陽極接合

のメカニズムは次のようになると考えられる。

ほうけい酸ガラス中の Na 原子は，酸素原子（O）と結

合して Na2Oとして存在する。これを加熱して負電圧をガ

ラス側に印加すると Naイオン（Na＋）と Oイオン（O－）

に電離し，負電圧を印加したガラス側に Na＋が引き寄せら

れる。電離して活性化した O－はシリコン原子と共有結合

して，強固に接合される。

３.４ 接合温度の低温化検討

陽極接合において Naイオンの移動が起こる温度に達す

れば接合が可能であることが判明した。ガラスの組成に

よって Naイオンの移動のしやすさは異なることから，ガ

ラスの種類を選定する，またはガラスの成膜条件を選定す

ることで接合温度の低温化が可能になると思われる。

あとがき

マイクロ加工後の材料の表面性状や直接接合界面の状態

評価は，製品開発に不可欠な技術である。今後は，さらに

微小な領域における材料の状態などが問題になると思われ

る。解析・評価技術の重要性は増すものと考えられる。
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図６　接合界面の解析結果

解　説 シリコンの研削加工（グライディング）

研削加工とは，砥石の砥粒で被削材の表面を削り取

り平滑にする加工方法である。シリコンなどの脆性材

料を研削加工する場合，一般的には，砥石と被削材を

回転させながら，切り込みを行うインフィード研削が

行われる。

研削加工の特徴としては，砥粒（切れ刃）の自生作

用が挙げられる。砥粒が被削材に接触して摩耗すると，

砥粒と被削材の接触面積が増加し，負荷抵抗が大きく

なる。負荷抵抗がある値以上になると，砥粒が破砕，

もしくは脱落して新しい砥粒が現れる。このため，常

に切れ味のよい状態で加工が可能となる。このとき，

砥粒が摩耗して負荷が増大しているにもかかわらず自

生作用が起こらない状態を目つぶれ，切りくずなどが

砥粒のすきまに埋まり加工できなくなることを目づま

りと呼び，被削材が正常に削れない状態を指し，正常

な自生作用が起こる研削条件を選定することが重要に

なる。

砥石 

被削材 

チャック 

インフィード研削 
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