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「マイクロフローセンサ」チップ製作技術

　1989年に「マイクロフローセンサ」チップの研究開発に着手し，1994年10月にエアフローセンサとして量産が開始され

た。当社藤沢工場のクリーンルームで，薄膜製造プロセス，パターニング，異方性エッチング等の開発を行い，「マイクロフ

ローセンサ」チップの試作から量産への技術移転を行った。そこでセンサチップを安定して作る上で鍵となる装置管理を含

めて，パターンレイアウトやプロセスの技術的問題を述べた。

Manufacturing technology for a "Microflow sensor" chip

In 1989, research and development of the "Microflowsensor" chip began; in October 1994, mass production of airflow sensors commenced.
A thin-film manufacturing process, patterning, and anisotropic etching technology was then developed using the clean room at Yamatake
Corp.'s Fujisawa Plant. Technical transfers were implemented to shift technology from the trial production of "Microflow sensor" chips to
mass production. The following article describes technical problems with pattern layout and processes including equipment control, which is
a key element for the stable production of the sensor chip.
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1． はじめに

　「マイクロフローセンサ」チップは，1.7mm角のシリコ

ンチップ上に約１μm厚さのダイアフラムを形成し，その

中にヒータとその左右に温度センサ抵抗を配置して気体の

流速を計測するセンサである。このセンサチップの技術領

域は，MEMS（Micro Electro Mechanical Systemsの略）と

呼ばれている。MEMSは，半導体技術，薄膜成膜技術に加

えて，３次元形状を達成するために，バルクマイクロマシ

ーニング，表面マイクロマシーニング，LIGA等の技術を

使って作った，微小なセンサやアクチュエータのことであ

る。MEMSの研究は半導体技術から始まったため，使う基

板はSi基板が多く，その他には石英基板，SiC基板，GaAs

基板，InP基板，Ge基板，ガラス基板などがある。基板を

深くエッチングすることをバルクマイクロマシーニングと

呼び，「マイクロフローセンサ」チップを製造するプロセ

スに使っている。MEMSの分野では，バルクマイクロマシ

ーニングに加えて，表面マイクロマシーニングという技術

もある。当社ではその技術を使って薄膜容量式圧力センサ

を試作している。詳細は文献（1）を参照して頂きたい。

　半導体メモリ等はデジタル分野であり集積度を上げるた

めにサブミクロンという非常に細い線幅を達成しようと研

究が行われている。それに対して集積度を重要視しないセ

ンサの場合線幅は数μmまでで十分であるが，出力信号の

再現性，安定性，量産時のばらつきを抑えることが非常に

重要になる。本稿ではその点に加えて，微小な３次元形状

を達成するための異方性エッチングに関する紹介とプロセ

ス技術を支えるクリーンルームに関して簡単に紹介する。
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2．異方性エッチング

　1960年代に，ある種のアルカリ性水溶液がシリコンを異

方的にエッチングすることが報告された。エッチング速度

がシリコンの結晶面方位によって異なることが原因で，

（111）面のエッチング速度が一番遅い。異方性エッチング

と等方性エッチングの形状の違いを図 .1に示した。
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図 .1　異方性エッチングと等方性エッチングの形状比較

　異方性エッチングを用いると，エッチング形状を決める

マスク材の形状をシリコンの結晶方位と正確に合わせた場

合，（111）面で止まるラインはμmオーダーでマスク材の

形状と同じにエッチングできる。同じエッチング深さを得

ようとした時，等方性エッチングではマスク材の下もエッ

チングが進行してしまうために，異方性エッチングを用い

た時に比べて横に広がり大きなチップ面積を必要とする。

同じ大きさのウエハを使った時にはチップが小さい方がよ

り多くの数量が得られるためコストを下げられる。この意

味でMEMSを実現するために異方性エッチングは重要な

技術の一つである。

　図.2に示すように，エッチング窓の形状により，最終的

にエッチングされる穴の形状が異なる。図.2の（1）では

マスク形状が不規則な形をしている時，（2）では円形，（3）

では長方形の時を示している。どの場合もウエハの〈110〉

方向で囲まれた形状となる。したがって，マスク形状の位

置合わせがプロセスの重要なポイントになる。

　表.1に異方性エッチング液の諸特性をまとめて示す。（2）～（9）
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図 .2　（100）面シリコンウエハのエッチング形状

エッチング液
（100） Siのエッチング 速度比 速度比 SiO2のエッチング速度
 速度（μm/min） （100）/（111） （110）/（111） （Å /min）

EDP 1.25 （115℃） 35 - 2
KOH 1.4  （85℃） 400 600 14
TMAH

1.0 （90℃） 30 42 2.322wt%
N2H4 3（115℃） 16 9 1.7 （118℃）
NaOH

2 （66℃） - - 85mol/L
CsOH 0.14 （50℃）

- 200 0.2560wt% （110） Siの値
NH4OH

0.4 （75℃） 25 8 0.53.7wt%

表 .1　異方性エッチング液の諸特性

　エッチング時間は短い方が良いため（100）Siエッチン

グ速度は大きい方が良い。また速度比（100）/（111），や

（110）/（111）の大きいエッチング液の方が無駄スペース

を作らなくて良い。半導体回路を製造する場所では，アル

カリイオンの混入は避ける必要がある。またEDPは発ガン

性物質のため使用は限られている。

3．クリーンルーム

　当社では薄膜技術の研究開発を目的に1986年藤沢工場

にクリーンルームを設置し，1991年には半導体技術開発の

ため同クリーンルームを拡張した。そして2000年３月に

は，自社製品に使用するセンサ素子の開発力強化および生

産量を増強するためこれまでの面積の約２倍に増設した。

　クリーンルーム内部は周囲に比べて陽圧にすることによ

り，周囲からクリーンルームにダストの多い空気が入らな
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いようにしている。温度，湿度が制御された空気が，天井

設置のHEPAフィルターを通してクリーンルームに導かれ

る。作業エリアがクリーンな状態になるように気流を考慮

して天井から噴出し，リターンダクトから再度空調機に戻

される。クリーン度が良い方が当然チップの歩留まりは良

くなるが，クリーン度を上げるためには空気の循環の回数

を上げる必要があり，エネルギーロスが発生する。

　クリーン度を維持するために空調設備は連続運転を行

う。もちろん付帯設備の超純水製造装置，除害装置，廃液

処理装置，圧縮空気製造装置，冷却水，各種安全装置等も

連続運転になる。これらを含めたランニング経費は無視で

きない金額である。この中で当社の場合電気代の割合が大

きく，当社の省エネ技術によって電気代のおよそ３割低減

を目指して，2000年８月に工事を行った。４年目には投資

を回収できる見込みである。

　クリーンルームの中には，フォトリソグラフィ用装置，

成膜装置，酸化装置，拡散装置，イオン注入装置，エッチ

ング装置，洗浄装置，検査装置，評価装置等が置かれてい

る。図 .3にクリーンルーム内部の様子を示す。

　製造工程はこれら多数のプロセス装置を使って行われる

ので，付帯設備を含めたすべての装置を安定に稼動させる

必要がある。半導体関連の装置は複雑なシステムであり，

現場では付帯設備と連動してはじめて安定に稼動させるこ

とができる。トラブルが発生した場合素早い対応が必要で

ある。現象の確認からトラブルの根本原因を突き止めて，

対策を打ち，歯止めをかける一連の作業を行うためには，

付帯設備を含めた多くの知識が必要になるため習熟が必要

である。

　プロセス装置等の維持管理を行い，品質を作りこむよう

にしてウエハを各工程に流す。LSIでもセンサでも，ウエ

ハレベルで特定の基本パラメータを検査して，パッケージ

後全数特性検査する。LSIの場合多くは電気的検査が中心

であるのに対して，センサの場合流量，圧力，温度などの

負荷をかけ検査を行う。精度を保証するために流量や圧力

などの測定基準を確立しておく必要がある。

　一般的な半導体装置の膜厚分布は５％以内となってお

り，LSIの分野ではこれで製品が出来上がっている。しか

しセンサの場合，この膜厚分布がセンサ出力に直接影響す

るケースがある。製品レベルでの精度は２～３％があたり

まえであるが，この精度を単純にセンサチップに求めると

非常に歩留まりが悪くなってしまう。製造プロセス条件の

最適化だけに求めるのではなく，センサチップのパターン

レイアウト時には，可能な限りこれらのばらつきが少なく

なるように工夫する必要がある。ヒータの自己発熱が流れ

によって奪われ抵抗値が変化する熱線風速センサの場合，

ヒータ抵抗値のばらつきがそのまま歩留まりを決めてしま

う。「マイクロフローセンサ」チップの場合，流れに対し

てセンサ抵抗は上流側と下流側にあり，これらをブリッジ

回路にして中点電位を読み出すようにしている。プロセス

のばらつきは上側と下側のセンサ抵抗値をほとんど同量変

化させるので，中点電位はプロセスの変動を受けにくくな

る。

図 .3　クリーンルーム内部の様子
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4．「マイクロフローセンサ」チップとそのプロセス技術

　「マイクロフローセンサ」チップの概観を図.4に示す。異

方性エッチングによりシリコン基板からダイアフラムが浮

いている構造にする。ダイアフラム部の膜厚は約１μmで

あり，この部分の熱容量が非常に小さいためにヒータに投

入する電力が少なくてすむ。熱容量が小さいために，温度

変化を高速にとらえる事ができる。流れに対する応答速度

は数msである。ヒータから上流側温度センサ，下流側温

度センサまでの距離，ヒータ周辺の小さな穴による熱分離

などの考慮により，１mm/s程度の非常にゆっくりとした

流速が測定できる。実際のダイアフラムの外観を図.5に示

す。計測原理を理解するために図.6を参照していただきた

い。

　センサチップからの出力の再現性，安定性，量産時のば

らつきを抑えるプロセス技術として主なものを次に示す。

（1）白金薄膜の抵抗値および温度抵抗係数のばらつきの

低減

　ヒータ抵抗とセンサ抵抗に白金薄膜を使っている。

これらの抵抗値，温度抵抗係数のばらつきを低減す

るために，成膜条件，熱処理条件，フォトリソグラフ

ィ，ドライエッチング条件の複数工程を最適化して

いる。各工程のプロセスパラメータは一つでないた

めに，かなり大掛かりな実験と解析を行って達成し

ている。

（2）窒化シリコンダイアフラム成膜の低応力化

　開発途上ではダイアフラムの応力制御が安定せず，

センサからの出力に違いがあった。このため成膜工

程，熱処理工程を最適化して反りをなくした。もちろ

んウエハ間，バッチ間ばらつきも極めて少ない。

（3）窒化シリコンの被覆性（ステップカバレージ）の最適

化

　センサは計測対象に直接さらされるために，白金

薄膜がむき出しだと異物等により簡単にショートし

てしまう。このため白金薄膜を保護する絶縁膜が必

要である。白金は単体でもおおむね安定した金属な

ので，良好な被覆性があればさらに信頼性で優れて

いる。開発着手時点ではステップカバレージが十分

ではなく，センサ特性不良の要因の一つとなってい

た。フォトリソグラフィ工程，ドライエッチング工

程，成膜工程の複数工程を最適化することにより，良

好なステップカバレージを得て，信頼性レベルを向

上させた。

（4）異方性エッチング条件の最適化

　「マイクロフローセンサ」は微小な温度揺らぎを電

気出力に変えて流速を計測している。キャビティー

の形状が極端に異なると，ヒータの温度分布は流れ

がない時でもセンサ上で異なる。センサ部分はブリ

ッジ回路にして読み出しているので感度が高くなっ

ており，エッチング後のキャビティー形状違いによ

り感度が変わってしまう。このためエッチング後の

形状をある規格以内に収める必要がある。エッチン

グは，図 .4に示したダイアフラムにある穴から始ま

る。左右の＜，＞形状は（111）面で決まるラインな

ので，マスクの位置あわせを確実に行えば，数μmも

ずれない。それに対して，上辺と下辺は，エッチング

時間とともに後退していく。その後退の様子は，結晶

方位によりエッチング速度が異なるために，時間と

ともに形状が複雑に変化する。エッチング液の濃度

や温度に対するエッチング速度の基礎データを積み

重ねて，さらに穴の位置や大きさを最適化してばら

つきを低減させた。

図 .4　マイクロフローセンサの概観
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図 .5　ダイアフラム外観

図 .6　マイクロフローセンサの計測原理

5．おわりに

　「マイクロフローセンサ」チップを開発する上でのポイ

ントを述べた。開発着手した時点では非常に微小な流速を

測定する要求があり，微小流速用チップのパターンレイア

ウトを使い，これまで述べたプロセスの最適化を行い量産

化した。その後1998年には30m/s程度の高流速域まで測定

レンジを拡大したいという要求がきた。プロセスのばらつ

きが少なく，安定であるため，新たにプロセス開発を行う

必要はなく，パターンレイアウトの変更だけで実現した。

この新型チップでは，高流速域をカバーするだけでなく，

熱伝導の高いガス種である，水素，ヘリウムの流速を計測

することができる。
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「マイクロフローセンサ」こぼれ話

　ガスメータ向け「マイクロフローセンサ」ユニットの開発と並行して山武の得意分野である燃焼制御市場向けのエ
アフローセンサの開発にも着手した。燃焼排ガスに含まれて酸性雨の原因となるNOxを低減しようと新型バーナを開
発していた給湯器メーカに「マイクロフローセンサ」を紹介すると，圧力センサで空燃比制御をしようと苦労されてい
た開発者の方から湿度やダストに強い低価格のエアフローセンサがほしいとの要求をいただいた。ダストを捕捉するダ
ストトラップ構造やセラミック基板を用いて回路基板上に直接センサチップを搭載する構造，および短時間で個別特性
調整を行う製造ラインの確立など，センサチップだけでなく周辺の技術をコンカレントに開発することでお客さまの要
求する価格・機能および開発納期を達成することができた。エアフローセンサは「マイクロフローセンサ」の製品化第
一号となって市場に送り出され，現在までに30万台が給湯器の中で稼動している。
　「エアフローセンサの基板設計を担当しました。製品の構成要素が多ければ，その分使用する材料も増えますし，製
造工程での手間もかかる。もっとシンプルにスペックを満たすことはできないものか，と製造部門と一緒に検討し，最
終的にはセラミック基板上に回路を印刷するHICを採用し，基板上に直接「マイクロフローセンサ」を搭載してそのま
ま製品内に装着できるようにしました。セラミック基板上に載せるICの種類を見直したり，抵抗体の作り方を工夫す
るなど，小さな基板上にはいろいろなノウハウが詰まっています。結果的にはコスト面でも大きく貢献することになり
ました」 と畠山洋志（マイクロパッケージング・センター）は開発当初を回想する。
　「モールドのケースへの装着が終わった段階で一つ一つ製品の特性を検査し，最適な状態にするレーザートリミング
を行います。レーザーで抵抗体が最適な特性になるまで削るのですが，最初は抵抗体そのものの素材が不適切だったり，
レーザーでカッティングした面がでこぼこになってしまい特性が出ない，などいろいろ苦労しました」というのは川口
豊（生産技術部）である。
　「当初は設備がないので，当然手作業で作っていました。でも一度手で作ってみると，どんな設備が必要か，どんな
作業を自動化したらもっと効率的か，体感できます。生産準備段階でテストしていても，いざ製造を始めてみると，不
具合はあるものですが，このラインでは実際に作っている担当者が具体的なイメージを持ちながら，生産技術の方々と
一緒に製造装置，そして製造ラインを完成させていったので，品質の造り込みまでを実現した，これ以上にないライン
が完成しました。通常では自動化されない工程も，このラインでは作業者の声で自動化が実現しています」と金子輝治
（製造2部）は自信をもって話してくれた。


