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半導体のプロセスでは，微細な回路を加工するため，

エッチング技術が用いられる。このエッチング技術は，ド

ライエッチングとウエットエッチングに大別できる。ドラ

イエッチングとは，プラズマ励起された雰囲気中にウェー

ハをおき，活性ガスによって物理的および化学的にエッチ

ングする方法である。ウエットエッチングとは，溶液中で

化学反応によってエッチングする方法である。二つの方法

は，コストや回路パターン寸法などによって使い分けされ

る。

回路の作成には，成膜とエッチングを繰り返し行い，多

層の配線膜を形成する。エッチングされた配線膜の断面形

状によっては，次の成膜時に影響を及ぼし，ヒートサイク

ルおよびパワーサイクル時に配線膜に多大な応力が作用す

ることがある。この応力により配線膜にクラックが入り，

回路が正常に動作しないことがあるため，高品質・高寿命

の半導体素子製造技術を確立するうえで，この断面形状の

生成メカニズムおよび製造条件の違いによる形状の予測を

することが重要である。

エッチング形状生成のシミュレーションについては，化

学反応による拡散現象支配下での形状生成について検討が

行われている。しかし，溶液の流れによって濃度が変わり，

形状が変化することは考慮できない。この現象は，流れお

よび拡散による溶液濃度によってエッチング形状が変化し，

形状変化によって流れおよび濃度も変化するため，現象が

非常に複雑である。

本稿では，エッチング形状変化と流れの連成が可能な解

析手法を用い，この解析手法の検証として拡散のみを考慮

した静止溶液中でのエッチングについて検討したので紹介

する。

解析評価方法

一般的に，ウエットエッチングは，回転するウェーハ上

にエッチング液を供給するものと，複数枚のウェーハを一

度にエッチング液中に入れる方法がある。いずれのプロセ

スでも溶液との化学反応により配線膜がエッチングされる。

このプロセスでは，エッチングの進行とともに配線膜の断

面形状が変化するため，エッチング液の流動，エッチング

液と配線膜との化学反応によるエッチング速度およびエッ

チング液中の反応物質の拡散が考えられる。

２.１ 数値解析方法

数値解析では，ウエットエッチングで生じている現象に

ついて以下の方程式を考慮して数値解析をしている。エッ

チング溶液流れの計算では，流れの基礎方程式（連続の式

Navier-Stokes 方程式），反応物質拡散の計算では，拡散方

程式を用いている。エッチングの進行による配線膜表面の

移動は，ALE法を用いている。以上の式をもとに有限要

素法による二次元数値解析をしている。

解析対象とした形状は，図１ に示すように，エッチン

グ開始前の初期状態（時間 t＝ 0）では，シリコン基板上

に厚さ Hで成膜された配線膜，その上部に幅Wを空けた

レジストがある。ここで，Wは数十 µm以下を対象とし
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図１　エッチングの概略形状
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ている。時間の経過とともに，図１ に示すように時間 t

後には，深さ Heで配線膜がエッチングされる。

初期状態（t＝ 0）における解析領域と要素分割を図２

に示す。配線膜の表面近傍には，図２ に示すように深

さ hのエッチングをあらかじめ仮定し，要素分割してあ

る。これはエッチングされる配線膜の領域をこれらの要素

で分割するためである。速度は初期状態および固体表面で

ゼロとする。濃度の境界条件は，以下のとおりである。領

域上部〔図２ 中の境界 B1〕では一様な濃度 C0を与える。

レジスト表面（境界 B2）とシリコン基板表面（境界 B4）

ではフラックスがないものとする。したがって，配線膜表

面（境界 B3）では，配線膜とエッチング液との化学反応

によって，配線膜表面が溶けて形状が変化する。反応に

よってエッチング溶液の濃度が低下し，濃度低下量はフ

ラックスの大きさとして与え，アルミニウム（Al）表面

で濃度に比例するものと仮定する。エッチングは配線膜表

面の法線方向に進むものとし，解析時間刻みごとのエッチ

ング量は濃度に比例するものと仮定する。

２.２ 評価方法

数値解析手法の妥当性を評価するため，表１に示す条件

で実験を行い，形状評価を行った。一定温度に保たれた静

止したエッチング液中に試料を入れ，エッチングを実施し

た。本来の製造条件では，エッチング液はウェーハ上を流

れている。しかし，流れの影響と反応による拡散の影響が

複雑に影響してしまい，現象を把握するのが困難になる。

そこで，拡散現象が支配的になる，流れ場がない表１の条

件下で実験を行った。試料のレジスト幅Wは 3 種類とし

た。所定の時間が経過した試料を溶液から取り出し洗浄と

乾燥を行った。エッチング形状の評価には，レジストと

エッチングした形状との相対関係を知ることが必要なため，

レジストを残した状態での観察が必要である。観察用試料

は，集束イオンビーム加工装置（FIB：Focused Ion Beam）

で断面を作成し，断面観察には二次イオン像（分解能 7

nm）を用いた。FIB 加工時のレジスト保護膜には，加工

時間を短縮するため，低粘度の光硬化樹脂を試料表面に薄

く塗布した。

エッチング断面の観察結果と考察

レジスト幅W1のエッチング断面の撮影結果を図３に示

す。図３は，エッチング開始時から 5 分後の結果である。

シリコン基板，配線膜（Al 膜），レジストおよびコーティ

ング樹脂が明瞭（めいりょう）に観察できる。Al 膜はシ

リコン基板表面までエッチングされ，レジスト端部下面で

は横方向にもエッチングが進んでいることが分かる。この

結果から，各時間での Al 膜の形状を画像処理によって測

定し，形状を評価した。

図４は，レジスト幅W1での試料をエッチング開始 1分

後から 5 分後までエッチングさせ，そのときの Al 膜形状

の時間変化を示す。実線が計算結果であり，記号が実験結

果である。ただし，レジスト幅方向（x）および Al 膜厚

さ方向（y）の座標値をレジスト幅Wと Al 膜の厚さ Hで

無次元化してある。x軸の値が 0.5のとき，エッチング

される Al 膜の幅は，レジスト幅と同じであり，x軸値が
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図３　断面観察結果（レジスト幅W＝W1）

表１　実験条件 

配 線 膜 材 質 

エ ッ チ ン グ 液 

エッチング液温度 

エッチング時間 

レ ジ ス ト 幅  

アルミニウム（Al） 

りん酸・硝酸・酢酸混合液 

333K 

1～5分 

3種類（　 2＜　 1＜　 3） W W WW
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0.5よりも大きく，または－0.5よりも小さくなると，Al

膜はレジスト端部下面で x方向にエッチングが進み，エッ

チングされる Al 膜の幅は，レジスト幅よりも大きくなる。

図中で，エッチングは x方向および y方向に進むが，y方

向へのエッチング量の方が大きい。いずれの時間において

も，Al 膜底面はほとんど平坦（へいたん）であり，その

幅はレジスト幅Wにほぼ等しい。Al 膜が溶け底面の位置

が移動した量，すなわちエッチング量 Heが実験よりもや

や少ない。しかし，平坦な底面と x方向へのエッチング量

は，正確に求められている。

エッチング開始から 1，3，5 分が経過したときの，レジ

スト幅W1の試料におけるエッチング液濃度と Al 膜の断

面形状の数値解析結果を図５に示す。濃度分布は，初期

エッチング液濃度 C0と，反応による濃度 Cとの比で表示

している。時間の経過とともに Al 膜がエッチングされ，

レジスト端部下面で x方向にもエッチングが進行している

ことがよく分かる。濃度は， 1 分後にはほぼ一様に分布し，

その後，時間が経過すると Al 膜表面近傍で低下する。

エッチングされた Al 膜の厚さ Heを図４から求め，そ

の時間変化を示すと図６のようになる。時間の経過ととも

に Heは増加するが，増加割合は低下していることが分か

る。これは，反応の進行に伴い，反応物質の濃度が低下し

て反応速度が減じることと，反応によるガス発生によって

反応面積を減少したことが考えられる。ガス発生について

は，エッチング液中の硝酸と Alが式 に示す反応によっ

て水素ガスが発生することが分かっている。また，エッチ

ング中の状態を観察したところ微小な気泡が発生している

ことも確認している。より厳密なシミュレーションが必要

な場合には，水素ガス発生の影響も考慮した数値モデル化

が必要である。

2Al ＋ 6HNO3/ 2Al（NO3）3 ＋ 3H2 …………………

図７は，レジスト幅W2およびW3の試料のエッチング

形状を示す。図７は，レジスト幅を変えた場合のエッチン

グ開始から 5 分後の結果である。図４と同様に x方向およ

び y方向で無次元化してある。したがって，レジスト幅が
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図４　エッチング形状の計算結果と実験結果の比較

（レジスト幅W＝W1）
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図６　時間ごとのエッチング量（レジスト幅W＝W1）
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異なっていても，x軸値 0.5は，レジスト幅と同じエッ

チングされる Al 膜の幅である。この結果から，レジスト

幅の狭いW2は，広いW3よりも x方向のエッチングが進

みやすいことが分かる。レジスト幅が狭いと，エッチング

する Al 膜の体積も少ないため，厚さ方向のエッチングが

早く終了する。その結果，同じエッチング時間（5 分）の

場合，エッチングは，Al 膜の x方向へ進むためである。

実験結果と解析結果はよく一致している。

あとがき

エッチングプロセスのシミュレーション技術として，今

回，ウエットエッチングプロセスにおけるシミュレーショ

ン技術について紹介した。今回，拡散場支配の条件で解析

を行ったが，次のステップとしてより製造プロセスに近い

流れ場の影響を考慮した条件での解析評価を進めている。

半導体プロセスの場合は，非常にミクロな現象であるた

め，実際のプロセス中の現象を評価することは，現時点で

困難である。そのため，数値解析によって，現象を把握す

ることが最も有効な手段である。また，ウェーハ内ばらつ

きを評価する場合は，マクロ的視野からの解析も併用させ

ながら進めていく必要もある。これによって，過去の経験

や勘に依存したものづくりから，数値解析を利用して現象

を把握し，より最適なものづくりへ発展させ，顧客の満足

する機能，品質，コストを満足した製品開発を支援する所

存である。

本研究は，名古屋大学情報メディア教育センター内山助

教授との共同による成果であり，始終懇切にご指導いただ

き謝意を表す次第である。
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