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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫酸５～５０質量％と、過酸化水素５～５０質量％と、炭酸アルキレンとを組み合わせ
て用いることを特徴とする半導体基板用洗浄剤（ただしフッ素化合物を含有することはな
い）。
【請求項２】
　硫酸５～５０質量％と、過酸化水素５～５０質量％と、炭酸アルキレンとを組み合わせ
て用いることを特徴とする半導体基板用洗浄剤。
【請求項３】
　硫酸と、過酸化水素と、炭酸アルキレンとを組み合わせて用いることを特徴とする半導
体基板用洗浄剤（ただしフッ素化合物を含有することはない）。
【請求項４】
　上記炭酸アルキレンが炭酸エチレン又は炭酸プロピレンであることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項５】
　上記炭酸アルキレンを洗浄剤全量に対して１０～９５質量％の範囲で使用することを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項６】
　硫酸を含有する剤と、過酸化水素を含有する剤と、炭酸アルキレンを含有する剤とを組
み合わせて洗浄を行う多剤型キットとしたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項
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に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項７】
　硫酸を含有する剤と、過酸化水素及び炭酸アルキレンを含有する剤とを組み合わせて洗
浄を行う多剤型キットとしたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の半導
体基板用洗浄剤。
【請求項８】
　さらに酸性化合物を組み合わせて用いる請求項１～７のいずれか１項に記載の半導体基
板用洗浄剤。
【請求項９】
　上記酸性化合物がスルホン酸化合物である請求項８に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項１０】
　さらに炭酸塩を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１～９のいずれか１項に記
載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項１１】
　さらに界面活性剤を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１～１０のいずれか１
項に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項１２】
　さらにアルカリ性化合物を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１～１１のいず
れか１項に記載の半導体基板用洗浄剤。
【請求項１３】
　硫酸５～５０質量％と過酸化水素５～５０質量％と炭酸アルキレンとを組み合わせて、
半導体基板に適用して洗浄することを特徴とする半導体基板の洗浄方法。
【請求項１４】
　さらに酸性化合物を含有する化合物を組み合わせて用いることを特徴とする請求項１３
に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項１５】
　上記酸性化合物がスルホン酸化合物である請求項１４に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項１６】
　さらに炭酸塩を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１３～１５のいずれか１項
に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項１７】
　さらに界面活性剤を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１３～１６のいずれか
１項に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項１８】
　さらにアルカリ性化合物を含有する化合物を組み合わせて用いる請求項１３～１７のい
ずれか１項に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項１９】
　上記炭酸アルキレンを洗浄剤全量に対して１０～９５質量％の範囲で使用することを特
徴とする請求項１３～１８のいずれか１項に記載の半導体基板の洗浄方法。
【請求項２０】
　上記請求項１３～１９のいずれか１項に記載の洗浄方法により半導体基板を洗浄する工
程を介して製造することを特徴とする半導体素子の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板用洗浄剤、これを利用した洗浄方法及び半導体素子の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　半導体素子（半導体デバイス）の製造工程には、リソグラフィ工程、エッチング工程、
イオン注入工程などの様々な工程が含まれている。各工程の終了後、次の工程に移る前に
、基板表面に残存したレジスト残渣やその他の不純物などの付着物を剥離・除去して、基
板表面を清浄にするための洗浄処理が実施されている。
【０００３】
　従来の洗浄処理方法として、硫酸と過酸化水素の混合溶液（以後、適宜ＳＰＭと称する
）を用いて、レジスト残渣、微粒子、金属および自然酸化膜などを剥離洗浄するプロセス
が多用されていた（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３２１０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来のＳＰＭ法では付着物の剥離性には優れるものの、処理液の酸化力が強すぎる
ために処理時に高誘電率（ｈｉｇｈ－ｋ）材料などによって構成されるゲート絶縁膜や基
板自体に損傷を与えることがあった。半導体デバイスの小型化が進んでいる昨今の実情を
考慮すれば、このような破損が一部に生じたとしても、電気特性劣化を引き起こす原因と
なる。その強力な洗浄力を極力維持して、上記基板破損の点は改善を図りたい。
　一方で、近年、半導体素子の製造プロセスの一つであるイオン注入工程（イオンインプ
ランテーション）において、イオン注入量が増加の傾向にある。その際、イオン注入され
たレジストは炭化・架橋し最表面が変質してしまうため、薬品などによってはその完全な
剥離が一層困難となってきている。このように高度にイオン注入された変性レジストとな
るとその除去と、素子基板のダメージの低減との両立は、ますます困難になる。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて、ＳＰＭ洗浄剤に匹敵する洗浄力を発揮し、かつ、ＳＰＭ
洗浄剤による半導体基板の損傷を大幅に改善し、半導体基板表面に付着した不純物、特に
イオン注入されたレジストなどの付着物を効率よく剥離除去しうる半導体基板用洗浄剤、
これを利用した洗浄方法及び半導体素子の製造方法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】
【０００７】
　上記の課題は以下の手段により解決された。
（１）硫酸５～５０質量％と、過酸化水素５～５０質量％と、炭酸アルキレンとを組み合
わせて用いることを特徴とする半導体基板用洗浄剤（ただしフッ素化合物を含有すること
はない）。
（２）硫酸５～５０質量％と、過酸化水素５～５０質量％と、炭酸アルキレンとを組み合
わせて用いることを特徴とする半導体基板用洗浄剤。
（３）硫酸と、過酸化水素と、炭酸アルキレンとを組み合わせて用いることを特徴とする
半導体基板用洗浄剤（ただしフッ素化合物を含有することはない）。
（４）上記炭酸アルキレンが炭酸エチレン又は炭酸プロピレンであることを特徴とする（
１）～（３）のいずれか１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（５）上記炭酸アルキレンを洗浄剤全量に対して１０～９５質量％の範囲で使用すること
を特徴とする（１）～（４）のいずれか１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（６）硫酸を含有する剤と、過酸化水素を含有する剤と、炭酸アルキレンを含有する剤と
を組み合わせて洗浄を行う多剤型キットとしたことを特徴とする（１）～（５）のいずれ
か１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（７）硫酸を含有する剤と、過酸化水素及び炭酸アルキレンを含有する剤とを組み合わせ
て洗浄を行う多剤型キットとしたことを特徴とする（１）～（５）のいずれか１つに記載
の半導体基板用洗浄剤。
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（８）さらに酸性化合物を組み合わせて用いる（１）～（７）のいずれか１つに記載の半
導体基板用洗浄剤。
（９）上記酸性化合物がスルホン酸化合物である（８）に記載の半導体基板用洗浄剤。
（１０）さらに炭酸塩を含有する化合物を組み合わせて用いる（１）～（９）のいずれか
１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（１１）さらに界面活性剤を含有する化合物を組み合わせて用いる（１）～（１０）のい
ずれか１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（１２）さらにアルカリ性化合物を含有する化合物を組み合わせて用いる（１）～（１１
）のいずれか１つに記載の半導体基板用洗浄剤。
（１３）硫酸５～５０質量％と過酸化水素５～５０質量％と炭酸アルキレンとを組み合わ
せて、半導体基板に適用して洗浄することを特徴とする半導体基板の洗浄方法。
（１４）さらに酸性化合物を組み合わせて用いることを特徴とする（１３）に記載の半導
体基板の洗浄方法。
（１５）上記酸性化合物がスルホン酸化合物である（１４）に記載の半導体基板の洗浄方
法。
（１６）さらに炭酸塩を含有する化合物を組み合わせて用いる（１３）～（１５）のいず
れか１つに記載の半導体基板の洗浄方法。
（１７）さらに界面活性剤を含有する化合物を組み合わせて用いる（１３）～（１６）の
いずれか１つに記載の半導体基板の洗浄方法。
（１８）さらにアルカリ性化合物を含有する化合物を組み合わせて用いる（１３）～（１
７）のいずれか１つに記載の半導体基板の洗浄方法。
（１９）上記炭酸アルキレンを洗浄剤全量に対して１０～９５質量％の範囲で使用するこ
とを特徴とする（１３）～（１８）のいずれか１つに記載の半導体基板の洗浄方法。
（２０）上記（１３）～（１９）のいずれか１つに記載の洗浄方法により半導体基板を洗
浄する工程を介して製造することを特徴とする半導体素子の製造方法。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の半導体基板用洗浄剤は、ＳＰＭ洗浄剤に匹敵するあるいはそれを凌駕する洗浄
力を発揮し、かつ、ＳＰＭ洗浄剤による半導体基板の損傷を大幅に改善し、半導体基板表
面に付着した不純物、特にイオン注入されたレジストなどの付着物を効率よく剥離除去す
ることができる。
　上記半導体基板用洗浄剤を利用した洗浄方法及び半導体素子の製造方法により、半導体
素子製造における製造品質及び製造効率を大幅に改善することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の半導体基板用洗浄剤は、硫酸と、過酸化水素と、炭酸アルキレンとを組み合わ
せて用いる。これにより、ＳＰＭに特有の強力な洗浄力は維持しつつ、それによる素子基
板に対するダメージを大幅に低減することができる。この理由については一部推定を含む
が、ＳＰＭ洗浄系に炭酸アルキレンを導入することにより、例えば水のみの媒体を用いた
ときに比し、半導体基板の表面保護性を発現することが挙げられる。また、同時に、洗浄
剤系内に酸が共存しあるいは洗浄時に熱が付与されることで、炭酸アルキレンが分解して
炭酸発泡し、それが付着物の構造を物理的に破壊しながら洗浄を促進させうる。その結果
、化学的洗浄作用を抑えつつ高い物理力という更なる剥離洗浄力を発揮し、洗浄力の向上
と基板損傷性の改善とを両立して実現しえたものと考えられる。
【００１０】
　本発明の洗浄剤は、（ａ）硫酸を含有する剤と、（ｂ）過酸化水素を含有する剤と、（
ｃ）炭酸アルキレンを組み合わせた剤などとを混合して洗浄剤系を構成する、多剤型の洗
浄剤であることが好ましい。例えば、上記（ｂ）剤と（ｃ）剤とはまとめて１剤としても
よく、（ａ）剤と（ｂ）剤と（ｃ）剤とをまとめた１剤としてもよい。これを所定の温度
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（例えば４０～１５０℃）に加熱し、順次あるいは１度に、その洗浄剤浴中にシリコンウ
ェハの上に所定の加工を施した半導体基板を浸漬し洗浄を行うことが好ましい。もしくは
所望のウエハに対して洗浄ラインを通してウエハ表面に洗浄液が供給される形での洗浄を
行ってもよい。洗浄時間は特に限定されないが、十分な洗浄を行うことを考慮し、１～３
０分間行うことが好ましい。以下、本発明の好ましい実施形態として、上記多剤型洗浄剤
を調製する実施形態を前提にその詳細を説明する。なお、本明細書において半導体基板と
は半導体素子を製造する中間体（前駆体）の総称として用い、シリコンウェハのみならず
、そこに絶縁膜や電極等が付された実装前の中間製品を含む意味である。
【００１１】
［硫酸］
　本実施形態において用いられる硫酸（水溶液）の量は特に限定されないが、高い洗浄力
を確保する目的で、洗浄剤（混合後）の全量に対し、５～５０質量％で組み合わせること
とし、５～４０質量％で組み合わせることがより好ましい。過酸化水素水との比率でいう
と、それらの濃度にもよるが、一般的な設定を考慮すると、過酸化水素水１００質量部に
対して３０～３００質量部で組み合わせることが好ましい。組み合わせて用いられる硫酸
（水溶液）の濃度は特に限定されないが、高い洗浄力を発揮させる観点で、３０～１００
質量％であることが好ましく、５０～１００質量％であることがより好ましい。
 
【００１２】
［過酸化水素］
　本実施形態において用いられる過酸化水素水の量は特に限定されないが、高い洗浄力の
発揮の観点から、洗浄剤（混合後）の全量に対し、５～５０質量％で組み合わせることと
し、５～４０質量％で組み合わせることがより好ましい。硫酸との比率の関係は上述のと
おりである。過酸化水素水の過酸化水素濃度は特に限定されないが、高い洗浄力を発揮さ
せる観点で、１０～５０質量％であることが好ましく、１５～５０質量％であることがよ
り好ましい。
 
【００１３】
［炭酸アルキレン］
　本実施形態においては、炭酸アルキレンの剤形は特に限定されず、融解させた液状のも
のであっても、炭酸アルキレンを所定の溶媒に溶解した溶液であっても、粉末として用い
てもよい。用いられる炭酸アルキレンの量は特に限定されないが、高い洗浄力と基板の保
護力との両立を図る目的で、洗浄剤（混合後）の全量に対し、１０～９５質量％で組み合
わせることが好ましく、３０～９０質量％で組み合わせることがより好ましい。硫酸との
比率でいうと、その濃度にもよるが、一般的なＳＰＭの条件設定を考慮すると、硫酸１０
０質量部に対して５０～２０００質量部で組み合わせることが好ましく、１００～１００
０質量部で組み合わせることがより好ましい。
【００１４】
　上記の範囲で炭酸アルキレンを増量すると、SPMとしての割合が相対的に低くなるため
、対象とする各基板へのダメージの観点ではよりそれを抑制できる方向となる。上記の範
囲で炭酸アルキレンを減量すると、インプランテーションによって変質したレジストを効
果的に除去しうる方向になる。
　炭酸アルキレンとしては、炭酸エチレンまたは炭酸プロピレンが挙げられる。炭酸アル
キレンは、発明の効果を妨げない範囲で置換基を有していてもよい。炭酸アルキレンは１
種を用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。なお、炭酸エチレンは室温で固体
であるので、４０度以上に温度上昇させ、溶融させた液体を使用してもよい。
　炭酸アルキレンを所定の溶媒に溶解して用いるとき、その溶媒は十分な溶解性があれば
特に限定されないが、例えば、水、エタノール、メタノール、エチレングリコール、プロ
ピレングリコール等の極性溶媒が好ましい。
【００１５】
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［その他の成分］
（炭酸塩）
　本実施形態の洗浄剤には、上記の他に適宜任意の剤を組み合わせて用いてもよく、例え
ば炭酸塩を組み合わせて用いることができる。炭酸塩は、酸性化合物の作用により、炭酸
ガスを生じる化合物であって、いわゆる分解性発泡剤として作用する。
【００１６】
　使用される炭酸塩は、炭酸を生じる塩化合物であれば特に限定されないが、主に、正塩
、酸性塩（炭酸水素塩）、塩基性塩（炭酸水酸化物塩）などが挙げられる。例えば、アル
カリ金属やアルカリ土類金属の炭酸塩や炭酸水素塩、または炭酸アンモニウム塩などが挙
げられる。より具体的に、炭酸塩としては、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、
炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸セシウム
、炭酸ランタン、炭酸リチウム、炭酸マグネシウム、炭酸マンガン、炭酸ニッケル、炭酸
ストロンチウム、アミノグアニジン炭酸塩、または、グアニジン炭酸塩などが挙げられる
。また、無水塩、水和塩、またはこれらの混合物などを用いることもできる。なかでも、
付着物の剥離性に優れ、かつ、取扱い性が容易である点から、炭酸水素アンモニウムまた
は炭酸アンモニウムが好ましく、炭酸アンモニウムがより好ましい。なお、炭酸塩は、１
種のみを使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００１７】
　炭酸塩は、洗浄剤（混合後の全量）に対して、０．１～３０質量％が好ましく、０．５
～３０質量％がより好ましい。
【００１８】
　炭酸塩を溶解する溶媒は特に制限されないが、本発明の効果を損なわない範囲で、水、
有機溶媒（例えば、極性溶媒であるＤＭＳＯ、ＤＭＦ、ＮＭＰ等）を含有していてもよい
。該溶媒の含有量は特に限定されないが、通常、炭酸塩１質量部に対して、１～１００質
量部が好ましく、１０～９９質量部がより好ましい。炭酸塩溶液のｐＨは特に制限されな
いが、発泡剤成分の安定性がより優れ、付着物の剥離性がより優れる点で、７．５～１２
．０が好ましく、８．０～１１．０がより好ましい。
【００１９】
（酸性化合物）
　本実施形態においては、さらに任意の酸性化合物を組み合わせて用いてもよい。使用さ
れる酸性化合物は特に制限はされないが、例えば、硝酸、ホウ酸、リン酸、ギ酸、酢酸、
プロピオン酸、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、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、フタル酸、リンゴ酸
、酒石酸、クエン酸、乳酸、グリシン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アミ
ノメタンスルホン酸、タウリン、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、メタンスル
ホン酸、エタンスルホン酸、またはスルファミン酸などが挙げられる。なお、酸性化合物
は、１種のみを使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。なかでも、スルホン酸基
を含有する化合物を組み合わせて用いることが好ましい。
　上記酸性化合物の含有量は特に限定されないが、洗浄剤（混合後の全量）に対して、０
．０１～３０質量％が好ましく、０．０１～１０質量％がより好ましい。上記酸性化合物
を溶解して用いる場合その溶媒は適宜選定することができ、例えば上記炭酸塩に適用され
た溶媒ないし条件を採用することができる。
【００２０】
（界面活性剤）
　本実施形態においては、界面活性剤を組み合わせて用いてもよい。使用される界面活性
剤は特に限定されないが、例えば、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤、アニオン性
界面活性剤、ノニオン性界面活性剤などが例示される。特に、付着物の剥離性能がより優
れ、かつ、基板表面から剥離した不純物の基板表面への再付着などが抑制される点で、ノ
ニオン性界面活性剤またはアニオン性界面活性剤がより好ましく、効果がより優れる点で
ノニオン性界面活性剤が特に好ましい。なお、界面活性剤は、直鎖状、分岐状のいずれも
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使用できる。なお、界面活性剤は、洗浄剤（混合後の全量）に対して、０．００００５
～５質量％が好ましく、０．０００５～０．５質量％がより好ましい。
【００２１】
（酸化剤）
　本実施形態においては、酸化剤を組み合わせて用いてもよい。使用される酸化剤は特に
制限されないが、例えば、過酸化物（例えば、過酸化水素）、硝酸塩、過硫酸塩、重クロ
ム酸塩、過マンガン酸塩などが挙げられる。なかでも、付着物の剥離性に優れ、かつ、取
扱いが容易である点から、過酸化水素が好ましい。酸化剤の量は、洗浄剤（混合後の全量
）に対して、０．００５～１０質量％が好ましく、０．０５～１０質量％がより好ましい
。
【００２２】
（アルカリ性化合物）
　本実施形態においては、アルカリ性化合物を組み合わせて用いてもよい。使用されるア
ルカリ性化合物は特に限定されないが、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラ
エチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニ
ウムなどが挙げられる。発泡剤成分中におけるアルカリ性化合物の含有量は特に制限され
ず、アルカリ性化合物は、洗浄剤（混合後の全量）に対して、０．０００１～１０質量％
が好ましく、０．０００１～５質量％がより好ましい。
【００２３】
［半導体素子の製造方法］
　一般的な半導体素子の製造方法としては、まず、シリコン基板（例えば、イオン注入さ
れたｎ型またはｐ型のシリコン基板）上にスパッタリング等の技術を用いて、高誘電率材
料（例えば、ＨｆＳｉＯ４、ＺｉＯ２、ＺｉＳｉＯ４、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、Ｌａ２Ｏ

３）などで構成されるゲート絶縁膜や、ポリシリコンなどで構成されるゲート電極層など
を形成する（被エッチング層形成工程）。次に、形成されたゲート絶縁膜や、ゲート電極
層上にレジストを塗布し、フォトリソグラフィーにより、所定のパターンを形成する。パ
ターン形成後に不要な部分のレジストを現像除去して（レジスト現像工程）、このレジス
トパターンをマスクとして非マスク領域をドライエッチングまたはウェットエッチングす
ることにより（エッチング工程）、ゲート絶縁膜やゲート電極層などを除去する。その後
、イオン注入処理（イオン注入工程）において、イオン化したｐ型またはｎ型の不純物元
素をシリコン基板に注入して、シリコン基板上にｐ型またはｎ型不純物注入領域（いわゆ
るソース／ドレイン領域）を形成する。その後、必要に応じて、アッシング処理（アッシ
ング工程）が実施された後、基板上に残存したレジスト膜を剥離する処理が実施される。
【００２４】
　本発明の半導体基板用洗浄剤を用いた洗浄方法は、半導体素子の製造時に実施される方
法であり、いずれの工程の後で実施してもよい。具体的には、例えば、レジスト現像後、
ドライエッチング後、ウェットエッチング後、アッシング後、イオン注入後などに実施す
ることができる。特に、イオン注入によって炭化したレジストの剥離性が良好である点か
ら、イオン注入工程（イオンインプランテーション）後に実施されることが好ましい。よ
り具体的には、表面上に被エッチング層（ゲート絶縁膜および／またはゲート電極層）が
形成された半導体基板（例えば、ｐ型またはｎ型シリコン基板）を準備する工程（被エッ
チング層形成工程）と、該被エッチング層の上部にフォトレジストパターンを形成する工
程（レジスト形成工程）と、フォトレジストパターンをエッチングマスクに用いて被エッ
チング層を選択的にエッチングする工程（エッチング工程）と、イオン注入を行う工程（
イオン注入工程）を経て得られる半導体基板に、本発明の洗浄剤を適用することが好まし
い。なお、イオン注入工程は公知の方法で実施することができ、アルゴン、炭素、ネオン
、砒素などのイオンを利用して、１０１５～１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ２のドーズ量で行
うことができる。
【００２５】
　本発明の半導体基板用洗浄剤を用いた洗浄方法の他の好適な態様として、上記のように
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イオン注入工程を実施した後、さらに、基板に対してアッシング処理、または、汎用の洗
浄液によって基板上の大きなゴミの除去やバルク層の除去を行った後、除去され難いゴミ
や各種層に対して本発明の半導体基板用洗浄剤を用いた洗浄方法を実施する方法が挙げら
れる。アッシング処理は周知の手法で行うことができ、例えば、プラズマガスを用いる手
法などが挙げられる。また、上記の洗浄方法は、同一基板に対して繰り返し実施してもよ
い。例えば、洗浄回数を２回以上行う（例えば、２回、３回）などの処理によって、１度
での洗浄以上の効果が得られる。
【００２６】
［半導体基板］
　上記洗浄処理の洗浄対象物である半導体基板（半導体素子用基板）としては、上記製造
工程におけるいずれの段階の半導体基板も用いることができる。洗浄対象物として好適に
は、その表面上にレジスト（特に、イオンインプランテーション（イオン注入）が施され
たレジスト）を備える半導体基板が挙げられる。なお、本発明の洗浄剤を使用することに
より、上記レジスト（またはパターンレジスト）以外にも、アッシング時に生じる残渣（
アッシング残渣）や、エッチング時に生じる残渣（エッチング残渣）、その他不純物を表
面に有する基板から、これらを剥離・除去することができる。
　本発明で使用される半導体基板は、レジスト以外にも、シリコン酸化膜、シリコン窒化
膜等の絶縁膜や、窒化タンタル層（ＴａＮ）、窒化チタン層（ＴｉＮ）、酸化ハフニウム
層（ＨｆＯ２）、酸化ランタン層（Ｌａ２Ｏ３）、酸化アルミニウム層（Ａｌ２Ｏ３）、
ポリシリコン、ドープ（アルゴン、炭素、ネオン、砒素等）シリコンなどをその表面の一
部または全面に有していてもよい。なお、半導体基板は、半導体物質から成る部材（例え
ば、シリコン基板）をいうが、板形状の基板に限らず、どのような形状であっても半導体
物質であれば「半導体基板」に含まれる。
【００２７】
　使用される半導体基板上に堆積されるレジストとしては、公知のレジスト材料が使用さ
れ、ポジ型、ネガ型、およびポジ－ネガ兼用型のフォトレジストが挙げられる。ポジ型レ
ジストの具体例は、ケイ皮酸ビニール系、環化ポリイソブチレン系、アゾ－ノボラック樹
脂系、ジアゾケトン－ノボラック樹脂系などが挙げられる。また、ネガ型レジストの具体
例は、アジド－環化ポリイソプレン系、アジド－フェノール樹脂系、クロロメチルポリス
チレン系などが挙げられる。更に、ポジ－ネガ兼用型レジストの具体例は、ポリ（ｐ－ブ
トキシカルボニルオキシスチレン）系などが挙げられる。
【００２８】
　上述した本発明の半導体基板用洗浄剤を用いた洗浄方法で実施された洗浄工程は、半導
体素子の製造方法に含まれることが好ましい。この洗浄方法は、従来の洗浄剤では適用で
きなかった配線幅が非常に微細な半導体基板の洗浄にも使用でき、かつＨｉｇｈ－ｋ膜な
どへのダメージも小さいため、より小型で高性能なＬＣＤ、メモリ、ＣＰＵ等の電子部品
の製造に好適に使用できる。さらには、次世代の絶縁膜として開発が進められているＵｌ
ｔｒａ―ｌｏｗ－ｋ等のダメージを受けやすいポーラス材料を用いた半導体基板の製造に
も好適に使用することができる。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明の実施例について詳細に説明するが、これらの実施例に本発明が限定され
るものではない。
【００３０】
（半導体基板試料の作製）
　Ａｌ２Ｏ３層、ＴｉＮ層、ＨｆＯ２層、ＳｉＧｅ４０％を、シリコンウェハ上に厚さ５
０Åになるように成膜して、４種類のウエハを用意した。
【００３１】
（実施例・比較例）
　下記表１に示す洗浄剤成分を用いて、レジスト剥離性、基板への影響について評価した
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定時間（５分間）浸漬させた。その後、基板を取り出し、下記の評価を実施した。なお、
表１中の処理温度は、洗浄剤（混合液）中の温度を意味する。
【００３２】
＜レジストの剥離性＞
　以下の基準に沿って評価した。実用上Ｃを超えることが必要である。
　顕微鏡で観察した基板表面上（面積：３．０×３．０μｍ）中での：
ＡＡＡ：レジストが残存している部分が５％未満である場合
ＡＡ：　レジストが残存している部分が５％以上１０％未満である場合
Ａ：　　レジストが残存している部分が１０％以上３０％未満である場合
Ｂ：　　レジストが残存している部分が３０％以上５０％未満である場合
Ｂ’：　レジストが残存している部分が５０％以上８０％未満である場合
Ｃ：　　レジストが残存している部分が８０％以上である場合
【００３３】
　「バルク層除去」はKrFレジストにAsを
5keV 1e15の条件下で０度のインプラ処理をしたレジスト(硬化層や変質層がほとんど生成
していないレジスト)を意味する。
　「硬化層除去」はKrFレジストにAsを
5keV 1e15の条件下で４５度のインプラ処理をしたレジスト(硬化層や変質層が大量に生成
しているレジスト)を意味する。
【００３４】
［エッチング速度（ＥＲ）］
　各洗浄液を用いて、処理前後の膜厚差から各膜へのエッチング速度（ＥｔｃｈｉｎｇＲ
ａｔｅ：ＥＲ）を算出した。実用上、上記エッチング速度が、５０Å／ｍｉｎ未満である
ことが好ましく、１０Å／ｍｉｎ未満であることが更に好ましい。
【００３５】
［Ｄｏｐｅｄ　Ｓｉ－ｌｏｓｓ］
　実施例で未処理のシリコンウェハを使用した場合のウエハ表面上の損失厚み（洗浄によ
って削れた厚み）を、ＩＣＰ－ＭＳ（誘導結合プラズマ質量分析装置、ＳＨＩＭＡＤＺＵ
社製）にて測定した後、膜厚に換算した値（Å）である。実用上、該値が１０Å未満であ
ることが好ましい。
【００３６】
［Ｏｘ　ｇｒｏｗｔｈ］
　実施例で未処理のシリコンウェハを使用した場合のウエハ表面上に形成される酸化ケイ
素層の厚みを、エリプソメトリー（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ社製、ＶＡＳＥ）にて測定し
た値（ｎｍ）である。実用上、該値が１０Å未満であることが好ましい。
【００３７】
　下記表中に示された水溶液の濃度は下記のとおりである。
　　　硫酸の濃度　　　　　　９８質量％
　　　過酸化水素水の濃度　　３０質量％
　　　クエン酸水溶液の濃度　２０質量％
　また、各剤の混合形態は、表中の成分１と成分２とに分けて準備しておき、成分１剤と
成分２剤とを混合して洗浄剤（２剤型）を調製した。具体的に実施例１０でいうと、３０
質量％濃度の過酸化水素水に炭酸エチレンを溶解しておき、それを９８質量％濃度の硫酸
と混合して多剤型洗浄液を調製したことを意味する。
【００３８】



(10) JP 5657318 B2 2015.1.21

10

20

30

40

【表１】



(11) JP 5657318 B2 2015.1.21

10

20

30

40

【表１Ａ】
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【表１Ｂ】

【００３９】
　表１より分かるとおり、従来のＳＰＭ洗浄では硬化層除去では良い結果を示しているが
、バルク層除去ではレジストの洗浄性自体が劣っていた。基板へのダメージも極めて大き
く、近時の高い要求レベルを考慮すると実用性にも問題がありうる程度であった。これに
対し本発明の半導体基板用洗浄剤（実施例）は、ＳＰＭ洗浄剤に匹敵あるいはこれを凌駕
する洗浄力を発揮し、かつ、ＳＰＭ洗浄剤による半導体基板の損傷を様々な構成材料にお



(13) JP 5657318 B2 2015.1.21

いて大幅に改善していることが分かる。



(14) JP 5657318 B2 2015.1.21

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｃ１１Ｄ   7/34    　　　　          　　　　　

(56)参考文献  特表２００８－５４７０５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８６２０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１０６６１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５１３０１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－７８２１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００３／０３８８８３（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／００１１３８６（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００２／００６８２４４（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０４　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　７／０８　－　７／３４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

