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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ポリカルボン酸、並びに塩酸、硝酸、および硫酸から選択される無機酸から選択
される１種以上の酸と、１種以上の界面活性剤とを含む水性酸組成物を半導体ウェハに適
用し；並びに
　（ｂ）工程（ａ）の直後に、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭
酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、およびテトラ－メチルアンモニウムヒドロキシドから
なる群から選択される１種以上のアルカリ化合物、１種以上のポリグリコシドもしくは１
種以上のグリコシドまたはこれらの混合物、水、並びに任意成分の１種以上の追加の界面
活性剤のみからなる水性アルカリ組成物を半導体ウェハに適用して、金属および残留物を
半導体ウェハから除去する；
工程を順に含み、
　半導体ウェハをインゴットから切り出した後、何らかのさらなる処理工程の直前に、前
記半導体ウェハに前記工程（ａ）および（ｂ）を行う、方法。
【請求項２】
　工程（ｂ）の後に、ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸を含む第
２の酸組成物を半導体ウェハに適用する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記水性酸組成物および前記水性アルカリ組成物の一方または両方における１種以上の
界面活性剤が非イオン性である、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　非イオン性界面活性剤がポリオールおよびジェミニ界面活性剤から選択される、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　ポリオールがグリコシドおよびポリグリコシドから選択される、請求項４に記載の方法
。
【請求項６】
　ポリカルボン酸がジカルボン酸、トリカルボン酸およびオキシカルボン酸から選択され
る、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体ウェハの汚染物質をクリーニングする方法に関する。より詳細には、本
発明は酸クリーナー、続いてアルカリクリーナーを使用して半導体ウェハの汚染物質をク
リーニングする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体ウェハは次の工程で製造されうる：
（１）半導体インゴットが内周刃ソー（ｉｎｎｅｒ　ｄｉａｍｅｔｅｒ　ｓａｗ）でスラ
イスされてウェハを得る；
（２）そのウェハが水で洗浄され汚染物質を除去する；および
（３）次いで、そのウェハがクリーニングされ、重金属および粒子を含む不純物を除去し
、次いで乾燥させられる。
【０００３】
　半導体ウェハが太陽電池の製造に使用される場合には、光の反射を低下させるために、
ウェハの表面は粗化されまたはテクスチャー化される。太陽電池は、その表面に入射する
太陽光のような光エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。エネルギーの吸収
を増加させるために様々なアプローチが試みられてきた。このようなアプローチの１つは
太陽電池の表面上に入射する光の反射を低減させることである。表面からの光の反射を低
減させることは、電気エネルギーへの変換効率を向上させることを可能にする。典型的な
テクスチャー化は、所定の条件で水酸化ナトリウムのようなアルカリ水溶液を用いて半導
体ウェハの表面をエッチングすることによりなされる。
【０００４】
　テクスチャー化の前に半導体インゴットは、上述のように、内周刃ソーで所望のサイズ
および形状にスライスされる。切断プロセス中に、ソーからの金属、例えば、鉄、銅、鉛
および亜鉛がスライスされた半導体の表面を汚染する。さらに、切断プロセス中にソーに
適用されるスラリーも半導体を汚染する。自由研磨剤粒子、例えば、炭化ケイ素と、有機
物質もしくはオイルベース、例えば、鉱物油との混合物、または自由研磨剤粒子と水性溶
液ベース、例えば、ポリエチレングリコールとの混合物のいずれかであるスラリーを用い
た切断によって、切断能の改良、残留する加工歪みの低減、加工応力の抑制および切断熱
の抑制の効力が増強されうる。さらに、このようなスラリーへのアルカリ水酸化物の追加
によって、切断により生じる加工応力（残留歪み）は除去され、よって低－歪みウェハを
切り出す。このような方法は米国特許第６，５６８，３８４号に開示されている。このよ
うな研磨剤粒子および有機物質も半導体ウェハを汚染し、かつテクスチャー化プロセスを
悪化させ、最終的な太陽電池物品の望まれる吸光を低減させる場合がある。
【０００５】
　テクスチャー化の前に、例えば、水およびアルカリクリーナーを用いて半導体ウェハを
クリーニングする従来の方法は、半導体産業の多くの作業者にとって満足行くものである
と認められていなかった。鉄および銅のような金属、特に鉄は除去するのが困難である。
鉄がウェハから除去されなければ、黒色スポットで示されるような酸化鉄がウェハ上に形
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成し、ウェハの表面の最適な吸光を悪化させる。あるアルカリクリーナーは有機物質を充
分に除去するが金属は除去しないことが見いだされていた。さらに、ウェハから有機物質
をクリーニングすることに加えて、アルカリクリーナーはエッチング作用、すなわち、部
分的テクスチャー化を有する。部分的テクスチャー化は、水酸化物がケイ素と反応して、
水性溶液に溶解する可溶性シリケートを形成することにより起こる。シリコンの理想的な
エッチングはクリーニング中に最小化される（エッチングがないのが望まれる）。この部
分的テクスチャー化は白色スポットとして認められうる。これは特に、半導体が単結晶ウ
ェハである場合に一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６，５６８，３８４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　よって、半導体産業において、テクスチャー化する前に半導体ウェハから汚染物質を除
去し、太陽電池において使用される半導体ウェハの全体的な性能および外観を向上させ、
太陽電池の効率を低減させうる導電性金属によるウェハの汚染を最小化する、改良された
方法についての必要性が存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様においては、方法は次の工程を順に含む：
（ａ）ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸を含む第１の組成物を半
導体ウェハに適用し；並びに
（ｂ）１種以上のアルカリ化合物を含む第２の組成物を半導体ウェハに適用して金属、有
機物質および研磨剤をウェハから除去する。
　別の態様においては、方法は次の工程を順に含む：
（ａ）ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸を含む第１の組成物を半
導体ウェハに適用し；
（ｂ）１種以上のアルカリ化合物を含む第２の組成物を半導体ウェハに適用し；並びに
（ｃ）ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸を含む第２の酸組成物を
半導体ウェハに適用して金属、有機物質および研磨剤をウェハから除去する。
【発明の効果】
【０００９】
　本方法は、インゴットから切り出された後の半導体ウェハ上の汚染物質を除去するため
に使用される。切断プロセスにおいて使用されるソーは、鉄、銅、鉛および亜鉛などの金
属によって半導体の表面を汚染する。切断プロセス中に使用されるスラリーは、半導体の
表面を有機物質および研磨剤粒子で汚染する。このような汚染物質は、半導体の外観およ
び効率を悪化させうるので望ましくない。半導体ウェハが太陽電池の製造に使用される場
合には、金属汚染を最小化することが望まれる。このような汚染は、金属汚染物質がケイ
素マトリックス中に組み込まれ、結果的に、劣った導電性、および太陽電池効率の全体的
な低下をもたらしうる可能性を増大させる。金属、有機物質および研磨剤粒子を半導体ウ
ェハからクリーニングすることに加えて、この方法は、超音波クリーニング方法と適合性
であり、低発泡性であり、環境に優しく、半導体ウェハからすすぐのが容易で、かつ顧客
のプロセスにカスタマイズするのに融通が利く。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書を通じて使用される場合、次の略語は文脈が他に示さない限りは次の意味を有
する：℃＝摂氏度；ｇｍ＝グラム；Ｌ＝リットル；ｍＬ＝ミリリットル；ｃｍ＝センチメ
ートル；ｐｐｍ＝１００万あたりの部；ｐｐｂ＝１０億あたりの部；重量％＝重量パーセ
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ント。全ての数値範囲は境界値を含み、かつこのような数値範囲が合計１００％になると
解釈されるのが論理的である場合を除いて任意の順に組み合わせ可能である。
【００１１】
　半導体ウェハは、当該技術分野で知られた従来の方法を用いてインゴットから切り出さ
れうる。一般に、インゴットは従来のワイヤソー装置を用いて切断される。このようなワ
イヤソー装置の例は米国特許第６，５６８，３８４号に開示され、例示されている。ソー
に使用されるワイヤは、カーボランダム、ダイヤモンド、炭化ケイ素または＃１００～＃
６０００のサイズを有する他の研磨剤粒子のような研磨剤粒子がワイヤに付いているもの
である。接着剤がワイヤに適用されて、研磨剤をワイヤに付けることができる。
【００１２】
　切断プロセスに使用されるスラリーは自由（ｆｒｅｅ）研磨剤粒子とオイルベースまた
は水性溶液ベースとの混合物である。使用されるオイルベースは、分散剤および増粘剤が
混合された鉱物油使用される水性溶液ベースは、３０％～８０％の水またはポリエチレン
グリコールに添加される様々な添加剤を含む。炭化ケイ素、グリーン炭化ケイ素または様
々な金属および酸化物粒子が自由研磨剤粒子として使用されうる。典型的には、＃６００
～＃１０００の粒子サイズを有する炭化ケイ素が使用される。
【００１３】
　スラリー中の成分の具体的な配合および量は、作業者の好みによって決定されるように
変化しうる。典型的には、スラリーは、炭化ケイ素が添加されるベースとしての鉱物油の
溶液の混合物である。混合比はベース：炭化ケイ素＝１：１～１：１．３の範囲であるこ
とができる。水性ベーススラリーは、ベース：炭化ケイ素＝０．８～０．９：１の混合物
で、３０％～８０％の水またはポリエチレングリコールに添加される炭化ケイ素を含むこ
とができる。
【００１４】
　インゴットを切断し、半導体ウェハを形成するプロセスは結果的に、多くの汚染物質を
ウェハの表面上にもたらす。ワイヤソーからの金属、例えば、鉄、銅、鉛および亜鉛、並
びに有機物質、例えば、鉱物油およびポリエチレングリコール、および研磨剤粒子並びに
スラリー中に従来含まれる他の添加剤が、ウェハの表面を覆う。何らかのさらなる処理工
程の直前に、半導体ウェハは、ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸
を含む水性組成物を用いてクリーニングされる。この水性酸組成物の適用の直後に、次い
で、半導体ウェハは水性アルカリ溶液でクリーニングされる。ポリカルボン酸および無機
酸から選択される１種以上の酸を含む水性組成物を用いて半導体ウェハをクリーニングす
る第１の工程においては、実質的に全ての金属汚染物質がウェハから除かれる。水性アル
カリ溶液を用いて半導体ウェハをクリーニングする第２の工程においては、実質的に全て
の有機物質および研磨剤がウェハから除去される。有機物質および研磨剤を除去すること
に加えて、水性アルカリ組成物は同時にウェハ表面をマイクロエッチングすることができ
る。場合によっては、アルカリクリーニング工程の直後に、第３のクリーニング工程また
は第２の水性酸組成物がウェハに適用されて、残留する汚染物質を除去することができる
。
【００１５】
　クリーニング組成物は当該技術分野において知られた好適な方法によって半導体ウェハ
に適用されることができる。半導体ウェハは、クリーニング組成物に浸せきされることが
でき、クリーニング組成物は半導体ウェハに噴霧されることができ、またはクリーニング
組成物は従来の超音波クリーニングプロセスで使用されうる。クリーニング組成物は、少
なくとも室温以上、典型的には室温から１００℃の温度範囲で適用されうる。場合によっ
ては、半導体ウェハは脱イオン水ですすがれうる。半導体ウェハが汚染物質をクリーニン
グされた後、太陽電池の製造に使用するために従来の方法を用いて処理される。
【００１６】
　クリーニング方法は一般的な半導体ウェハおよび太陽電池の製造に使用されるウェハを
クリーニングするのに好適である。半導体ウェハは結晶質または非晶質であり得る。結晶
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質タイプは単結晶性または多結晶性であり得る。太陽電池の製造においては、クリーニン
グ方法は半導体の表面をテクスチャー化する前に使用される。テクスチャー化のための多
くの方法および組成物が太陽電池産業において周知である。このようなテクスチャー化は
ウェハ表面への入射光の反射率を改良し、太陽電池の全体的な効率を改良する。太陽電池
の最適な外観および効率を達成するのに清浄な表面は重要である。ウェハの表面上のあら
ゆる汚染物質は、最終的に、太陽電池の性能を悪化させうる。よって、酸クリーニング組
成物およびアルカリクリーニング組成物の双方は、太陽電池におけるウェハの性能を妨げ
、金属汚染のソースをもたらしうる成分を含まない。上述のように、この方法は実質的に
全てのこれら金属をウェハ表面から除去する。鉄および銅は水を用いて除去するのが特に
困難である。鉄には特に問題がある、なぜなら、鉄はウェハ表面上に酸化鉄を形成するか
らである。一旦、ウェハ表面上に酸化鉄が形成したら、除去するのが非常に困難であり、
テクスチャープロセスおよびウェハの全入射光吸光を悪化させる。さらに、テクスチャー
形成中に実質的な量の鉄がウェハ表面上に残っている場合には、酸化鉄形成の特徴である
黒色スポットがより悪化する。ポリカルボン酸および無機酸から選択される１種以上の酸
を含む水性酸組成物を使用する、クリーニング方法の第１工程は、鉄を含む金属汚染物質
を実質的に全て除去し、よって、ウェハ上の酸化鉄形成を妨げまたは低減する。さらに、
従来のアルカリプロセスの代わりに金属汚染物質を除去するための、水性酸組成物でのウ
ェハ表面の最初のクリーニングは、ウェハの表面上の白色スポットで示されるような望ま
れない部分的テクスチャー化をなくする。水性酸クリーニング工程は、典型的には、全体
の金属汚染をｐｐｂ範囲の水準まで低減する。典型的には、水性酸クリーニング工程がな
された後は、金属汚染物質は０ｐｐｂ～１０ｐｐｂの範囲であり得る。
【００１７】
　酸は、水性酸クリーニング組成物中に、０．０５重量％～２０重量％、または例えば、
０．５重量％～１５重量％、または例えば、１重量％～１０重量％の量で含まれうる。ポ
リカルボン酸には、これらに限定されないが、脂肪族ポリカルボン酸、例えば、これらに
限定されないが、ジカルボン酸、例えば、これらに限定されないが、シュウ酸、マロン酸
、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フマル酸およびフタル
酸；トリカルボン酸、例えば、これらに限定されないが、トリメリット酸、トリカルバリ
ル酸；オキシポリカルボン酸、例えば、これらに限定されないが、オキシジカルボン酸、
例えば、これらに限定されないが、酒石酸、リンゴ酸；およびオキシトリカルボン酸、例
えば、これらに限定されないが、クエン酸が挙げられる。典型的には、ジカルボン酸、オ
キシジカルボン酸およびオキシトリカルボン酸が、水性酸クリーニング組成物中に使用さ
れる。より典型的には、ジカルボン酸およびオキシトリカルボン酸が使用される。最も典
型的には、シュウ酸およびクエン酸が使用される。
【００１８】
　無機酸には、これらに限定されないが、塩酸、硝酸および硫酸が挙げられる。クリーニ
ング組成物中に無機酸が使用される場合には、典型的には、酸は塩酸である。
【００１９】
　水性酸組成物の適用直後の水性アルカリクリーニング組成物の適用は、有機物質、研磨
剤およびスラリー中に使用される従来の添加剤の実質的に全てを除去する。このような汚
染物質も、そのウェハが使用されるあらゆる太陽電池の外観および効率を悪化させる。ア
ルカリ化合物は０．２重量％～３０重量％、または例えば、０．５重量％～１０重量％の
量で水性アルカリ組成物中に含まれる。水性アルカリ組成物中に含まれるアルカリ化合物
には、これらに限定されないが、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタケイ酸ナトリウム、トリエタノールアミン、テ
トラ－メチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）およびこれらの混合物が挙げられる
。典型的には、使用されるアルカリ化合物は、炭酸ナトリウムもしくは水酸化ナトリウム
、またはこれらの混合物である。水酸化ナトリウムが水性アルカリクリーナーに含まれる
場合には、汚染物質を除去することに加えて、それはウェハ表面をマイクロエッチングも
する。マイクロエッチングとは、半導体ウェハの表面荒さが１μｍ（ピークから谷までの
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【００２０】
　水性酸組成物中の１種以上の酸、および水性塩基組成物中の１種以上のアルカリ化合物
に加えて、１種以上の界面活性剤がクリーニング組成物に添加されうる。このような界面
活性剤は非イオン性、アニオン性、カチオン性、両親媒性およびジェミニ（ｇｅｍｉｎｉ
）（ダイマー型）界面活性剤であり得る。典型的には、クリーニング組成物中で使用され
る界面活性剤は非イオン性である。界面活性剤は有機物質および研磨剤粒子、並びに水性
酸クリーニング組成物によって除去し損ねた場合がある金属を除去するのを助ける。界面
活性剤はクリーニング組成物中に、０．００１重量％～１重量％、または例えば、０．０
０２５重量％～０．５重量％の量で含まれる。
【００２１】
　使用されうるある種の界面活性剤には、これらに限定されないがポリオールが挙げられ
る。このようなポリオールには、これらに限定されないが、ジオール（例えば、エチレン
グリコール、プロピレングリコール、など）、トリオール（例えば、グリセロール、ブタ
ントリオール、など）、テトラオール（例えば、エリスリトール、スレイトール、ペンタ
エリスリトール、など）、ペンタオール（例えば、キシリトール、アラビトール、リビト
ール、など）、ヘキサオール（例えば、ソルビトール、マンニトール、ガラクチトール、
など）、アルド－もしくはケト－トリオース、－テトロース、－ペンタオース、－ヘキソ
ース、－ヘプトースなど、（例えば、グリセルアルデヒド、エリスロース、スレオース、
リボース、アラビノース、フルクトース、ソルボース、グルコース、ガラクトース、マン
ノース）、ジ－、トリ－、オリゴ－もしくはポリ－サッカライド、例えば、スクロース、
セロビオース、イソマルトース、マルトース、マルトトリオース、デンプン、セルロース
、ヘミセルロースなどが挙げられる。さらに、モノ－、ジ－、トリ－、オリゴ－もしくは
ポリ－サッカライドに由来する非還元糖、例えば、メチル－グリコシドのようなアルキル
グリコシド、他の糖、例えば、トレハロース、イソトレハロース、ラフィノース、スタキ
オースなども使用されうる。他のポリオールには、アルドン酸、アルドン酸塩（例えば、
メチルグルコナート、ナトリウムグルコナート、など）、アルドンラクトン（例えば、グ
ルコノラクトン、など）、アルダル酸エステルもしくは塩（例えば、ジメチルタルタラー
ト、ジアンモニウムタルタラート、など）が挙げられる。有用なポリオールには、エチレ
ンオキシドもしくは他のアルキレンオキシドと反応してアルコキシ化ポリオールとなった
ポリオールも挙げられる。ポリオールのエーテルおよびエステルも挙げられる。
【００２２】
　グリコシドおよびポリグリコシド化合物、例えば、アルコキシ化グリコシドのようなポ
リオールが使用されうる。有用なポリグリコシドは式：
【化１】

（式中、Ｚはグルコースに由来し、Ｒ１はアルキル基、アルキルフェニル基、ヒドロキシ
アルキルフェニル基、およびこれらの混合から選択される疎水性基であり、当該アルキル
基は直鎖または分岐であることができ、８～１８の炭素原子を含み、ｐは２または３であ
り、ｒは０～１０の整数であり、ｘは１～８の値である）に従うものである。
【００２３】
　さらなるアルキルグリコシドは以下の式：
【化２】

（式中、Ｒ２は、６～３０、好ましくは８～１８の炭素原子を含む１価の有機基であり；
Ｒ３は、２～４の炭素原子を含む２価の炭化水素基であり；Ｏは酸素原子であり；ｙは０
～１の整数であり；Ｇは５または６の炭素原子を含む還元糖に由来する部分であり；ｘは
１～５の整数であり；ＺはＯ２Ｍ１、
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【化３】

、Ｏ（ＣＨ２）、ＣＯ２Ｍ１、ＯＳＯ３Ｍ１、もしくはＯ（ＣＨ２）ＳＯ３Ｍ１であり；
Ｒ４は（ＣＨ２）ＣＯ２Ｍ１もしくはＣＨ＝ＣＨＣＯ２Ｍ１であり；ただし、Ｚが第１級
ヒドロキシル基の代わりにある場合に限って、ＺはＯ２Ｍ１であることができ、この場合
、第１級ヒドロキシル含有炭素原子、－ＣＨ２ＯＨ、は酸化されて、

【化４】

基を形成している；ｂは０～３ｋ＋１の数、好ましくは、グリコサール基あたり平均０．
５～２であり；ｋは１～１０の整数であり；Ｍ１はＨ＋または有機もしくは無機対イオン
、特にカチオン、例えば、アルカリ金属カチオン、アンモニウムカチオン、モノエタノー
ルアミンカチオンもしくはカルシウムカチオンなどである）で表される。
【００２４】
　上述のようなアルキルグリコシドの例には、ＡＰＧ商標３２５ＣＳグリコシド（Ｇｌｙ
ｃｏｓｉｄｅ）登録商標、これは５０％Ｃ９－Ｃ１１アルキルポリグリコシド、また、一
般にＤ－グルコピラノシドとも称される、であると説明されており（ヘンケルコーポレー
ション、アムブラー、ペンシルバニア州から商業的に入手可能）、およびグルコポン（Ｇ
ｌｕｃｏｐｏｎ商標）６２５ＣＳ、これは５０％Ｃ１０－Ｃ１６アルキルポリグリコシド
、また、一般にＤ－グルコピラノシドとも称される、であると説明されている（ヘンケル
コーポレーション、アムブラー、ペンシルバニア州から入手可能）が挙げられる。
【００２５】
　本発明の実施に使用するのに好適な典型的なアルキルグリコシドには、式：

【化５】

（式中、Ｒ５はアルキル基、好ましくは直鎖アルキル、例えば、Ｃ８～Ｃ１６アルキル基
であり；ｑは０～３の整数値であり、境界値を含む）
で表されるものが挙げられる。
【００２６】
　構造Ｖに従うこのようなアルキルポリグリコシド化合物の例としては、ＲがＣ８～Ｃ１

０アルキル鎖であるもの（グルコポン（Ｇｌｕｃｏｐｏｎ登録商標）２２０ＵＰ、グルコ
ポン登録商標２２５ＤＫ）；ＲがＣ８、Ｃ１０、Ｃ１２、Ｃ１４およびＣ１６アルキル鎖
であるもの（グルコポン登録商標４２５）；ＲがＣ１２、Ｃ１４およびＣ１６アルキル鎖
であるもの（グルコポン登録商標６００ＵＰ、グルコポン登録商標６２５ＣＳＵＰ、およ
びグルコポン登録商標６２５ＦＥ、これらすべてはヘンケルコーポレーション、アムブラ
ー、ペンシルバニア州から入手可能）が挙げられる。アルキルポリグリコシド化合物とし
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て、トライトン（Ｔｒｉｔｏｎ登録商標）ＣＧ－１１０（ユニオンカーバイドコーポレー
ション）も有用である。
【００２７】
　別の有用なアルキルグリコシドはグルコポン３２５Ｎであり、これはＣ９－Ｃ１１アル
キルポリグリコシド、一般にＤ－グルコピラノシドとも称される、であると説明されてい
る（ヘンケルコーポレーション、アムブラー、ペンシルバニア州から）。
【００２８】
　市販されている他の好適なアルキルポリグリコシドには、これらに限定されないが、ヘ
ンケルコーポレーション、アムブラー、ペンシルバニア州１９００２からのグルコポン登

録商標またはプランタレン（ＰＬＡＮＴＡＲＥＮ登録商標）界面活性剤が挙げられる。こ
のような界面活性剤の例としては、次のものが挙げられるがこれらに限定されない：
１．グルコポン登録商標２２５界面活性剤：アルキル基が８～１０の炭素原子を含み、１
．７の平均重合度を有するアルキルポリグリコシド。
２．グルコポン登録商標４２５界面活性剤：アルキル基が８～１６の炭素原子を含み、１
．６の平均重合度を有するアルキルポリグリコシド。
３．グルコポン登録商標６２５界面活性剤：アルキル基が１２～１６の炭素原子を含み、
１．６の平均重合度を有するアルキルポリグリコシド。
４．ＡＰＧ登録商標３２５界面活性剤：アルキル基が９～１１の炭素原子を含み、１．６
の平均重合度を有するアルキルポリグリコシド。
５．グルコポン登録商標６００界面活性剤：アルキル基が１２～１６の炭素原子を含み、
１．４の平均重合度を有するアルキルポリグリコシド。
６．プランタレン登録商標２０００界面活性剤：アルキル基が８～１６の炭素原子を含み
、１．４の平均重合度を有するＣ８－１６アルキルポリグリコシド。
７．プランタレン登録商標１３００界面活性剤：アルキル基が１２～１６の炭素原子を含
み、１．６の平均重合度を有するＣ１２－１６アルキルポリグリコシド。
【００２９】
　他の好適なポリオールには、これらに限定されないが、アルコールエトキシラート、脂
肪アルコールエトキシラート、脂肪ソルビタンエステルおよびこれらのアルコキシラート
などが挙げられる。２種の商業的に入手可能な界面活性剤の例は、エチレンオキシドおよ
びプロピレンオキシド界面活性剤プルロニック（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ登録商標）およびテト
ロニック（Ｔｅｔｒｏｎｉｃ登録商標）（ＢＡＳＦから入手可能）である。
【００３０】
　さらなる界面活性剤には、これらに限定されないが、下記一般式：
【化６】

（式中、Ｒ１は（Ｃ１～Ｃ６）アルキルもしくは（Ｃ６～Ｃ１４）アリール基であり、Ｇ
はカルボキシル、スルホニルもしくはホスホニルであり、Ｍはナトリウム、カリウムもし
くはアンモニウムのような電荷均衡用カチオンであり、ｕは１～２００の整数、好ましく
は２～２００の整数である）を有する界面活性剤が挙げられる。ｕが２以上の整数である
場合には、Ｇ１は同じかまたは異なっている。このような界面活性剤の例は、ニューカル
ゲン（Ｎｅｗｋａｌｇｅｎ登録商標）ＴＸ－Ｃ（竹本油脂株式会社から入手可能）であり
、これはフェノール系スルホニル塩である。
【００３１】
　クリーニング組成物に含まれうる界面活性剤の別の種類はジェミニ界面活性剤である。
ジェミニ界面活性剤（ＧＳ）は、スベーサーによって、化学的に一緒に結合された２つの
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従来の界面活性剤分子を含む。２つの末端炭化水素尾部は短くてもよいし、長くてもよく
；２つの極性頭部基はカチオン性、アニオン性または非イオン性であることができる。ス
ペーサーは短くても、長くてもよく、柔軟でも、剛性でもよい。ＧＳはスペーサーの中心
に対して対称に配置される必要はない。それぞれの界面活性剤部分の親水性基および疎水
性基は、１つの親水性基および１つの疎水性基を有する従来の界面活性剤に使用されてい
ることが知られている任意のものであり得る。例えば、典型的な非イオン性ジェミニ界面
活性剤、例えば、ビス－ポリオキシエチレンアルキルエーテルは、２種のポリオキシエチ
レンアルキルエーテル部分を含むことができる。クリーニング組成物に含まれうるある種
のジェミニ界面活性剤は米国特許第５，９４５，３９３号に開示される非イオン性ジェミ
ニ界面活性剤である。
【００３２】
　任意の消泡剤もクリーニング組成物中に使用されうる。このような消泡剤には、これら
に限定されないが、ケイ素化合物、例えば、グリコールを有するシロキサン、アセチレン
系物質、およびブロックアルコキシコポリマーが挙げられる。クリーニング組成物中の界
面活性剤または界面活性剤の組み合わせの具体的な種類に応じて、他の従来の消泡剤が使
用されうる。具体的な界面活性剤または界面活性剤の組み合わせにどの消泡剤が適するか
を決定するために、作業者はルーチン的な実験を使用することができる。
【００３３】
　水性酸クリーニング組成物および水性アルカリクリーニング組成物の双方は１種以上の
任意の消泡剤を含むことができるが、水性酸クリーニング組成物は１種以上のポリカルボ
ン酸、１種以上の界面活性剤および水から本質的になり；水性アルカリクリーニング組成
物は１種以上のアルカリ化合物、１種以上の界面活性剤および水から本質的になる。典型
的には、界面活性剤は、ポリオール、例えば、アルキルポリグリコシドのような非イオン
性界面活性剤、または非イオン性ジェミニ界面活性剤である。
【００３４】
　場合によって、水性アルカリクリーニング工程後に、ウェハは第２の酸クリーニング工
程でクリーニングされうる。この任意的な酸クリーニング工程は第１の酸クリーニング工
程の繰り返しである。この任意的な酸クリーニング工程は、第１の酸クリーニング工程お
よびアルカリクリーニング工程において除去されなかった残留している金属を除去する。
【００３５】
　次の実施例は本発明をさらに例示することを意図しており、本発明の範囲を限定するこ
とを意図しない。
【実施例】
【００３６】
　実施例１
　単結晶シリコンインゴットが接触プレートおよび取り付けジグに固定された。これが従
来のワイヤソー装置に取り付けられた。ワイヤソーは研磨剤炭化ケイ素粒子で覆われてい
た。切断中、ポリエチレングリコールおよび＃６００～＃１０００サイズの炭化ケイ素粒
子を重量比１：１で含むスラリーが装置のスラリーノズルからインゴット上に噴霧された
。インゴットから切り出された単結晶シリコンウェハは、次いで、０．０５重量％のグル
コポン商標４２５Ｎ、６．２５重量％の炭酸ナトリウム、１７．５重量％の水酸化ナトリ
ウム、および７６．２重量％の水からなる濃縮物から製造された５重量％水性アルカリ組
成物を用いて、室温で１０分間クリーニングされた。クリーニングは、従来の噴霧装置を
用いてウェハに水性アルカリ組成物を噴霧することにより行われた。
　クリーニング後、シリコンウェハを、１０％硝酸混合物で室温で２分間抽出し、次いで
、Ｖａｒｉａｎ　炭素炉ＡＡ２８０７　Ｚｅｅｍａｎ原子吸光光度計を用いて、従来の原
子吸光分光法により切断プロセスからの金属汚染物質について分析した。測定された金属
汚染物質は１．２６ｐｐｂの銅、１．５３ｐｐｂの鉄、０．３２ｐｐｂの鉛および１．７
７ｐｐｂの亜鉛であった。
【００３７】
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　実施例２
　単結晶シリコンインゴットが接触プレートおよび取り付けジグに固定された。これが従
来のワイヤソー装置に取り付けられた。ワイヤソーは研磨剤炭化ケイ素粒子で覆われてい
た。切断中、ポリエチレングリコールおよび＃６００～＃１０００サイズの炭化ケイ素粒
子を重量比１：１で含むスラリーが装置のスラリーノズルからインゴット上に噴霧された
。インゴットから切り出された単結晶シリコンウェハは、次いで、０．０２５重量％のグ
ルコポン商標４２５Ｎ、１０重量％のシュウ酸、および残部の水からなる濃縮物から製造
された５重量％水性酸組成物を用いて、室温で５分間クリーニングされた。水性酸組成物
は従来の噴霧装置によってウェハに適用された。水性酸組成物でクリーニングした直後に
、ウェハは実施例１で使用された水性アルカリ組成物で噴霧クリーニングされた。水性ア
ルカリ組成物でのクリーニングは１０分間なされた。
　クリーニング後、シリコンウェハは、実施例１におけるのと同じ手順で金属汚染物質に
ついて分析された。測定された金属汚染物質は０．２２ｐｐｂの銅、０．６ｐｐｂの鉄、
０ｐｐｂの鉛および０．５３ｐｐｂの亜鉛であった。水性酸組成物とそれに続く水性アル
カリ組成物の適用は、実施例１における水性アルカリ組成物よりも、有意に多くの金属残
留物を除いた。
【００３８】
　実施例３
　単結晶シリコンインゴットが接触プレートおよび取り付けジグに固定された。これが従
来のワイヤソー装置に取り付けられた。ワイヤソーは研磨剤炭化ケイ素粒子で覆われてい
た。切断中、ポリエチレングリコールおよび＃６００～＃１０００サイズの炭化ケイ素粒
子を重量比１：１で含むスラリーが装置のスラリーノズルからインゴット上に噴霧された
。インゴットから切り出された単結晶シリコンウェハは、次いで、０．０２５重量％のグ
ルコポン商標４２５Ｎ、１０重量％のシュウ酸、および残部の水からなる濃縮物から製造
された５重量％水性酸組成物を用いて、室温で５分間クリーニングされた。水性酸組成物
は従来の噴霧装置によってウェハに適用された。水性酸組成物でクリーニングした直後に
、ウェハは実施例１で使用された水性アルカリ組成物で噴霧クリーニングされた。水性ア
ルカリ組成物でのクリーニングは１０分間なされた。水性アルカリ組成物でクリーニング
した直後に、ウェハは水性酸組成物を用いて５分間再度クリーニングされた。
　クリーニング後、シリコンウェハは、実施例１におけるように、切断プロセスからの金
属汚染物質について分析された。測定された金属汚染物質は０．２ｐｐｂの銅、０．３ｐ
ｐｂの鉄、０ｐｐｂの鉛および０．３８ｐｐｂの亜鉛であった。水性酸組成物とそれに続
く水性アルカリ組成物の適用、それに続く２度目の酸クリーナーでのクリーニングは、金
属残留物をさらに低減させた。
【００３９】
　実施例４
　単結晶シリコンインゴットが接触プレートおよび取り付けジグに固定される。これが従
来のワイヤソー装置に取り付けられる。ワイヤソーはダイヤモンド研磨剤粒子で覆われて
いる。切断中、鉱物油および＃６００～＃１０００サイズの炭化ケイ素粒子を重量比１：
１で含むスラリーが装置のスラリーノズルからインゴット上に噴霧される。インゴットか
ら切り出される単結晶シリコンウェハは、次いで、０．０２５重量％のグルコポン商標６
２５、１０重量％のクエン酸、および残部の水からなる濃縮物から製造された５重量％水
性酸組成物を用いて、室温で５分間クリーニングされる。水性酸組成物は従来の噴霧装置
によって５０℃でウェハに適用される。水性酸組成物でクリーニングした直後に、ウェハ
は０．０５重量％のグルコポン商標６２５、６重量％の炭酸ナトリウムおよび残部の水を
含む濃縮物から製造された５重量％水性アルカリで噴霧クリーニングされる。水性アルカ
リ組成物でのクリーニングは１０分間なされる。
　クリーニング後、シリコンウェハは、実施例１におけるように、切断プロセスからの金
属汚染物質について分析される。銅、鉄、鉛および亜鉛のような金属汚染物質はそれぞれ
１ｐｐｂ未満の量であると予想される。
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