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　まえがき

　化学反応を伴う流れ解析は半導体製造装置，燃焼装置，

化学反応装置といった分野で重要な技術である。数値解析
でこの問題を扱う際には，通常の流れ解析における質量・

運動量・エネルギーの保存式以外に化学種の保存式を解く

必要がある。このため化学反応を伴う流れの数値解析では，

より多くの計算時間が必要となる。

　比較的単純な化学反応で，一つの化学種の濃度により全
体の反応速度が決まる場合には，その化学種だけの保存式
を解くことで計算時間を短縮することができる。

　多くの素反応が関与する複雑な化学反応を扱う場合には，

重要な素反応をすべて考慮して化学種の保存式を解かなけ

ればならない。近年のコンピュータ能力の向上に伴って，

実用的な反応装置を対象として複雑な化学反応を伴う流れ

解析ができるようになりつつある。

　本稿では，比較的簡単な化学反応の例として半導体のウ

エットエッチング（以下，エッチングという）を，複雑な

化学反応の例としてポリシリコン CVD（Chemical Vapor 
Deposition）炉をそれぞれ対象とした解析事例を紹介する。

　自由表面流と反応

2.1　概　要

　半導体製造分野でエッチングは配線パターン製作，成膜
した不必要部分の除去などに用いられる。また，ダメージ

レスであることを利用し，半導体シリコンウェーハの薄加
工などにも用いられている。このプロセスには，バッチ式
および枚葉式の方法が用いられているが，用途によって最
適なプロセスが選択される。いずれの方法でも液の流れに

よって反応が左右される方法である。本解析は，枚葉式の

エッチングプロセス（図 1）を用いたウェーハ平坦（へい

たん）化プロセスに着目して評価している。

　エッチングに関して Schwartzらの研究
（1）

で，HNO3 と
HFを基本とした Siエッチングは，以下のような総括反
応式になる。

　Si＋4HNO3 / SiO2＋4NO2＋2H2O …………………… （1）
　SiO2＋6HF / H2SiF6＋2H2O　………………………… （2）
　高濃度 HFかつ低濃度 HNO3条件では，エッチング速度
は，HNO3の濃度に大きく依存する。

　エッチングに関する研究では，ウェーハ表面粗さについ

てのミクロ的な検討がされているが，全体の形状について

は検討がされていない。また，枚葉式のように液がウェー

ハ上へ噴射され自由表面で放射状に流れる現象では，別の

目的で衝突噴流として，Watson
（2）

によって解析解が得られ

た。しかし，半径位置で流れの状態が変化するため，広範
囲な条件での評価が困難である。そこで，自由表面を伴う

流れについて，エッチング速度を数値解析手法で評価する

手法を開発した。

2.2　解析モデル

　数値解析をするうえで，エッチング速度は Schwartzら
の結果

（1）

から HNO3濃度に影響するとし，表面反応速度はき

わめて速く HNO3が表面で消費されるとした。その化学
種 HNO3を濃度輸送方程式として流体計算中で考慮した。

さらに，エッチング液がウェーハ上を自由表面で流れるた

め，液体と気体との境界面を VOF（Volume of Fluid）法
により考慮した。

エッチング液

d

r

z

φ

図1　枚葉式エッチングプロセスの概略形状
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2.3　結　果

　図 2に自由表面解析での流れの様子（液体部分）を示す。

また，図中の濃淡は流速値を示している。ウェーハ中心部
分は，ノズルから噴射した液の衝突による慣性力によって

液膜厚さは薄く放射状に広がり，半径の増大に伴い流れの

はく離によって，急激に液膜が厚くなる跳水現象が発生し，

流速が減少する。エッチングによる表面反応は，流れに大
きく影響を受けるため，この現象によってエッチング速度
が変化する。したがって，エッチング速度の評価には，流
れの状態を把握することが非常に重要である。

　図 3にエッチング速度の計算値と実験値を示す。横軸は

ウェーハの半径 r をノズル直径 d で基準化し，縦軸はエッ

チング速度である。エッチング速度はウェーハ中心部で

高く，半径の増加とともに減少する。跳水の発生してい

る r/d＞5では，ほぼ一定のエッチング速度になっており，

実験と計算はほぼ同様な傾向になる。本手法によって，条
件を変えた場合でのエッチング速度評価が可能となり，平
坦化のための条件もシミュレーションで事前検討が可能に

なった。

　ポリシリコンCVD炉の解析

3.1　概　要

　ポリシリコン CVD炉では炉内に設置された Si基板表
面に，化学反応によって Siを析出させている。この表面
膜厚の一様性は，半導体製品の品質管理上重要である。ま

た，現象の実験による詳細な観測が困難であるため，数値
解析による検証が重要であるが，この現象は化学反応のほ

か，炉内のガスの流れによる影響も伴うため，これらを考
慮した熱・流れおよび化学反応の連成解析が必要となる。

　 章ではポリシリコン CVD炉内を想定した二次元軸対
称モデルを作成し，ガス相・表面化学反応を伴う熱・流れ

解析を行い，解析結果の表面成膜速度を実測値と比較する。

3.2　支配方程式

　本解析では質量保存式，Navier-Stokesの式，エネル

ギー保存式，および化学種濃度の保存式を使用する。ま

た，化学反応式 j の反応速度 qj は式（3）の形で表される
（1）

。式
中の ci は化学種 i のモル濃度，kfおよび krはおのおの順
方向および逆方向の反応速度定数を表し，α’ij およびα’’ij 
には多くの場合，反応式 j における化学種 i の化学量論係
数が使用される。うち反応速度定数は基本的に Arrhenius
の式［式（4）］に従う。

　ここで A は頻度因子，Eaは活性化エネルギー，P は圧
力，Patmは大気圧，R は気体定数，T は温度である。解析
ソフトウェアへは A，n，Eaの 3種のパラメータを入力す

る。また一部の表面反応速度には，Arrheniusの式の代わ

りに付着確率を用いるものとする。

　　　　　　　　　　　　　  
…………………………… （3）

　kf＝AT n
（P/Patm）m exp（－Ea/RT）  ………………… （4）

3.3　解析モデル

　図 4に解析対象であるポリシリコン CVD炉を示す。石
英製の二重円筒内に合計 165枚の Si基板が設置されて

おり，内筒内側最下面の穴から SiH4を含む気体が流入
し，基板表面に付着しつつ上昇していく。図 5にこれを基
に作成した解析モデルを示す。計算負荷の軽減のため，Si
基板が 5枚積層された状態を想定し，軸対称モデルとす

る。下側外周部から SiH4を 92%含む気体を流入させ，上
側外周部から流出させる。流入口の上流側および流出口の

下流側には，流れおよびガス相化学反応の安定化を図るた
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図2　液流れと流速分布
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図3　エッチング速度計算結果
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めの助走区間を設ける。Si基板は厚みのない板要素を用い，

厚さ方向の熱伝達を考慮する。

　化学反応は内部ガス相および Si基板表面，外周部境界
表面（炉内内筒内表面）で行うものとする。式（5）〜（22）にこ

の解析で使用した化学反応式を示す。式中のMは第三体
（任意の化学種），（S）および（B）はおのおの表面サイト

およびバルク種を意味する。式（5）〜（14）がガス相，式（15）〜（22）
が表面における化学反応である。ガス相反応はすべて可逆
反応とする。ガス相化学種は SiH4の化学反応で生成され

る 7種に，H2と N2を加えた合計 9種を考慮し，表面サイ

ト種は Si（S）および SiH（S）の 2種を考慮する。解析
には熱・流れ解析ソフトウェア CFD-ACE

〈注〉

+を用い，定
常計算とする。

　SiH4＋M＝SiH2＋H2＋M  ……………………………… （5）
　Si2H6＋M＝SiH4＋SiH2＋M  …………………………… （6）
　Si2H6＋M＝H3SiSiH＋H2＋M   ………………………… （7）
　Si3H8＋M＝SiH2＋Si2H6＋M  …………………………… （8）
　Si3H8＋M＝H3SiSiH＋SiH4＋M ………………………… （9）
　H3SiSiH＋M＝Si2H4＋M ………………………………… （10）
　H3SiSiH＋H2＝SiH2＋SiH4  ……………………………… （11）
　H3SiSiH＋SiH4＝Si2H6＋SiH2 …………………………… （12）

　H3SiSiH＋M＝Si＋SiH4＋M  …………………………… （13）
　Si＋Si2H6＝SiH2＋H3SiSiH ……………………………… （14）
　SiH4＋2Si（S）/ 2SiH（S）＋Si（B）＋H2    ………… （15）
　Si2H6＋2Si（S）/ 2SiH（S）＋2Si（B）＋2H2   ……… （16）
　Si3H8＋2Si（S）/ 2SiH（S）＋3Si（B）＋3H2    ……… （17）
　2SiH（S）/ 2Si（S）＋H2　  …………………………… （18）
　SiH2 / Si（B）＋H2  …………………………………… （19）
　Si / Si（B）   …………………………………………… （20）
　Si2H4 / 2Si（B） ＋2H2 ………………………………… （21）
　H3SiSiH / 2Si（B）＋2H2 ……………………………… （22）

3.4　解析結果および考察

　図 6に速度ベクトルを示す。この図では助走区間を表示
上省略している。これにより流入口から入ったガスは，周
辺部をほぼそのまままっすぐ上昇し，流出口から出ており，

ごく一部が拡散によって基板間の空間に入っていることが

分かる。また解析領域の大部分で SiH4濃度が反応ガスの

99%以上を占め，ガス相および表面化学反応に寄与して

いるのは流入量のごく一部である。

218（48）

〈注〉CFD-ACE+：ESI GROUPの登録商標

Si 基板（5枚）

助走区間

助走区間

流出口

中心軸

流入口

図5　解析モデル
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図7　成膜速度分布
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　また，図 7および図 8に Si基板上面における Siの成膜
速度の相対値面内分布を，実測結果

（3）

と比較したものを示す。

解析結果は上流側から 3枚目の基板の上面，実測結果は全
積層基板 165枚中の下から 136番目の基板表面における値
である。また，相対値を取るにあたっては基板中心におけ

る成膜速度を基準値とする。解析結果は縁部が中心部より

やや多い凹形の分布をしている点で，実測結果と一致して

いるといえる。また中心における成膜速度も，実測値に対
して 1%以下の誤差で一致している。

　図 9に基板中心における成膜速度の，基板ごとの分布を

示す。下流（上側）ほど成膜速度が上がっているが，顕著
な差はないことが分かる。

　図 に Si成膜速度の各化学種からの寄与を示す。なお，

この図は各化学種の成膜速度を積層した形で表されており，

グラフ上に表記した場合目視で確認できなくなるような極
端に少ない化学種からの寄与を表示上削除している。基板
内全域において，原料ガスである SiH4からの成膜が全体
の 99%以上を占め，次いで反応性に富む SiH2，H3SiSiH
からの成膜が多い。また SiH4の成膜速度分布は付着確率
が 10－6と小さいので基板内でほぼ一様であり，SiH2や
H3SiSiHは付着確率が 1と大きいので凹形の分布を示して

いる。全体的な成膜速度分布に見られた凹形の傾向は，後
者の影響によるものといえる。ここで見られる SiH2およ

び H3SiSiHからの成膜速度の分布は，外周部のピークは助
走区間および基板外周部の流路を流れる過程でガス相反
応によって生成された SiH2および H3SiSiHが，この領域
でほぼすべて表面に付着したもの，中心の平らな分布は

基板すきまでガス相反応によって生成された SiH2および

H3SiSiHの付着によるものと考えられる。

　あとがき

　ポリシリコン CVD炉を対象とした前述の解析では値・

傾向ともに実測結果と一致する結果が得られ，化学反応・

熱・流れ解析が同炉内の状況を再現するのに有効であるこ

とが分かった。今後の課題として Si基板内・基板間の成
膜量（速度）の一様性を高める炉形状を解析で導出するこ

と，およびこの解析で得られた化学反応解析のノウハウを

利用して他の化学種に対する CVD解析を実施することが

挙げられる。

　今回紹介した二つの事例では，反応を伴う流れ解析を活
用することでエッチングレートや製膜速度の均一化を実現
するための有用な情報が得られた。半導体分野にとどまら

ず，今後もこうした解析技術の応用を推進し，製品の品質
向上に努めていく所存である。
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