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半導体デバイス製造において，
CMP研磨は重要なプロセスである．

・層問絶縁膜（ILD：Inter Layer Dielectric）
・素子分離プロセス（STI：Shallow Trench Isolation）
・タングステン（W）プラグ形成
・銅（Cu）のダマシン配線形成

●素子の微細化

半導体デバイスの高性能化

●配線の多層化

CMP適用範囲が拡大しており，様々な加工対象
の高精度研磨が求められている

技術的背景
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CMPの現象についてはその複雑性により理解が深まっていない

CMPに要求される性能は年々高まっている

Factors
•化学反応性
•圧力分布
•スラリー流れ
•パッド表面特性
•微粒子挙動

ウェハ
スラリー

ポリシングパッド

ドレッサー

プラテン

キャリアヘッド

CMP装置のモデル

CMP技術のより一層の発展のためには
基礎的知見を得て，そのメカニズムを理解することが重要

従来技術とその問題点①
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ポリシングパッドの役割 ：スラリー中の研磨微粒子に機械的な運動を与える

ウェハ

ポリシングパッド

粒子

パッド表面には10µm以下の微細凹凸が
多く形成⇒研磨レートに影響

空間波長領域 [µm]
パ
ッ
ド
表
面
に
占
め
る
割
合

[%
]

田尻：修士論文より

実際にはパッド表面はランダムかつ
複雑形状のため、検証困難
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従来技術とその問題点②
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透明パッド

光学特性を付与し、
新たな用途を開拓

計測・検証等へ対応

光透過率の高い材料を用いて
パッドを作製

例えば．．．
赤外、可視吸収、ﾗﾏﾝ
微粒子観察

低屈折率透明パッドの外観

透明性に加え
屈折率を制御50μm

新技術の特徴
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パッドの表面形状

50μm	 50μm	

転写型	 n=1.53パッド	 n=1.36パッド	

底辺 [μm]	 6.96	 7.07	 6.97	

高さ [μm]	 2.48	 2.46	 2.40	

ピッチ [μm]	 12.0	 12.0	 12.0	

n=1.53およびn=1.36のどちらも転写性は良好	

共焦点レーザー顕微鏡によりマイクロパターンパッドを観察	

転写型	 n=1.36	

12µm	6.96µm	

2.48µm	

成形 
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水中（スラリー中）でパッド
が見えなくなる

パッドとスラリーの屈折率を一致させることにより
ノイズの低減が可能

透明パッド

ガラス基板

水

透明パッドの屈折率 ：1.36

水の屈折率 ：1.33

屈折率を変化させた透明パッド
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100μm

ステージ回転方向

法
線
方
向

ステージ回転速度：10rpm（＝5 mm/s）

レンズ倍率 20×
レンズ NA 0.45
焦点深度 [mm] 2.7
ピクセルサイズ [mm] 17× 17
フレームレート [frame/s] 1000
シャッタースピード [s] 0.001

撮影条件

500nmダイヤモンド微粒子
の動きをとらえることに成功

暗視野における粒子観察結果
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低屈折率透明パッドの機能

透明パッド	

水	

酸化膜	

ウェハー	

1.53	

1.33	

1.36	

1.33	

0.50%	

1.46	 1.46	

0.20%	 0.01%	
0.20%	

屈折率n1の物質と
屈折率n2の物質
の間で発生する光
の反射率� � � � は
次式に より求まる	

屈折率 n=1.53 の透明パッドではパッド―水間の反射率は 0.50% 

屈折率 n=1.36 の透明パッドでは反射率は 0.01%となる	

モニタリングにおいてはわずかな反射率の差でも大きなノイズとして 

現れるため，屈折率の制御は重要である	
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スラリーを用いた干渉波形の測定

コロイダルシリカスラリーを用いた場合でも膜測可能	



11

想定される用途

・研磨中微粒子のモニタリング技術

SiC, サファイア, ダイヤモンド, セラミック等・・・

基板に合せてスラリーの粒径をカスタマイズ可能

・加工中における残膜モニタリング
液層など不安定な媒体の影響を除外し，

膜厚測定を実施

・マイクロパターンを用いた計測
液層など不安定な媒体の影響を除外し，膜厚測定を実施
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実用化に向けた課題

• 現在、本技術により小径パッドによる原理検証
は実施したがさらなる大口径化が可能．

• マイクロ金型製造法の効率化が必要

（特にめっき技術）

• 今後、大口径化により実験データを取得し、

カスタマイズをする場合の条件設定を行う
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企業への期待

• さらなる大口径化については、専用装置の工夫
により克服できると考えている。

• 高効率化については、めっき金型など作製技
術が必須。

• 試験的なデータをより幅広く取得するために、
難加工基板の研磨技術を持つ企業との共同研
究を希望。パッドの試験的な導入も歓迎。

• 半導体検査装置を開発中の企業や評価機関と
の連携を希望。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：半導体基板の表面皮膜の厚さ測定方法

• 出願番号 : 2016-202457

• 公開番号 ： 特開2018-64053

• 出願人 ：三島光産株式会社 九州工業大学

• 発明者 ：鬼木喬玄、中 利明、松尾正昭、田代康典、

鈴木恵友、カチョーンルンルアンパナート
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産学連携の経歴

・平成２３年度 水酸化フラーレンを用いたLEDサファイア基板用新規研磨材

に関する研究, 科学技術振興機構 A-step探索タイプ

・平成２５年度～平成２６年度 新規CMPパッド+スラリーによる高研磨効率の

実現と実用化 FAIS低炭素化技術拠点事業・三島光産

・平成２５年度，ナノダイヤモンド・水酸化フラーレン混合スラリーによる

サファイア高効率研磨技術に関する研究A-step探索タイプ

・平成２７年度 半導体/MEMSプロセスを利用したナノマイクロ金型形成技術

に関する研究 公益金型振興財団研究助成金
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お問い合わせ先

☆その他の九州工業大学との共同研究について ⇒産学連携推進センター
Web: http://www.ccr.kyutech.ac.jp/index.html
E-mail: office@ccr.kyutech.ac.jp

☆特許の取り扱いについて⇒知的財産部門
Web: http://www.ccr.kyutech.ac.jp/f_chizai/
E-mail: chizai@ccr.kyutech.ac.jp

１．九州工業大学
イノベーション推進機構グローバル産学連携センター
堀川 恵
TEL 093-884-3499 FAX 093-884-3531
E-mail  horikawa-m@ccr.kyutech.ac.jp

2．九州工業大学
イノベーション推進機構グローバル産学連携センター
山崎 博範
TEL 0948-29-7895, FAX 0948-29-7899
E-mail  yamasaki-h@ccr.kyutech.ac.jp


