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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンウエハへの不純物拡散を行う際に、この不純物拡散を部分的に防止するための
保護膜を構成する膜形成組成物であって、
　シロキサン系高分子化合物と、
　前記不純物拡散の拡散源となる元素と共有結合して価電子が８個となる保護元素を含む
化合物とを含有し、
　前記保護元素を含む化合物の前記膜形成組成物中の質量濃度が、５ｐｐｍ以上２％以下
であり、
　前記保護元素が、ガリウムおよびアルミニウムの少なくとも１種である膜形成組成物。
【請求項２】
　シリコンウエハへの不純物拡散を行う際に、この不純物拡散を部分的に防止するための
保護膜を構成する膜形成組成物であって、
　シロキサン系高分子化合物と、
　前記不純物拡散の拡散源となる元素と共有結合して価電子が８個となる保護元素を含む
化合物とを含有し、
　前記保護元素を含む化合物の前記膜形成組成物中の質量濃度が、５ｐｐｍ以上２％以下
であり、
　前記保護元素が、リン、タンタル、ニオブ、ヒ素、又は、アンチモンより選択される一
種以上である膜形成組成物。
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【請求項３】
　前記保護元素を含む化合物が、前記保護元素を含む塩又はアルコキシドである請求項１
又は２記載の膜形成組成物。
【請求項４】
　請求項１から３いずれか記載の膜形成組成物をシリコンウエハ上に塗布し、４００℃以
上９００℃以下で焼成してなる保護膜。
【請求項５】
　保護膜の膜厚が５００Å以上である請求項４記載の保護膜。
【請求項６】
　請求項１から３いずれか記載の膜形成組成物をシリコンウエハの一方の面上に塗布し、
焼成して保護膜を形成する工程と、
　不純物元素を含む化合物を含有する不純物含有組成物を前記シリコンウエハの他方の面
上に塗布し、焼成して拡散膜を形成する工程と、
　前記保護膜及び前記拡散膜が形成されたシリコンウエハを焼成し、前記拡散膜から前記
シリコンウエハへと前記不純物を拡散させる工程とを含む不純物拡散方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造プロセスにおいて、基板内に不純物を拡散する際の保護膜の組成
物に関する。より詳しくは、保護効果が高く、かつ不純物が拡散した後の基板からの剥離
・除去が容易である保護膜の組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造プロセスにおける不純物拡散工程では、まず、フォトリソグラフィー技術を
用いて保護膜のパターン形成工程を行い、次いで、その保護膜をマスクとして、熱拡散や
イオン注入によって、基板に目的とする不純物の選択的拡散を行う工程（ドーピング）が
行われる。
【０００３】
　具体的には、例えば、全面を酸化膜で覆ったシリコン基板の表面にレジストを塗布する
。次に、フォトリソグラフィー技術を用いてレジスト膜を露光、現像し、レジスト膜を選
択的に除去する。その後、レジスト膜が除去された部分の酸化膜をエッチングにより除去
し、シリコン基板を露出させる。拡散する不純物をシリコン基板に蒸着などで供給し、不
純物を体積させる。残りのレジストを除去し、半導体素子を製造する。
【０００４】
　この製造工程において、レジスト膜、酸化膜が除去されたシリコン基板に価電子が５個
のリンなどの不純物を拡散することにより、余った１個の電子が自由電子となり、不純物
が拡散されたシリコン基板の部分が、半導体の役目を果たす。したがって、不純物を拡散
させない部分は、不純物が拡散しないように保護膜で保護する必要がある。上記では、酸
化シリコン膜がこの保護膜の役割を果たす。
【０００５】
　また、太陽電池は、ｐ型半導体とｎ型半導体の接合（ｐｎ接合）からなっており、この
半導体に光があたると、電子（－）及び正孔（＋）の組み合わせが生成される。生成され
た電子及び正孔は、接合の両側に蓄積される。太陽電池に入射した光は、電流及び電圧を
生産し、光によって生産された電流と電圧は電力として用いることができる。
【０００６】
　このような太陽電池の一方の表面に、例えばｐ型半導体を製造する場合、価電子が３個
の不純物を拡散する。この際、他方の表面には、不純物が拡散しないように、保護膜によ
り保護する必要がある。
【０００７】
　このような、保護膜としては、例えば、チタン、酸化チタンおよびガラスの少なくとも
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いずれか一つを含んでなる拡散防止剤からなる保護膜が開示されている（特許文献１参照
）。
【特許文献１】特開２００３－１５８２７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、保護膜は、不純物拡散工程後に剥離しなければならない。しかし、酸化
チタンを保護膜として用いた場合、拡散後の保護膜の剥離が困難であった。また、シリコ
ン酸化膜は拡散後の剥離は容易であるが、不純物の保護効果は酸化チタンに比べ、低いと
いう問題点があった。
【０００９】
　さらに、シリコン酸化膜を用いて高い保護効果を得るためには、焼成温度を高温にする
、あるいは、保護膜を厚くする必要がある。しかし、焼成温度を高温にした場合、製造装
置の制約を受けたり、基板であるシリコンウエハの劣化が懸念される。また、保護膜を厚
くした場合には、保護膜用塗布液の経時上の問題が発生することも考えられる。
【００１０】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、不純物拡散後の保護膜の剥
離が容易であるＳｉＯ２系の保護膜で、より高い保護効果を有する保護膜を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決するため、ＳｉＯ２系の保護膜の不純物拡散の保護効果
を向上させる必要があることに着目し、鋭意研究を重ねた。その結果、不純物拡散をする
際の拡散源と共有結合して価電子が８個となる元素を含む化合物を保護膜に添加すること
により、上記課題を解決することを見出し、本発明を完成するに至った。より具体的には
、本発明は以下のようなものを提供する。
【００１２】
　（１）　シリコンウエハへの不純物拡散を行う際に、この不純物拡散を部分的に防止す
るための保護膜を構成する膜形成組成物であって、高分子ケイ素化合物と、前記不純物拡
散の拡散源となる元素と共有結合して価電子が８個となる保護元素を含む化合物とを含有
する膜形成組成物。
【００１３】
　本発明によれば、保護膜を構成する膜形成組成物中に、不純物拡散の拡散源となる元素
と共有結合して価電子が８個となる保護元素を含む化合物が含有されている。したがって
、保護膜に含まれる保護元素と拡散源とが共有結合し、安定な結合となるので、拡散源が
保護膜中でトラップされる、あるいは拡散源がシリコンウエハに拡散されたとしても、保
護元素が同時に拡散することにより電気的にプラスマイナスゼロとなるため、拡散源から
効果的に保護することができる。
【００１４】
　また、本発明の膜形成組成物は、高分子ケイ素化合物を含有している。したがって、膜
形成組成物として酸化チタンを用いた場合に比べ、剥離し易く、製造が容易になる。
【００１５】
　（２）　前記保護元素が、ガリウムおよびアルミニウムの少なくとも１種である（１）
記載の膜形成組成物。
【００１６】
　この態様によれば、ガリウムおよびアルミニウムは、３価の元素であるため、５価の元
素であるリンの拡散を効果的に保護することができる。
【００１７】
　（３）　前記保護元素が、リン、タンタル、ニオブ、ヒ素、又は、アンチモンより選択
される一種以上である（１）記載の膜形成組成物。
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【００１８】
　この態様によれば、保護元素である、リン、タンタル、ニオブ、ヒ素、又は、アンチモ
ンは、５価の元素であるため、３価の元素であるホウ素の拡散を効果的に保護することが
できる。
【００１９】
　（４）　前記保護元素を含む化合物が、前記保護元素を含む塩又はアルコキシドである
（１）から（３）いずれか記載の膜形成組成物。
【００２０】
　この態様によれば、保護元素を含む化合物が、塩又はアルコキシドであるため、保護膜
中に溶解させやすくなり、均一に処理することができる。
【００２１】
　（５）　前記保護元素を含む化合物の前記膜形成組成物中の濃度が、５ｐｐｍ以上２％
以下である（１）から（４）いずれか記載の膜形成組成物。
【００２２】
　この態様によれば、膜形成組成物中の濃度を上記範囲内とすることで、効果的に拡散源
から保護することができる。配合量が少なすぎると十分な保護の効果が得られず、また、
配合量が２％を超える場合は、電気的不具合を起こす場合がある。
【００２３】
　（６）　（１）から（４）いずれか記載の膜形成組成物をシリコンウエハ上に塗布し、
４００℃以上９００℃以下で焼成してなる保護膜。
【００２４】
　この態様によれば、保護膜の焼成温度が４００℃以上９００℃以下であるため、基板で
あるシリコンウエハの焼成による劣化を防止することができる。また。９００℃以下で製
造することができるため、製造装置による制限を受けることなく製造することができる。
【００２５】
　（７）　保護膜の膜厚が５００Å以上である（５）記載の保護膜。
【００２６】
　この態様によれば、保護膜の膜厚が５００Å以上であるため、より多くの不純物をトラ
ップすることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の膜形成組成物は、高分子ケイ素化合物を主成分としているため、酸化チタンを
主成分とした保護膜に比べ、不純物拡散後の保護膜の剥離を容易に行うことができる。ま
た、保護膜中には、拡散源となる元素と共有結合し、価電子が８個となる保護元素を含む
化合物を含有しているため、保護膜中で不純物をトラップする、あるいは拡散源がシリコ
ンウエハに拡散されたとしても、保護元素が同時に拡散することにより電気的にプラスマ
イナスゼロとすることができ、基板を効果的に不純物から保護することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２９】
　＜膜形成組成物＞
　以下に、本発明の膜形成組成物について説明する。本発明の膜形成組成物は、高分子ケ
イ素化合物と、不純物拡散の拡散源となる元素と共有結合して価電子が８個となる保護元
素を含む化合物と、を含む膜組成物である。
【００３０】
［高分子ケイ素化合物］
　本発明に用いられる高分子ケイ素化合物としては、特に限定されるものではないが、例
えば、主鎖にＳｉ－Ｏ結合を有するシロキサン系高分子化合物、主鎖にＳｉ－Ｃ結合を有
するシリコンカーバイド系高分子化合物、主鎖にＳｉ－Ｓｉ結合を有するポリシラン系高
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分子化合物、および主鎖にＳｉ－Ｎ結合を有するシラザン系高分子化合物よりなる群から
選ばれる１種以上である。また、これらの任意の混合物を用いることもできる。用いられ
る基板との選択比が大きくなるよう、適宜、化合物を選択することが可能である。また、
この中でも、特に、シロキサン系高分子化合物が好ましく用いられる。
【００３１】
　（シロキサン系高分子化合物）
　本発明の膜形成組成物における、高分子ケイ素化合物としてのシロキサン系高分子化合
物は、下記化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランのうちの少なくとも１種を出発原料
とする縮重合物であることが好ましい。
【化１】

（式中、
　Ｒ１は、水素原子、又は１価の有機基であり、
　Ｒ２は、１価の有機基であり、
　ｎは、１～３の整数を示す。）
【００３２】
　ここで、１価の有機基としては、例えば、アルキル基、アリール基、アリル基、グリジ
ル基を挙げることができる。これらの中では、アルキル基及びアリール基が好ましい。ア
ルキル基の炭素数は１～５が好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ
ル基等を挙げることができる。また、アルキル基は直鎖状であっても分岐状であってもよ
く、水素がフッ素により置換されていてもよい。アリール基としては、炭素数６～２０の
もが好ましく、例えばフェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。
【００３３】
　上記一般式（Ａ）で表される化合物の具体例としては、
（ｉ）ｎ＝１の場合、モノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシラン、
モノメチルトリプロポキシシラン、モノエチルトリメトキシシラン、モノエチルトリエト
キシシラン、モノエチルトリプロポキシシラン、モノプロピルトリメトキシシラン、モノ
プロピルトリエトキシシランなどのモノアルキルトリアルコキシシラン、モノフェニルト
リメトキシシラン、モノフェニルトリエトキシシランなどのモノフェニルトリアルコキシ
シラン等を挙げることができ、
（ｉｉ）ｎ＝２の場合、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチ
ルジプロポキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチ
ルジプロポキシシラン、ジプロピルジメトキシシラン、ジプロピルジエトキシシラン、ジ
プロピルジプロポキシシランなどのジアルキルジアルコキシシラン、ジフェニルジメトキ
シシラン、ジフェニルジエトキシシランなどのジフェニルジアルコキシシラン等を挙げる
ことができ、
（ｉｉｉ）ｎ＝３の場合、トリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、トリ
メチルプロポキシシラン、トリエチルメトキシシラン、トリエチルエトキシシラン、トリ
エチルプロポキシシラン、トリプロピルメトキシシラン、トリプロピルエトキシシランな
どのトリアルキルアルコキシシラン、トリフェニルメトキシシラン、トリフェニルエトキ
シシランなどのトリフェニルアルコキシシラン等を挙げることができる。
【００３４】
　これらの中では、モノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシラン、モ
ノメチルトリプロポキシシランなどのモノメチルトリアルコキシシランを好ましく用いる
ことができる。
【００３５】
　本発明の膜形成組成物において、化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランの縮合物を
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含む場合には、縮合物の重量平均分子量は、２００以上５００００以下であることが好ま
しく、１０００以上３０００以下であることがより好ましい。この範囲であれば、膜形成
組成物の塗布性を向上させることができる。また、縮合物の存在により、膜形成組成物か
らなる膜と基板との密着性を向上させることが可能となる。
【００３６】
　化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランの縮合は、重合モノマーとなるアルコキシシ
ランを、有機溶媒中、酸触媒の存在下で反応させることにより得られる。重合モノマーと
なるアルコキシシランは、１種のみの使用であっても、また複数種を組み合わせて縮合し
てもよい。
【００３７】
　縮合の前提となるアルコキシシランの加水分解の度合いは、添加する水の量により調整
することができるが、一般的には、前記化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランの合計
モル数に対して、１．０～１０．０倍モル、好ましくは１．５～８．０倍モルの割合で添
加する。水の添加量が１．０倍モルより少なすぎると加水分解度が低くなり、被膜形成が
困難となる。一方で、１０．０倍モルよりも多すぎるとゲル化を起こしやすく、保存安定
性が悪くなる。
【００３８】
　また、化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランの縮合において用いられる酸触媒とし
ては、特に限定されるものではなく、従来慣用的に使用されている有機酸、無機酸のいず
れも使用することができる。有機酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸等の有機カルボ
ン酸を挙げることができ、無機酸としては、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸等が挙げられる。酸
触媒は、アルコキシシランと水との混合物に直接添加するか、又は、アルコキシ金属化合
物に添加すべき水とともに酸性水溶液として添加してもよい。
【００３９】
　加水分解反応は、通常５～１００時間程度で完了する。また、室温から８０℃を超えな
い加熱温度において、化学式（Ａ）で示される１種以上のアルコキシシランを含む有機溶
剤に酸触媒水溶液を滴下して反応させることにより、短い反応時間で反応を完了させるこ
とも可能である。加水分解されたアルコキシシランは、その後、縮合反応を起こし、その
結果、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉのネットワークを形成する。
【００４０】
［保護元素を含む化合物］
　本発明に用いられる保護元素を含む化合物とは、不純物拡散の拡散源となる元素と共有
結合して価電子が８個となる保護元素を含む化合物である。拡散源としては、リン、ホウ
素が一般に多く用いられる。
【００４１】
　拡散源としてリンを用いた場合には、保護元素として、ガリウム、又はアルミニウムで
あることが好ましい。また、拡散源としてホウ素を用いた場合には、保護元素として、タ
ンタル、ニオブ、ヒ素又はアンチモンであることが好ましい。
【００４２】
　保護元素を含む化合物は、膜形成組成物中に質量％で５ｐｐｍ以上２％以下の濃度で含
まれていることが好ましく、１００ｐｐｍ以上１％以下含まれることがより好ましい。保
護元素を含む化合物の濃度が、上記の下限値以上にすることにより、十分に保護の効果が
得られる。また、上記の上限値以下にすることにより、電気的不具合を防止することがで
きる。
【００４３】
　また、保護元素を含む化合物は、酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩、硫酸塩等の無機酸塩
、酢酸などの有機酸塩等の塩やメトキシド、エトキシド等のアルコキシドの形で膜形成組
成物に添加することができる。具体的には、三塩化ガリウム、三臭化ガリウム、酸化ガリ
ウム、硝酸ガリウム、クエン酸ガリウム塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、硝酸アル
ミニウム、酸化アルミニウム、硫酸アルミニウム、酢酸アルミニウム、安息香酸アルミニ
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ウム、シュウ酸アルミニウム、クエン酸アルミニウム、アルミニウムメトキシド、アルミ
ニウムエトキシド、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウムｓｅｃ－ブトキシド、
アルミニウムｔｅｒｔ－ブトキシド、五塩化タンタル、五臭化タンタル、五酸化タンタル
、タンタルエトキシド、タンタルｎ－ブトキシド、五酸化ニオブ、ニオブエトキシド、ニ
オブｎ－ブトキシド、オキシ塩化リン、三酸化アンチモン、オキシ塩化アンチモン、三塩
化アンチモン、三臭化アンチモン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモン、硫酸アンチモ
ンなどを挙げることができる。
【００４４】
［その他成分］
　（界面活性剤）
　本発明の膜形成組成物には、界面活性剤を配合することが好ましい。界面活性剤の存在
により、基板に対する塗布性、平坦性、展開性を向上させることが可能となる。
【００４５】
　（溶剤）
　本発明の膜形成組成物は、塗布性および膜厚均一性を向上させる目的で、溶剤を含むこ
とが好ましい。この溶剤としては、従来より一般的に使用されている有機溶剤が使用でき
る。具体例としては、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチ
ルアルコール、３－メトキシ－３－メチル－１－ブタノール、３－メトキシ－１－ブタノ
ールのような一価アルコール；メチル－３－メトキシプロピオネート、エチル－３－エト
キシプロピオネートのようなアルキルカルボン酸エステル；エチレングリコール、ジエチ
レングリコール、プロピレングリコールのような多価アルコール；エチレングリコールモ
ノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプ
ロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメ
チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレ
ングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル
アセテートのような多価アルコール誘導体；酢酸、プロピオン酸のような脂肪酸；アセト
ン、メチルエチルケトン、２－ヘプタノンのようなケトンなどを挙げることができる。こ
れらの有機溶剤は、単独で用いてもよいし２種以上組み合わせて用いてもよい。
【００４６】
　この溶剤の量は、特に限定されるものではないが、上記高分子ケイ素化合物、等の溶剤
以外の成分（固形分）の濃度が１～１００質量％になるようにすることが好ましく、３～
２０質量％になるようにすることがより好ましい。この範囲にすることにより塗布性を向
上させることができる。
【００４７】
　（その他）
　また、本発明においては、本発明の効果を損なわない範囲で、その他の樹脂、添加剤等
を配合することが可能である。その他の配合成分は、保護膜に付与したい機能等によって
、適宜選択することが可能である。
【００４８】
　＜保護膜形成方法＞
　本発明の保護膜は、塗布工程及び焼成工程からなる保護膜形成方法により形成される。
以下、それぞれの工程を説明する。
【００４９】
［塗布工程］
　塗布工程とは、基板に、本発明の膜形成組成物を塗布し、膜形成組成物の塗布層を得る
工程である。この塗布方法としては、スプレー法、ロールコート法、回転塗布法等が挙げ
られる。本発明において、基板の材料はシリコンを用いることができる。
【００５０】
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［焼成工程］
　焼成工程とは、塗布工程により基板に設けられた膜形成組成物の塗布層を、焼成又は半
焼成して、膜形成組成物の硬化膜を形成する工程である。この硬化膜が保護層となる。
【００５１】
　焼成又は半焼成の条件は、特に限定されないが温度を４００℃以上９００℃以下で行う
ことが好ましく、より好ましくは４００℃以上６００℃以下である。焼成温度が、上記の
下限値以上にすることにより、十分な保護の効果を得ることができる。また、上記の上限
値以下にすることにより、電気的不具合（例えば抵抗異常）を防止することができる。ま
た、特に６００℃以下にすることにより、保護層から基板への保護元素の拡散を防止する
ことができ、より一層好ましい。
【００５２】
　特に、保護元素の濃度を高くすることにより、焼成温度を上記範囲内で低くすることが
できる。例えば、ガリウムの濃度が約１００ｐｐｍの場合は、７００℃程度で焼成するこ
とにより、保護の効果を向上させることができる。３００ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ以下の
濃度の場合は、４００℃以上５００℃以下で十分である。
【００５３】
　焼成又は半焼成の時間についても特に限定されないが、３０分以上で行うことが好まし
い。
【００５４】
　上記方法により形成された保護膜の膜厚は、５００Å以上であることが好ましい。５０
０Å以上とすることで、保護膜が十分な厚みを有し、効果的に拡散源から基板を保護する
ことができる。
【００５５】
　＜不純物拡散方法＞
［拡散層形成工程］
　拡散層形成工程は、保護層が形成された基板に対し、不純物を含む不純物含有組成物を
塗布し、ベークして拡散層を形成する工程である。このベーク温度としては、特に限定さ
れるものではないが、１５０℃～３００℃程度である。
【００５６】
　上記不純物含有組成物としては、例えば、前記膜形成組成物において保護元素を含む化
合物を不純物の化合物に変更したものを好ましく用いることができる。
【００５７】
［拡散工程］
　拡散工程は、基板に不純物を拡散させる工程である。この工程では、例えば不活性ガス
雰囲気下にて、焼成することにより、拡散層から基板に不純物を拡散させる。上記不活性
ガスとしては、例えば、窒素等を挙げることができる。また、焼成温度としては、７００
℃～１０００℃程度である。また拡散時間としては、１０分～６０分程度である。
【００５８】
［剥離工程］
　剥離工程とは、焼成工程により焼成又は半焼成して得られた膜形成組成物の硬化膜（保
護層）を基板より剥離する工程である。また、前記拡散層は、別途剥離しても、この剥離
工程において同時に剥離してもよい。ここでは、剥離液を用いて、保護層を剥離する工程
を例にあげる。この剥離工程において、剥離液を保護層に接触させる方法としては、特に
限定されるものでなく、例えば保護層を形成した基板を剥離液に一定時間浸漬した後、水
洗して乾燥する浸漬法、保護層の表面に剥離液を滴下し、一定時間静置した後、水洗乾燥
するパドル法、保護層表面に剥離液をスプレーした後に水洗乾燥するスプレー法等、目的
に応じた種々の方法を挙げられる。
【００５９】
　この剥離液としては、例えば、アルカリ性剥離液や、酸性剥離液が挙げられる。アルカ
リ性剥離液としては、水酸化ナトリウム水溶液、水溶性アミン、および第４級アンモニウ
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ム水酸化物の中から選ばれる少なくとも１種を含有することが好ましい。
【００６０】
　前記水溶性アミンとしては、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノ
ールアミン、２－（２－アミノエトキシ）エタノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルエタノールアミン、Ｎ－メチ
ルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、Ｎ－ブチルエタノールアミン、Ｎ－
メチルジエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、
トリイソプロパノールアミン等のアルカノールアミン類；ジエチレントリアミン、トリエ
チレンテトラミン、プロピレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエチレンジアミン、１，４－
ブタンジアミン、Ｎ－エチル－エチレンジアミン、１，２－プロパンジアミン、１，３－
プロパンジアミン、１，６－ヘキサンジアミン等のポリアルキレンポリアミン類；２－エ
チル－ヘキシルアミン、ジオクチルアミン、トリブチルアミン、トリプロピルアミン、ト
リアリルアミン、ヘプチルアミン、シクロヘキシルアミン等の脂肪族アミン；ベンジルア
ミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン類；ピペラジン、Ｎ－メチル－ピペラジン、メ
チル－ピペラジン、ヒドロキシエチルピペラジン等の環状アミン類等が挙げられる。
【００６１】
　前記第４級アンモニウム水酸化物としては、テトラメチルアンモニウム水酸化物（ＴＭ
ＡＨ）、トリメチル（２－ヒドロキシエチル）アンモニウム水酸化物、テトラエチルアン
モニウム水酸化物、テトラプロピルアンモニウム水酸化物、テトラブチルアンモニウム水
酸化物、メチルトリプロピルアンモニウム水酸化物、及びメチルトリブチルアンモニウム
水酸化物等が挙げられる。
【００６２】
　また、これらの剥離液は、非アミン系水溶性有機溶剤を含有していてもよい。この非ア
ミン水溶性有機溶剤としては、例えば、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類；ジメ
チルスルホン、ジエチルスルホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）スルホン、テトラメチ
レンスルホン等のスルホン類；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトア
ミド等のアミド類；Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒ
ドロキシメチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリドン等のラクタム
類；β－プロピオラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、δ－バレロラク
トン、γ－カプロラクトン、ε－カプロラクトン等のラクトン類；１，３－ジメチル－２
－イミダゾリジノン、１，３－ジエチル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジイソプロピ
ル－２－イミダゾリジノン等のイミダゾリジノン類；エチレングリコール、エチレングリ
コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコー
ルモノブチルエーテル、エチレングリコールモノアセテート、エチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレ
ングリコール、ジエチレングリコールモノアセテート、ジエチレングリコールモノメチル
エーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチル
エーテル、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピ
レングリコールモノメチルエーテル、グリセリン、１，２－ブチレングリコール、１，３
－ブチレングリコール、２，３－ブチレングリコール等の多価アルコール類およびその誘
導体を挙げることができる。これらは１種を用いてもよく、２種以上を混合して用いても
よい。
【００６３】
　前記酸性剥離液としては、例えば、希フッ酸、バッファードフッ酸等が挙げられる。
【００６４】
　他の剥離方法としては、フッ素系のガスを用いることによりエッチングで剥離すること
もできる。
【００６５】
　上記では、基板全面に保護層を形成する場合を説明したが、基板の特定の領域のみに保
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護層を形成して、その特定の領域のみをマスクすることも可能である。この場合、保護層
をパターニングすればよい。このパターニングの際には、レジストを用いて保護層をエッ
チングするか、保護層自体を印刷法等の方法により、部分的に塗り分ければよい。
【実施例】
【００６６】
　次に、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるも
のではない。
【００６７】
　（実施例１）
　まず、塩化ガリウム（III）とエタノールとを混合し１質量％－エタノール溶液を調製
した。別途、テトラエトキシシランをエタノール中ＨＣｌ触媒下にて縮重合させたのち、
ＳｉＯ２濃度が１１％となるようにエタノールで希釈して、ベース塗布液を調製した。な
お、上記縮重合においては、加水分解率が５０％となるように調整した。その後、１質量
％－（ガリウム＋エタノール）溶液と、ベース塗布液とをガリウム濃度が１００ｐｐｍと
なるように混合し、膜形成組成物を得た。
【００６８】
　シリコンウエハ（４インチ／ＣＺ－Ｐ＜１００＞：信越化学工業（株）製）上に、膜形
成組成物を塗布し、２００℃でベークした後、空気中、３０分間、５００℃で焼成するこ
とにより、保護層を形成した。塗布の際には、形成される保護層の膜厚を約２７００Åと
なるように調整した。保護層の上に、リン入りＳＯＧ（スピンオンガラス）材料（Ｔ－１
　Ｐ－５９２２０：東京応化工業社製）を塗布し、２００℃でベークすることにより拡散
層を形成した。この拡散層は、膜厚約２８００Åとなるように調整した。その後、窒素を
３ＬＲ／ｍｉｎの速度で流しながら、９３０℃で３０分間シリコンウエハにリンを拡散さ
せた。
【００６９】
　（実施例２～３、参考例１）
　上記実施例１において、保護層を形成する際の焼成温度を６００℃としたものを実施例
２とし、７００℃としたものを実施例３とした。また、実施例１において拡散層を形成し
なかったものを参考例１とした。
【００７０】
　（実施例４～６、参考例２）
　上記実施例１において、ガリウムを１０ｐｐｍの濃度となるように調整した膜形成用組
成物を用い、保護層の形成する際の焼成温度を５００℃、６００℃、７００℃を実施例５
から７とし、実施例４において拡散層を形成しなかったものを参考例２とした。
【００７１】
　（実施例７～１２、参考例３、４）
　実施例１～６、参考例１、２において、塩化ガリウム（III）を硝酸アルミニウムに変
更し、アルミニウム濃度をガリウム濃度と同様に調整したものを、それぞれ実施例７～１
２、参考例３、４とした。
【００７２】
　（比較例１～６）
　実施例１～３、参考例１においてベース塗布液を用いて形成した保護層（保護元素を添
加しない膜）を用いたものを比較例１から３とした。さらに、実施例１において保護層を
形成せず拡散層のみを形成したものを比較例５とし、実施例１において保護層および拡散
層を形成せず、ウエハのみのものを比較例６とした。
【００７３】
　（比較例７～１０）
　膜形成組成物としてのＴｉＯ２系膜形成組成物（Ｔｉ－５０００Ｔ：東京応化工業（株
）製）を、シリコンウエハ（４インチ／ＣＺ－Ｐ＜１００＞：信越化学工業（株）製）上
に塗布した後、５００℃および７００℃で焼成し、保護層を形成したものを比較例７、８
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とした。また、比較例７、８と同様に保護層を形成した後、実施例１と同様にして、９３
０℃でリンを拡散させたものを比較例９、１０とした。
【００７４】
　（試験例１：保護膜の評価）
　実施例１から１２、各参考例および比較例１から６におけるシリコンウエハの抵抗値の
測定を行い、保護膜の性能評価を行った。各実施例の製造条件、抵抗値を表１から表３に
示す。
【００７５】
【表１】

【００７６】
【表２】

【００７７】
【表３】

【００７８】
　保護元素にガリウムを用いた場合の焼成温度と抵抗値の関係を図１に、アルミニウムを
用いた場合を図２に示す。
【００７９】
　図１に示すように、比較例３のＳｉＯ２のみ、焼成温度７００℃では、ベアウエハのみ
の比較例６より、抵抗値が高く十分な保護がされていないことが確認できた。また、実施
例３を比較例６と比較することにより、実施例３および比較例６では抵抗値の変動がほぼ
なく、リンの拡散を防止できること（保護効果）が確認できた。また、実施例３、実施例
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【００８０】
　図２に示すように保護元素をアルミニウムとした場合においても、実施例９および実施
例１２より、ガリウムと同様に保護効果、添加量の依存性も確認できた。また、図３、図
４に示すように、保護効果としては、ガリウムと同程度の効果を得ることができた。
【００８１】
　なお、上層にリン入りＳＯＧ材料を塗布しなかった参考例１～６は、比較例６と抵抗値
の差がほとんど見られなかった。したがって、本発明の膜形成組成物を用いて形成された
保護層は、基板に対する保護元素の抵抗値への影響はないことが確認できた。
【００８２】
　（試験例２：保護層の剥離試験）
　実施例１～１２の拡散後のシリコンウエハおよび比較例７～１０についてフッ酸による
保護層の剥離試験を行った。試験は、フッ酸に一定時間、浸漬させた場合の剥離の程度の
比較を行った。比較は、目視による色の変化により行った。実施例１～１２の拡散後のシ
リコンウエハでは、５％フッ酸に５分浸漬することにより保護層を剥離することができた
。これに対し、比較例７、８では、５％フッ酸に２０分浸漬しても保護層を剥離すること
はできなかったが、５０％フッ酸に５分浸漬することにより剥離することができた。また
、比較例９、１０では、５％フッ酸に２０分浸漬しても保護層を剥離することはできず、
さらに５０％フッ酸に５分浸漬することによっても保護層を剥離することはできなかった
。以上より、Ｔｉ系の膜形成組成物では、剥離が困難であることが明らかであり、Ｓｉ系
の膜形成組成物では剥離が容易になることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】保護元素にガリウムを用いた場合の焼成温度と抵抗値の関係を示す図である。
【図２】保護元素にアルミニウムを用いた場合の焼成温度と抵抗値の関係を示す図である
。
【図３】保護元素の濃度を１００ｐｐｍとした場合における焼成温度と抵抗値の関係を示
す図である。
【図４】保護元素の濃度を１０ｐｐｍとした場合における焼成温度と抵抗値の関係を示す
図である。
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