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研究成果の概要（和文）：半導体工学を理論と実践の両面から理解することに役立てられるように，簡略化した
工程を使って，集積回路を構成する重要な半導体デバイスであるMOS電界効果トランジスタ(MOSFET)を作製する
実験教材の開発に取り組んだ．その結果，n型不純物拡散層及びアルミニウム(Al)電極を簡略化した工程で形成
することによって，比較的容易にMOSFETが作製できる実験教材が構築できた．この実験教材は，MOSFET及び集積
回路の作製に必要な作製工程が全て含まれており，半導体工学を技術的及び物理的に理解することに繋がる効果
的な実験教材になると思われる．

研究成果の概要（英文）：A lot of manufacturing equipment and processes must be generally required 
for fabrication of semiconductor devices, and it is difficult for many colleges of technology to 
make the semiconductor devices in engineering experiments which are regarded as important at 
colleges of technology. It is expected that students studying at colleges of technology effectively 
acquire expertise in semiconductor engineering through the practical experience of experiments. 
Therefore, we developed an educational resource of MOS field effect transistor (MOSFET) fabrication 
by using simplified process. The fabrication process of MOSFET is simplified by using PSG thin film 
as a thermal diffusion source and also a metal mask to form aluminum electrodes. As a result, we 
could fabricate a MOSFET which has typical current-voltage characteristics by simplified fabrication
 process.

研究分野： 複合領域
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１．研究開始当初の背景	
	 現在の高度情報化社会は，集積回路や様々
な半導体デバイスによって実現されており，
半導体デバイスは必要不可欠である.そのた
め，大学・高専の電気電子工学系の学科で，
半導体工学は重要な科目の一つとなってい
る.しかし，半導体デバイスの作製には高価
な装置と多くの作製工程が必要であること
から，半導体デバイスのものづくり実験の実
施は容易ではなく，講義による知識の習得だ
けとなっていることが多い.	
	 これまでに本研究代表者は，シリコン（Si）
太陽電池を作製する実験教材を開発してき
た．この実験教材は，高専の工学実験に導入
しやすいように，整備しやすい電気炉や蒸着
装置などを使って，必要 低限の簡略化した
工程で Si 太陽電池を作製できる．しかし，
この実験教材では大きさが数 cm2 のディスク
リートな太陽電池しか作製できない．様々な
機器に組み込まれている集積回路は，チップ
上に無数の半導体デバイスで構成された電
子回路を一括して作り込んである．集積回路
に必須の MOS 電界効果トランジスタ（MOSFET）
を作製する実験教材を新たに構築すること
ができれば，より実践的な半導体デバイスの
作製技術と知識を学生が理論と実践の両面
から習得することができる．	
	
２．研究の目的	
	 そこで本研究では，工学実験への導入を視
野に入れ，集積回路の作製技術と集積回路に
含まれる半導体デバイス及び電子回路の動
作を学生が理論と実践の両面から効果的に
習得することができるように，これまでに確
立した Si 太陽電池の作製技術を基に，簡略
化した工程を使って MOSFET 及び集積回路を
作製する「集積回路ものづくり実験教材」の
構築を目的とする．	
	
３．研究の方法	
	 MOSFET の作製工程では，不純物拡散層の形
成，酸化膜の形成，フォトリソグラフィ，及
びアルミニウム電極の形成工程が重要であ
る．そこで，まず，この４つの工程について
概要を説明する．	
(1) 不純物拡散層の形成	
	 本取り組みでは，取り扱いが容易なスピン
オングラス（SOG）を用いて不純物拡散層を
形成する．SOG とは，液状の SOG 剤を基板に
塗布し，さらに焼結することによって得られ
るガラス薄膜のことである．n 型や p 型ドー
パントを含む SOG を Si 基板上に塗布し，そ
の後，加熱処理することによって SOG に含ま
れる不純物を Si 基板表面に熱拡散すること
ができる．この方法は，不純物ドーピングの
制御性には劣るが，安全かつ簡便な方法であ
る．そこで本取り組みでは，n 型ドーパント
のリン（P）を含む SOG 剤であるリンケイ酸
ガラス（PSG)を p 型 Si 基板上に回転塗布し，
熱処理する簡易な方法で n型不純物拡散層を

形成した．	
(2) 酸化膜の形成	
	 MOSFET の動作には，MOS 構造が重要な役割
を担っており，酸化膜と Si 基板の間に良質
な界面を持つシリコン酸化膜を形成する必
要がある．そこで，Si 基板を 1000℃に加熱
した酸化炉の石英管に挿入し，酸素ガスを送
り込んで Si 基板を熱酸化させてシリコン酸
化膜を形成した．酸化膜を形成した Si 基板
は紫色を帯びており，シリコン酸化膜の干渉
色と膜厚の関係から厚さ約 90nm の酸化膜が
形成できたことが確認された．	
(3) フォトリソグラフィ	
	 MOSFET の作製には酸化膜を任意の形状に
パターニングしなければならないため，フォ
トリソグラフィ工程が必須である．そこで，
基板とフォトマスクのアライメントを容易
に行えるジグを新たに作製し，既存の紫外線
光源を使って，任意のパターンを形成できる
ようフォトリソグラフィ工程を確立した．簡
易なマスクアライメント装置のため，マスク
合わせの精度は必ずしも高くないが，本取り
組みで作製する数100µm程度のゲート幅やゲ
ート長の MOSFET を作製するには十分な精度
が得られているのではないかと思われる．	
(4) アルミニウム電極の形成	
	 任意の形状のアルミニウム(Al)電極を形
成するには，Al 薄膜上に塗布したレジストを
フォトリソグラフィでパターニングし，パタ
ーニングしたレジストをマスクとして Al 薄
膜をエッチングする．そして不要になったレ
ジストをはく離することで任意の形状の Al
電極を形成できる．しかし，Al エッチングに
は，多くの薬品が必要になってしまう．	
	 それに対して，Al 薄膜形成時に Al 電極を
形成する基板を電極形状が型抜きされたメ
タルマスクで覆うことで，所望の形状の Al
電極を簡単に形成できる．そこで本研究では，
MOSFET の作製工程を簡略化して必要 低限
の作製工程で作製するために，メタルマスク
を使って Al 電極を形成した．		
	
４．研究成果	
(1)	MOSFET の作製	
	 「３．研究の方法」(1)〜(4)で述べた工程
を組み合わせて，抵抗率:1-3Ωcm のボロン添
加 p 型 Si(100)基板を用いて n チャネル
MOSFET の作製を試みた．表 1 に MOSFET の作
製工程を示す．		
	 なお，本来，半導体デバイスの作製は，空
気清浄度が確保されたクリーンルームで行
われることが望ましいが，本研究では，全て
の工程を一般的な大気雰囲気の実験室の環
境で作業している．	
	 これまでに説明した作製工程を使って作
製した MOSFET を図 1 に示す．Si 基板上には
ゲート長（L）とゲート幅（W）の異なる 2 種
類の MOSFET を作製している．一つの MOSFET
は W=180µm，L=350µm，もう一方の MOSFET は
W=670µm，L=115µm である．それぞれの MOSFET	



表 1	MOSFET の作製工程	

	
のソース（S），ドレイン（D），ゲート（G）
端子は図 1 に示すようになっており，全ての
ソース端子は p 型 Si 基板に接続されている．
また，同じ Si 基板上には pn 接合の形成を確
認するための pn 接合ダイオード，MOSFET で
構成されるインバータ回路も作製している．	

(2)	作製した MOSFET の評価	
	 MOSFET と同じ基板上に作製した pn 接合ダ
イオードの電流-電圧特性は，逆バイアス印
加時，ほとんど電流が流れず，順バイアスを
印加した際には電流が良く流れる良好な整
流性を示した．このことから，PSG を使った
簡易な方法で n 型不純物拡散層が p 型 Si 基
板上に形成できたことが確認できた．	
	 続いて，表1の作製工程で作製したW=180µm，
L=350µm の MOSFET のドレイン電流（ID）-ド
レイン電圧（VD）特性を図 2 に示す．ゲート
電圧（VG）を大きくすると IDが増え，また各
ゲート電圧において，VDが比較的小さいとき
は VD を大きくしていくと ID が増加する線形
領域を有している．そして，VDがある程度大
きくなると VD を大きくしても ID が飽和する

飽和領域を有している．これらの結果から，
一般的な MOSFET と同様の線形領域と飽和領
域を有する，良好な静特性を持つ MOSFET が
簡略化した工程を使って作製できたことが
わかる．	
	
(3)	工学実験での進行案	
	 この実験教材を使って MOSFET を作製する
実験を 2 コマ 180 分の工学実験に導入する場
合，先述の作製工程と工学実験の授業時間を
考慮すると，複数回の工学実験で作製しなけ
ればならない．作製工程の区切りの良い箇所
を考慮して，MOSFET の作製から評価までを 4
回の実験で行うことができる．ただし，時間
を要する工程があるため，効率的に実験が進
められるように，進め方を工夫する必要があ
る．例えば，時間を有効に使うために，必要
に応じて適当なところまで作製工程を終え
た基板を予め用意しておいて，一部の工程の
前後を入れ替えるなどの工夫が考えられる．	
	 本研究では，半導体工学を理論と実践の両
面から理解することに役立てられるように，
簡略化した作製工程を使って MOSFET を作製
する実験教材の開発に取り組んだ．その結果，
とくに，n 型不純物拡散層及び Al 電極を簡略
化した工程で形成することによって，比較的
容易に MOSFET 及び集積回路が作製できる実
験教材の構築の見通しが得られた．この実験
教材は，MOSFET 及び集積回路の作製に必要な
作製工程が全て含まれており，半導体工学を
技術的及び物理的に理解することに繋がる
効果的な実験教材になると思われる．	
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(1) フィールド酸化膜形成 
(2) フォトリソグラフィ 1 
	  フィールド酸化膜エッチング 
	  (ソース,ドレイン領域の確保) 
(3) 不純物拡散剤(PSG)塗布 
	  不純物拡散層の形成 
	  (ソース,ドレイン領域に n+層を形成) 
(4) 不純物拡散剤(PSG)除去    
(5) フォトリソグラフィ 2 
   フィールド酸化膜エッチング 
   (ゲート領域のフィールド酸化膜除去) 
(6) ゲート酸化膜形成 

(7) フォトリソグラフィ 3 
   ゲート酸化膜エッチング 
   (ソース,ドレイン領域にコンタクトホール 
   形成) 
(8) Al 電極形成 

図 1	作製した MOSFET 
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