
まえがき＝半導体デバイスの集積度向上に伴い，シリコ
ンウェーハの加工やデバイスの作製プロセスにおける重
金属汚染が深刻な問題になっている。重金属は熱処理に
よって簡単にバルク中に拡散・固溶し，ドーパントとペ
アを形成したり重金属析出物や積層欠陥などを生成し
て，酸化膜耐圧の劣化やリーク電流の増加を引起こすな
ど，半導体製品の性能に大きな影響を与えるためである。
従って，ウェーハの汚染を高感度にモニタする方法がま
すます重要になっている。
　レーザとマイクロ波を利用したマイクロ波光導電減衰
法（Microwave Photo Conductivity Decay：以下μ-PCD
法）により測定する再結合ライフタイム（以下ライフタ
イム）は，微量の重金属汚染や欠陥にも鋭敏に反応する。
　㈱コベルコ科研では，ノッチ／オリフラ合わせやカセッ
ト to カセットのウェーハ搬送が可能な全自動タイプ，オフ
ライン評価や研究用に適したマニュアルタイプ，それぞ
れに標準／エピ／ SOI（Silicon On Insulator）／界面評
価機能を有するμ-PCD方式ライフタイム測定装置をラ
インナップしていて，半導体製造プロセスで広く用いら
れている。
　本稿では，最近のバルク・エピ・SOI などのシリコン
ウェーハや，新しい材料として注目を集めている SiC
（Silicon Carbide）ウェーハを，ライフタイムにより評
価した例を中心に述べる。

1. μ-PCD法

　シリコンウェーハにレーザをパルス照射すると過剰キ
ャリア（電子・正孔対）が生成され，ウェーハの物理的
特性によって決まるライフタイムの後，再結合して消滅
する。過剰キャリアの生成はウェーハの導電率を増加さ

せるため，同位置に照射しているマイクロ波の反射率は
過剰キャリアの密度に対応して変化する。μ-PCD法は，
マイクロ波の反射率の時間変化からライフタイムを非接
触・非破壊で測定する方法である（図 1）。ウェーハに混
入した重金属汚染が多いほど，過剰キャリアは素速く再
結合するので，ライフタイムは短くなる。
　図 2に，ライフタイム測定装置のブロック図を示す。
パルス光の照射部には，検出対象層の厚さや禁制帯幅に
応じて，半導体レーザ（波長 904nm），半導体レーザ励
起Nd-YLF レーザ（523nm／ 1 047nm），窒素レーザ
（337nm）又は YAGレーザ（3倍高調波：355nm）を搭
載できる。マイクロ波によるウェーハの導電率検出部に
は，標準ユニット（シングル導波管／周波数 10GHz）1），
及び差動ユニット（差動導波管／周波数 26GHz）2）を搭
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図 1 μ-PCD法によるライフタイムの測定
Fig. 1 Principle of lifetime measurement using μ-PCD method



載でき，試料の抵抗率などにより選択して使用すること
ができる。
　図 3に，ショックレー・リード・ホールが提唱した過
剰キャリアの再結合モデル（SRHモデル）を示す 3），4）。
伝導帯や価電子帯に生じた過剰キャリアは，汚染や結晶
欠陥によって禁制帯に生じた再結合中心（トラップ）に
より捕獲されるとともに，再度熱的に励起される。この
変化を速度方程式で記述して解くことにより，ライフタ
イム（図 3中のτSRH）が求まる。重金属による汚染のよ
うに深い準位を形成する場合，室温では p1，n1≪ 1 であ
るため，n型ではτSRH～τp0，p 型ではτSRH～τn0となり，
共に汚染や欠陥密度に相当する再結合中心密度 Nt に反比
例する。また，シリコン中の重金属汚染では一般にσn＞
σpであるため 5），同じ密度の汚染であれば，n型の方が
ライフタイムは長くなる。

2．バルクライフタイムの測定

　バルクライフタイムの測定では，過剰キャリア励起用
レーザに波長 904nmの半導体レーザを，マイクロ波系に
周波数 10GHz の導波管型検出器を用いた。図 4に，鉄
（Fe）とニッケル（Ni）の表面汚染濃度依存性を示す。
ウェーハを洗浄後，表面を金属水溶液でスピンコートす
ることにより定量汚染し，乾燥酸素中において 1 000℃－
10 分の酸化を行なった。表面金属濃度は気相分解法
（VPD）を用いた原子吸光分析（AAS）により測定した。
　・Fe： ボロン（B）ドープの P型シリコンの場合，鉄
は室温では Fe-B ペアとして存在し，Ev＋ 0.1eV と Ec－
0.29eV に不純物準位を形成する6）。N型シリコンでは格
子間鉄（Fei）として存在して，不純物準位は Ev＋0.39eV
にできる7）。鉄汚染量の増加に伴いDeep level 密度が増加
するため，ライフタイムが低下する。SRHモデルに表さ
れているように，汚染濃度に反比例してライフタイムが
変化し，同一の汚染濃度では，n型のライフタイムが長
くなっていることがわかる。
　・Ni：選択エッチ後の光学顕微鏡観察で，表面近傍に
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図 3 電子・正孔再結合の SRHモデル
Fig. 3 SRH model for electron hole recombination

Pulsed light 
irradiation unit
1. Laser diode 
　  (λ：904nm)

Laser light

Microwave

Wafer stage

Wafer

2. YLF laser 
　(λ：523/1047nm)

3. Nitrogen laser 
　  (λ：337nm)

Microwave 
detection unit

A. Single wave-guide 
　 (f : 10GHz)

B. Differential wave-guide 
　 (f : 26GHz)

Lamp unit 
(Fe measurement)

Dissociation light ＋/－ ions

Corona dischage 
unit

Control & 
analyzing 
unit

図 2 ライフタイム測定装置の構成
Fig. 2 Configuration of lifetime measurement system
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シリサイドによるシャロウピットが観察されている8）。
従って，酸化後の冷却過程におけるシリサイド形成がラ
イフタイムを低下させたと考えられる。この場合も汚染
濃度が同じであれば，ライフタイムは n型の方が長くな
っている。鉄汚染に比べて緩やかな変化を示したが，こ
れはキャリアが再結合する領域全体にライフタイムキ
ラーが存在していないことを示しており，酸化膜界面の
シリサイド形成を裏付けている。
　ライフタイムマップにより汚染原因を推定できる場合
がある。図 5（a）は，熱酸化炉のボートに付着した汚染
がウェーハに転写されたケースで，ボートと接触したエ
ッジ部の数カ所（マップ左側）のライフタイムが短くな
っている。図 5（b）は，ウェーハを移し替える際に使用
する真空ピンセットに付着した汚染源がウェーハ裏面か
ら混入し，ライフタイムを低下させた例である（マップ
右上）。

3．シリコン／酸化膜界面の評価

　ウェーハに照射するレーザの光量を調整することによ
り，生成する過剰キャリア密度を変化させることができ，
これによりバルク中の汚染と酸化膜／シリコン界面のト
ラップ密度（Dit）を分離することができる。図 6は，（100）
と（111）ウェーハについて，Fe 汚染前後の試料におけ
るライフタイムの注入キャリア密度依存性を調べた結果
である。励起レーザには波長 904nmの半導体レーザを，

マイクロ波検出系には 10GHz の標準ユニットを用いた。
（100）と（111）ウェーハのDit はそれぞれ 5.1 × 1010/cm2 

eV 及び 1.9 × 1011/cm2 eV であり，汚染前後の Fe 濃度は
それぞれ1×1010/cm3以下及び5× 1012/cm3であること
が別の測定9）で明らかになっている。汚染のない試料
（p1，p3）では注入キャリア密度に対するライフタイム
の変化は顕著ではないが，Fe 汚染した試料（p2，p4）で
は 1013/cm3以下の注入キャリア密度において，それぞれ
のDit で決定されるライフタイムに収束していることが
わかる。これは，注入キャリア密度が減少するにつれて
酸化膜／シリコン界面近傍の空乏層における再結合が支
配的になるというモデルで説明できる10）。

4．エピ層のライフタイム測定

　P/P＋や N/N＋のエピウェーハでは，基板の抵抗率が
0.001 ～ 0.1Ω・cmと非常に低いため，マイクロ波の反射
率が極めて高くなる。そのため，バルク用のライフタイ
ム測定と同じ構成では，検出器の出力が飽和したり，マ
イクロ波ノイズが重畳するため，過剰キャリア注入によ
る反射率の変化を検出することが困難である。我々は，
マイクロ波検出系に周波数 26GHz の発振器を用いた差
動μ-PCD法2）を適用して，検出感度の大幅な向上を達
成した。また，薄いエピ層へ効率的にキャリアを注入し
て，エピ／サブ界面でのポテンシャル障壁を利用してキ
ャリアをエピ層に閉じこめるために，励起用に YLF レー
ザの 2倍高調波（波長 523nm：シリコンへの侵入深さ 1
μm）を採用した。
　P/P+ 型（エピ層：抵抗率 15Ω・cm ，20μm厚，基板：
抵抗率 0.02Ω・cm ）のエピウェーハを，熱酸化炉にて厚さ
20nmの酸化膜を成長させた後，エピ層側と基板側のラ
イフタイムを測定した（図 7）。エピ層側の測定結果には，
エッジ領域に接触による汚染と考えられる特有のパター
ンが現われている。また基板側には同心円状のパターン
が観察された。このパターンはエピ層のマップには現わ
れていないことから，低抵抗率ウェーハに発生しやすい
スワール欠陥によるものと考えられる。このように，差
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図 5 ライフタイムマップによる汚染原因の推定
Fig. 5 Presumption of contamination cause using lifetime map
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動μ-PCD法とYLFレーザを用いると，基板の影響を受け
ることなくエピ層の評価が可能になる。なお，この方法
は電子情報技術産業協会（JEITA）において，短波長励
起フォトルミネッセンス法，交流 SPV法，短波長励起ケ
ルビンプローブ法，非接触C-t 法，コロナ放電ケルビン
プローブ法とラウンドロビンテストにより比較検討さ
れ，エピ層のライフタイム評価における標準手法として
選定されている11）。

5．ライフタイムによる鉄濃度測定 

　ボロン（B）をドープした P型ウェーハに鉄（Fe）が
混入すると，鉄は正イオンになるため負にイオン化した
格子位置のボロンと結合し，Fe-B ペアを形成する。ウ
ェーハに強い光を照射すると，発生したプラズマにより
Fe-B ペアは容易に壊され，Fei（格子間の鉄）とBs（置

換ボロン）に解離する5）（図 8）。2章でも述べたように，
Fe-B ペアと Feiでは，バンドギャップ中のエネルギ準位
や電子・正孔の捕獲断面積が違うため，ライフタイムが
異なる。従って，光照射前後のライフタイムを測定し，
それらを比較することによって鉄濃度を定量測定するこ
とができる。
　図 9に，鉄汚染された P型ウェーハのライフタイムマ
ップと鉄濃度マップを示す（励起レーザ：波長 904nm，
マイクロ波検出系：10GHz の標準ユニット）。ライフタ
イムの平均値は 13.3μs であり，鉄濃度の平均値は
3.8E13/cm3と算出された。マップを比較すると，ライフ
タイムの長・短は鉄濃度の低・高と良く対応しているた
め，汚染源のほとんどが鉄であることが判る。

6．コロナチャージ

　300mmウェーハを用いた半導体デバイスの製造プロ
セスでは，枚葉処理の比率がバッチ処理より大きい。そ
のため，酸化膜形成には熱酸化炉ではなく RTP（Rapid 
Thermal Process）装置が使われる場合が多い。RTPによ
る酸化膜にはシリコンとの界面に再結合中心が高密度に
存在し，ライフタイム測定のために注入した過剰キャリ
アが主として界面で消滅するため，2章で述べた方法だ
けではバルクライフタイムを測定できない。
　我々は，コロナ放電により生成したイオンを酸化膜上
に堆積させ，界面付近のキャリアをバルク中に押込める
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図 7 P/P ＋エピウェーハのライフタイム測定
Fig. 7 Lifetime measurement of P/P ＋ wafer

図 8 光照射による Fe-B の解離
Fig. 8 Fe-B dissociation using light illumination
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図 9 P 型ウェーハの鉄濃度測定
Fig. 9 Iron concentration measurement of P type wafer

a) Lifetime map

b) Iron concentration map



方法を適用した（図 10）。コロナチャージしたウェーハ
にレーザを照射すると，イオンの極性により少数キャリ
アまたは多数キャリアは界面に存在しなくなるので，
RTPによる酸化膜でもバルクライフタイムを測定でき
る。図11にコロナチャージ前後のウェーハのライフタイ
ムマップを示す。励起レーザの波長は 904nm，マイクロ
波検出系は 10GHz の標準ユニットを用いている。（a）で
はライフタイムが 3μs 程度と短く特徴的なパターンも
現れていないのに対し，（b）ではライフタイムは 100 倍
近くに伸び，マップにもプロセス起因と見られるパター
ンが確認された。

7．SiC，SOI などへの応用

7．1　SiC

　シリコンは電力変換損失が大きく動作速度も遅いた
め，パワー半導体や通信デバイスの分野では，次世代材
料として SiC（シリコンカーバイド）が期待されており，
実用化に向けての研究が進められている。SiC による半
導体素子の実用化には汚染や欠陥低減が不可欠である
が，有効な評価方法が無いため実用化が遅れている。SiC
は禁制帯幅がシリコンに比べて広く（3C：2.2eV，4H：
3.2eV，6H：2.9eV），半導体レーザ（波長 904nm：1.4eV）
や YLF レーザの 2倍高調波（波長 523nm：2.4eV）では

キャリアを有効に励起できない。我々は，窒素レーザ
（波長 337nm：3.7eV）を励起光源として用い，差動μ-
PCD法によりわずかなキャリア変化を感度良く検出す
る系を構築して，SiC のライフタイムを測定した。
　4H-SiC の減衰波形を図12（a）に示す。シリコンと異
なり，ライフタイムは 0.03 ～ 0.05μs と短かった。これ
は，シリコンに比べて SiC には多くの結晶欠陥・または
汚染が多く含まれていることを表している。減衰波形に
は，速い成分と遅い成分が含まれていることがわかる。
遅い成分はトラップ密度と関連していると報告されてい
る 12）。面内を 0.5mmピッチでマッピング測定した結果を
図 12（b）に示す。マップには，マイクロパイプ欠陥な
どによると思われるライフタイムの短い領域が明瞭に表
れている。このように，窒素レーザと差動μ-PCDを用
いると，SiC の結晶性を非接触・非破壊で評価すること
ができるので，昇華直後の SiC エピ基板や，デバイスを
作成するエピ層の品質改善に役立つと考えられる。
7．2　SOI

　薄膜 SOI を用いると，低消費電力化や高速化などを達
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図10 コロナチャージによるキャリア押込め
Fig.10 Passivating by corona discharge
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図11 RTP 酸化膜付きウェーハにおけるコロナチャージの効果
Fig.11 Lifetime measurement for RTP oxidized wafer using corona 

charge

a) Without corona charge (mean lifetime ＝ 3.0μs)

b) With corona charge (mean lifetime ＝ 253.5μs) 



成できることから，最近大手デバイスメーカが続々と実
用化に向け名乗りを上げている。SOI ウエーハは，スマー
トカット法，SIMOX法，ELTRAN法などで製造されるが，
SOI 層の厚さは 0.01 ～ 0.1μmと非常に薄いため，その
汚染や結晶性などの品質を測定する手段が無く，入出荷
検査を含めた管理が極めて困難であることが問題になっ
ている。
　0.1μm以下の SOI 層にキャリアを励起するには，シリ
コンへの侵入深さが短い紫外領域の光源を用いる必要が
ある。我々は窒素レーザ（波長 337nm：シリコンへの侵
入深さ 0.009μm）を励起光源として用いることで，薄膜
SOI の評価が可能であることを確認した（マイクロ波検
出系は 10GHz の標準ユニット）。

　試料は6インチのSOIウェーハで，SOI層の厚さは0.06
μm，BOX層は 0.2μmである。パッシベーション用に
熱酸化膜を付けた後，表裏両面から，窒素レーザ，半導
体レーザ励起Nd-YLF レーザの 2倍高調波（523nm：侵
入深さ 1μm），YLF の基本波（1047nm：侵入深さ 500
μ m）を用いてライフタイムマッピング測定を行った。測
定結果を図13に示す。基板面から測定した結果（図中の
（d），（e），（f））はすべての励起波長で同じ形状のマッ
プが得られているのに対し，SOI 面から測定すると窒素
レーザを用いた（a）は，YLF を用いた他の波長（（b），
（c））と全く違うマップになった。（b），（c）は基板面か
らの測定マップを左右反転した形になっていることか
ら，測定されたライフタイムは，励起光がBOX層を通
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a) Decay curve

図12 SiC ウェーハの減衰曲線とライフタイムマップ
Fig.12 Decay curve and lifetime map for SiC wafer
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図13 薄膜 SOI ウェーハのライフタイムマップ
Fig.13 Lifetime maps for thin film SOI wafer

b) Lifetime map



過して基板中に生成したキャリアの再結合に支配されて
いるためと考えられる。すなわち，SOI ウェーハでは，SOI
層のみにキャリアを励起しないと，その結晶性を把握す
ることができないと言える。窒素レーザの 337nmの励起
波長での侵入深さは0.009μmであるため，この方法を用
いることにより，近い将来必要になると考えられている
約 0.01μmの SOI 層の汚染を評価できると考えられる。
また，この手法は，同様な構造を持つ低温 poly 液晶の結
晶性評価などへも応用されることが期待される。

むすび＝ライフタイム測定のアプリケーションを中心に
述べた。コベルコ科研の装置には，鉄濃度測定機能やコ
ロナチャージオプションを搭載可能であり，世界中の半
導体製造プロセスで更に広く用いられることが期待され
る。
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