
水晶振動子マイクロバランスシステムによる
半導体前駆体の監視



MOCVD前駆体供給の信頼性が常に高いわけではない：

• MOCVDアンプルが「枯渇」した状態になることがある。

• バルブが詰まる、または故障することがある。

• アンプルや供給ラインヒーターが故障することがある。

• キャリアの流れが安定しないことがある。

• アンプルの寿命が末期に近づくと前駆体濃度が異常になることがある。

問題の説明：

MOCVD前駆体供給の障害
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影響：

• ウエハーの廃棄

>Ex Situの計測結果を待つ間に、多くのウエハーが廃棄される可能性

• 装置の予定外のダウンタイム –問題の診断／修正

• ランニングコストの増加 –前駆体アンプルの変化が早すぎるため、枯渇が起こる可能性を

最小限に抑えられない

要件：

• リアルタイムの前駆体供給障害検出（進行／非進行）に導入可能なコスト効率の高い

ソリューション

• 実際にチャンバーに供給される内容の検証が必要

• 前駆体供給ディテクターの利用は不可（現時点）

問題の説明：

MOCVD前駆体供給の障害



MOCVD前駆体供給モニター

方法 測定 メリット/デメリット 供給の検証

時間/流量ベース
アンプル経由の時間／

ボリューム流量

安価だが、早期交換により枯渇や廃棄が生じる

可能性がある。
なし

スケール 梱包重量と内容
アンプルの外側に取り付ける簡易的なセンサーで

あり、PM時にメンテナンス／確認が必要。
なし

内部センサー フロートスイッチまたは光学式
スケールよりも長期的に高価で、アンプルの内側に

取り付ける必要があり、固着や故障の可能性がある。
なし

超音波 ポイントまたは連続
スケールよりも高価で、アンプルの一部として

取り付ける必要がある。
なし

QCMの前駆体監視
蒸着プロセス中の

QCM周波数シフト

所有コストが低く簡単で、排気ラインの設置と

メンテナンスは通常のPM時に実施可能。

前駆体供給の検証が行われる。

あり



INFICONのメリット：
業界をリードするFabGuard®のプロセス監視およびFDCの機能を、
当社の革新的なQCMテクノロジーと一体化し、半導体製造アプリケーションに適用

INFICON QCM前駆体監視システム
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FabGuardを使用し、プロセスと機器の状態をIn Situ監視

• FabGuardソフトウェアプラットフォームでは、プロセスおよび機器の状態をリアルタイムで監視する

独自のセンサー統合オプションの使用が可能

• 収集されたデータにより、工場のFDCを強化

• In Situでの計測測定と運転ごとの制御

QCMテクノロジー

• リアルタイムでの正確な膜厚測定

• 準単分子層膜厚の変化に対する感度/精度

• 広い圧力範囲（UHVから雰囲気）で機能

• 広い温度範囲（最高500oC）で動作可能

QCM半導体前駆体監視システム



QCM（水晶振動子マイクロバランス）

QCMの機能
• 水晶振動子は圧電性であり、その基本共振周波数6MHzで振動する。

• MOCVD前駆体材料または材料の副産物が水晶振動子を

コーティングする。

• 質量を追加すると、水晶振動子の周波数の振動は徐々に遅くなる。

• 前駆体の監視では、蒸着ガスおよびプロセス／装置状態との周波数の関

係の測定に着目する。

• 「アクティビティ」値は、水晶振動子の活性の検証に利用する。

∆成膜の質量～∆水晶振動子の周波数

QCMのΔ質量とΔ周波数の方程式



アプリケーションデータ：TiN（TDMAT）CVDプロセス
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TiN（TDMAT）プロセス中のQCM周波数応答

Dep = TDMAT前駆体が流れ、
ウエハー表面に窒化チタンを
蒸着させる蒸着ステップ –周
波数低下

Dns = 蒸着層を高密度化する
密度ステップ（リガンドの除
去） –周波数上昇

フォアライン圧力

QCM応答



運転ごとのFDCを使用した、TDMAT供給なしの検出

• 正常蒸着（ウエハーあたり2～4Hzの減

少）は、分解能0.003HzのQCMで容易に

測定される。

• ウエハープロセスの開始から終了までに

正味の周波数変化がない状態では、蒸着

は特定されない。

• 性能指数：

デルタ周波数／ウエハー

周波数の変化なし = 

前駆体供給なし

TDMATなし



入力： プロセスガス（前駆体）
ウエハー加熱
RF電力

ターゲット：ウェハーの望ましい変化（蒸着）
チャンバーの望ましい変化
• 調整
• クリーニング

残り： 未消費のプロセスガス
反応副産物

• 排出するガス

• 各種分光機器で測定可能
• CPM、OES、SP OES、FTIR

• サイズとコストの制約（ROI）が問題

典型的なCVD/ALDプロセスチャンバー
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典型的なCVD/ALDプロセスチャンバー + SemiQCMTM

入力： プロセスガス（前駆体）
ウエハー加熱
RF電力

ターゲット：ウエハーの予想どおりの変化（蒸着）
チャンバーの予想どおりの変化
• 調整
• クリーニング

残り： 未消費のプロセスガス
反応副産物

• 排出するガス
• 固体材料の蓄積をQCMで測定
• 他のセンサーと比べて低コスト
（フォアラインの蒸着）
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SemiQCMシステム

• 振動子ホルダー付きセンサー

装置のポンプラインに装着

• 外部電源付きIMM-200 SemiQCMモニター

センサーあたりのシングルチャネルモニター

• FabGuardプロセスモニターまたはセンサーコントローラー

蒸着チャンバーが1つ以上ある各装置には、

FabGuardソフトウェアのバージョン19.12以上が必要

• BNCケーブルおよびEthernetケーブル

 BNCケーブルでセンサーとIMM-200を接続

 EthernetケーブルでIMM-200とFabGuard PCを接続



TDMAT監視センサー

• TDMAT前駆体監視用に配置するにはフォアラインの設置が必要

 実績のある承認済みアプリケーションソリューション

• 設置要件に合わせてセンサーの長さの溶接が可能（5～15cm）

• プロセス化学と適合させるために構造の材料の変更が可能

• このQCMセンサーではKF40フランジを使用

• センサー設置の一環としてT字形部材の使用が可能



IMM-200モニター
• FabGuardコンピューターへのSerial over Ethernet通信

• 操作用FabGuardプロセスモニターソフトウェア

 IMM-200のサポートにはFabGuardバージョン19.12 .00-a以上が必要

• IMM-200電子機器により、1つのSemiQCMセンサーから10Hzのデータ収集が

可能

 周波数が重要なパラメーター

• FabGuardに複数のIMM-200モニター（最大10）を同時に

接続可能

• SemiQCMセンサーの近く（2メートル未満）に配置するが、

直接ケーブル接続またはEthernetスイッチを介してFabGuard PCへの

長いEthernet接続が可能



FabGuardへの接続
• SemiQCMアプリケーションでは、Ethernet経由でFabGuardプロセスモニターまたはセンサーコントローラーと

通信するモニター（IMM-200）により水晶振動子の周波数を測定

• FabGuardソフトウェアの統合により、運転ごとのリアルタイム障害検出が可能
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TDMATモニターセンサー -予防メンテナンス

TDMATモニターセンサーの寿命：

• TxZチャンバー -典型的な短期PMサイクル2～4ヶ月

• TDMATモニターセンサーは、3～4回の短期PMサイクル（またはそれ以上）に耐え、
現場で交換できるように設計およびテスト済み

• 複数のセンサーを継続的に1年以上運転して十分にテスト済み

TDMATモニターセンサーのスペア部品：

• 交換センサー（750-7000-GX） –長期PM –年1回

• 水晶振動子付き交換振動子ホルダー（750-7013-G1S） –短期PM



TDMAT QCM前駆体監視システム

INFICONは現在、 TDMAT検出用のSemiQCM

前駆体監視システムを提供しています。

本システムは、200mmおよび300mmの
Endura TDMAT CVDチャンバーに最適です。

• 前駆体供給のリアルタイムのIn Situ検証および遮断（プロ
セスの進行または停止）を実現

• ウエハーごとの前駆体監視が可能故障を検出するとす
ぐに遮断を実施（1枚のウエハー）

• QCMの運転ごとのデータの徹底的な監視とSPC/FDC分析



新しいTDMAT前駆体監視システムの最新情報については、
INFICONの営業担当者までお問い合わせください。


