
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　６インチ以上の大口径シリコン単結晶ウエーハにおいて、ウエーハ外周から面積比５０
％までの領域が無欠陥領域であり、 か
つ含有酸素濃度が１７ｐｐｍａ以下であ

ことを特徴とするシリコン単結晶ウエー
ハ。
【請求項２】
　６インチ以上の大口径シリコン単結晶ウエーハにおいて、ウエーハ外周から３０ｍｍま
でが無欠陥領域であり、 かつ含有酸素
濃度が１７ｐｐｍａ以下であ

ことを特徴とするシリコン単結晶ウエーハ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ウエーハ周辺部で酸化膜耐圧を改善したチョクラルスキー法によるシリコン単
結晶を、簡単にかつ生産性を極端に低下させることなく得る技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年は、半導体回路の高集積化に伴う素子の微細化により、ＭＯＳ－ＬＳＩのゲート電極
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該無欠陥領域にＯＳＦの潜在核が形成されており、
り、さらに前記シリコン単結晶ウエーハの中央部

に、ＦＰＤ欠陥及びＬＳＴＤ欠陥が存在している

該無欠陥領域にＯＳＦの潜在核が形成されており、
り、さらに前記シリコン単結晶ウエーハの中央部に、ＦＰＤ

欠陥及びＬＳＴＤ欠陥が存在している



部の絶縁酸化膜はより薄膜化されており、このような薄い絶縁酸化膜においてもデバイス
素子動作時に絶縁耐圧が高いこと、リーク電流が小さいことすなわち、酸化膜の信頼性が
高いことが要求されている。
【０００３】
この点、チョクラルスキー法（Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ法、以下ＣＺ法という。）による
シリコン単結晶より製造されたシリコンウェーハの酸化膜耐圧は、浮遊帯溶融法（Ｆｌｏ
ａｔｉｎｇ　Ｚｏｎｅ法、ＦＺ法という。）によるシリコン単結晶より製造されたウェー
ハや、ＣＺ法によるウェーハ上にシリコン単結晶薄膜を成長させたエピタキシャルウェー
ハの酸化膜耐圧に比べて著しく低いことが知られている（「サブミクロンデバイスＩＩ、
３ゲート酸化膜の信頼性」、小柳光正、丸善（株）、Ｐ７０）。
【０００４】
このＣＺ法において酸化膜耐圧を劣化させる主な原因は、シリコン単結晶育成時に導入さ
れる結晶欠陥によることが判明しており、結晶成長速度を極端に低下（例えば  0.4mm/min
以下）させることで、ＣＺ法によるシリコン単結晶の酸化膜耐圧を著しく改善できること
も知られている（例えば、特開平 2-267195号公報参照）。
しかし、酸化膜耐圧を改善するために、単に結晶成長速度を従来の１ mm/min以上から、  0
.4mm/min以下に低下させたのでは、酸化膜耐圧は改善できるものの、単結晶の生産性が半
分以下となり、著しいコストの上昇をもたらしてしまう。
【０００５】
この点、従来のＣＺ法によるシリコン単結晶の製造では、単結晶の生産性を極限まで追求
するために、個々の引上装置に固有の限界引上速度もしくはその近傍の速度で単結晶を育
成していた。このようにして育成された単結晶棒より作製されたウエーハは、その面内の
欠陥分布は中心部から周辺部まで比較的均一な密度分布を有している。従って、１枚のウ
エーハから例えば１００個程度のデバイスチップを作製する場合の歩留は、ウエーハ中心
部と周辺部とで変わりはなく、その不良率はウエーハ面内でほぼ均一であった。
【０００６】
ところが、ウエーハ全面にわたり酸化膜耐圧を改善するためには、前述のように極端な引
上速度の低速化が必要であるが、１枚のウエーハにおける面積の割合は、相対的に周辺部
の方が高いのであり、デバイス歩留に大きく影響を与えるのは、その周辺部での収率如何
である。
従って、１枚のシリコン単結晶ウエーハから取れるデバイスチップ歩留を向上させるため
には、まずウエーハ周辺部での酸化膜耐圧を改善する必要がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような問題点に鑑みなされたもので、特にウエーハ周辺部で酸化膜耐圧を
改善したチョクラルスキー法によるシリコン単結晶を、簡単にかつ生産性を極端に低下さ
せることなく提供し、１枚のシリコンウエーハから作製されるデバイスチップの歩留を向
上させることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明 記載した発明は、６インチ以上の大口径シリコン単結
晶ウエーハにおいて、ウエーハ外周から面積比５０％までの領域、特には外周から３０ｍ
ｍまでが酸化膜耐圧不良のない無欠陥領域であることを特徴とする。
このように、デバイスチップ歩留に大きく影響する、ウエーハ外周から面積比５０％まで
の領域、特には外周から３０ｍｍまでを無欠陥領域とすることによって、この領域の酸化
膜耐圧を改善し、１枚のシリコンウエーハから作製されるデバイスチップ歩留を向上させ
ることができる。
【０００９】
また、本発明 記載した発明は、６インチ以上の大口径シリコン単結晶ウエーハにおいて
、ウエーハ外周から面積比５０％までの領域、特には外周から３０ｍｍまでが無欠陥領域
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であり、かつ含有酸素濃度が１７ｐｐｍａ以下であることを特徴とする。
このように、デバイスチップ歩留に大きく影響する、ウエーハ外周から面積比５０％まで
の領域、特には外周から３０ｍｍまでを無欠陥領域とすることによって、この領域の酸化
膜耐圧を改善するとともに、含有酸素濃度を１７ｐｐｍａ以下とすることによって、ＯＳ
Ｆ（酸化誘起積層欠陥）の発生を抑制し、１枚のシリコンウエーハから作製されるデバイ
スチップ歩留を一層向上させることができる。
【００１０】
さらに、本発明 記載した発明は、チョクラルスキー法によるシリコン単結晶の引き上げ
において、引上装置固有の限界引上速度に対し、８０～６０％の引上速度で単結晶を育成
することを特徴とするシリコン単結晶の製造方法である。
このような方法によってはじめて、ウエーハ外周から面積比５０％までの領域、特には外
周から３０ｍｍまでを無欠陥領域とすることができ、前記 記載した酸化膜耐圧を改善し
たシリコン単結晶ウエーハを作製することができる。
【００１１】
以下、本発明を更に詳細に説明するが、説明に先立ち各用語につき予め解説しておく。
１）　ＦＰＤ（Ｆｌｏｗ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｄｅｆｅｃｔ）とは、成長後のシリコン単結
晶棒からウェーハを切り出し、表面の歪み層を沸酸と硝酸の混合液でエッチングして取り
除いた後、 K2 Cr2 O7  と弗酸と水の混合液で表面をエッチングすることによりピットおよび
さざ波模様が生じる。このさざ波模様をＦＰＤと称し、ウェーハ面内のＦＰＤ密度が高い
ほど酸化膜耐圧の不良が増える（特開平４－１９２３４５号公報参照）。
２）　ＬＳＴＤ（Ｌａｓｅｒ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ｄｅｆｅ
ｃｔ）とは、成長後のシリコン単結晶棒からウエーハを切り出し、表面の歪み層を弗酸と
硝酸の混合液でエッチングして取り除いた後、ウエーハを劈開する。この劈開面より赤外
光を入射し、ウエーハ表面から出た光を検出することでウエーハ内に存在する欠陥による
散乱光を検出することができる。ここで観察される散乱体については学会等ですでに報告
があり、酸素析出物とみなされている（Ｊ．Ｊ．Ａ．Ｐ．　Ｖｏｌ．３２，Ｐ３６７９，
１９９３参照）。
【００１２】
これらＦＰＤ、ＬＳＴＤの欠陥密度は酸化膜耐圧の不良率と強い相関があることから、共
に酸化膜耐圧劣化因子と考えられている。本発明者らは、これらの欠陥のウエーハ面内分
布を調査したところ、限界引上速度近傍で引き上げる従来法におけるウエーハの面内分布
は、外周から約５ｍｍ程度まではほぼ無欠陥となるが、それ以外ではほぼ均一に分布して
おり、従って酸化膜耐圧特性もウエーハ面内でほぼ均一な特性分布をしていることが確認
された。
【００１３】
ところが、１枚のウエーハにおいて、その面積を占める割合は、周辺部の方が高いのであ
り、例えば、ウエーハ外周から３０ｍｍまでの面積は、図１（Ａ）、（Ｂ）に６インチと
８インチの場合につき示したように、ウエーハ全体の面積に対して、６インチで６０％以
上、８インチでも５０％以上を占める。従って、この領域がデバイスチップ歩留に影響す
る割合が非常に高いのであり、デバイスチップ歩留を向上させるためには、まずこの面積
比５０％までの領域の酸化膜耐圧を改善する必要がある。本発明者らは、このような点を
考慮して、いかにしてウエーハ外周から面積比５０％までの領域、特には外周から３０ｍ
ｍまでの酸化膜耐圧を改善するか、すなわちウエーハ外周から面積比５０％までの領域、
特には外周から３０ｍｍまでの前記ＦＰＤ、ＬＳＴＤ欠陥の改善を図るかを調査検討した
結果、本発明を完成させたものである。
【００１４】
すなわち、本発明者らは同一の引上装置の同一の炉内構造で、単結晶を種々の引上速度（
単結晶成長速度）で成長させた場合に、引上速度を引上装置固有の限界引上速度の８０％
以下にまで低下させると、単結晶の外周から面積比５０％以上まで、特には外周から３０
ｍｍ以上まで無欠陥領域が形成されることを確認したのである。
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【００１５】
尚、ここでいう限界引上速度とは、単結晶の平均引上速度（単結晶の平均成長速度）であ
って、それ以上速度を上げると成長結晶棒が変形し円柱状の形状を維持できなくなる速度
を意味している。この限界引上速度は引上装置およびその炉内構造に固有のもので、個々
の引上装置によって、また同一の引上装置でもその炉内構造により変化するものである。
【００１６】
この限界引上速度に対し、８０％以下の引上速度で単結晶を育成すると、単結晶の外周か
ら面積比５０％以上まで、特には外周から３０ｍｍ以上までＦＰＤ、ＬＳＴＤ欠陥がない
無欠陥領域となる。そして、更に引上速度を下げればより無欠陥領域は広がるものの、そ
の分単結晶の生産性が下落し著しくコスト高となるため、限界引上速度に対し８０～６０
％の引上速度とするのが望ましい。
【００１７】
これは６０％まで引上速度を下げれば、単結晶の外周から面積比５０％以上、特には外周
から３０ｍｍ以上は無欠陥領域となり、前述のようにこの領域は１枚のウエーハの全面積
の半分あるいはそれ以上を占めるため、デバイスチップの歩留改善には大きな効果がある
し、その上、本発明者らの実験では限界引上速度の８０～６０％の引上速度で単結晶を引
き上げると、外周から面積比５０％までの領域、特には外周から３０ｍｍの領域が無欠陥
領域となるだけでなく、その内側の領域でも欠陥密度が大幅に減少し、内側の領域でも酸
化膜耐圧が大幅に改善され、ウエーハ全体で著しいデバイスチップ歩留の向上が図れるか
らである。
【００１８】
但し、限界引上速度に対し引上速度を８０％以下に下げ、かつ単結晶中の含有酸素濃度が
１７ｐｐｍａ　ＪＥＩＤＡ（Ｊａｐａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｄ
ｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）を越えると、例え単結晶の周
辺部にＦＰＤ、ＬＳＴＤ欠陥が存在しなくても、酸化性雰囲気下、高温の熱処理後にリン
グ状のＯＳＦが発生することがある。このようなＯＳＦはデバイス製造工程で種々の電気
特性の劣化の原因となるため、本発明のウエーハ周辺部で結晶欠陥がないシリコン単結晶
の製造にあっては、含有酸素濃度を１７ｐｐｍａ　ＪＥＩＤＡ以下となるようにすること
が好ましい。
【００１９】
尚、シリコン単結晶の含有酸素濃度を１７ｐｐｍａ以下とするには、ＣＺ法において一般
に行われている方法で行えば良い。例えば、ルツボ回転を低速にしたり、炉内の温度分布
を調整したり、あるいは融液に磁場を印加するいわゆるＭＣＺ法を用いる等の種々の方法
で容易に達成することが可能である。
【００２０】
上記のウエーハ周辺部が無欠陥領域となる理論の詳細は必ずしも明らかではないが、ＦＰ
Ｄ、ＬＳＴＤ欠陥がシリコン単結晶のいわゆるＤ領域に存在する欠陥であり、これらはリ
ング状のＯＳＦの内側にしか存在しないという従来からの知見から考察すると（「シリコ
ン結晶成長とウエーハ加工」、阿部孝夫、ｐ２５１～参照）、引上速度を低下させること
でリング状のＯＳＦの潜在核がウエーハ周辺部に存在し、これがためにウエーハ外周から
面積比５０％以上までの領域、特には外周から３０ｍｍ以上にはＦＰＤ、ＬＳＴＤ欠陥が
観察されなくなるものと思われる。そして、ウエーハ中の含有酸素濃度が１７ｐｐｍａ　
ＪＥＩＤＡを越えるようになると、前記ＯＳＦの潜在核は酸化性雰囲気下の高温熱処理に
よって、リング状に顕在化するようになることがあるのである。
【００２１】
つまり、本発明によりリング状のＯＳＦの潜在核が単結晶の外周から面積比５０％までの
領域、特には外周から３０ｍｍまでに形成されるため、いわゆるＤ欠陥であるＦＰＤ、Ｌ
ＳＴＤといった酸化膜耐圧を劣化させる結晶欠陥は、この領域には形成されなくなる。そ
して、このＯＳＦの潜在核はシリコン単結晶中の含有酸素濃度が１７ｐｐｍａ以下では顕
在化することはなく、デバイス動作に対しては問題とはならず、結果としてウエーハ周辺
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部で結晶欠陥が存在しないシリコン単結晶ウエーハの作製が可能となるのである。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
まず、従来のＣＺ法による単結晶引上装置の構成の一例を図２（Ａ）により説明する。図
に示すように、この単結晶引上装置１００は、チャンバ１０１と、チャンバ１０１中に設
けられたルツボ１０２と、ルツボ１０２の周囲に配置されたヒータ１０５と、ルツボ１０
２を回転させるルツボ保持軸１０７及び回転機構１０８と、シリコンの種子結晶Ｓを保持
するシードチャック２２と、シードチャック２２を引き上げるケーブル１と、ケーブル１
を回転又は巻き取る巻取機構１０９を備えて構成されている。ルツボ１０２の内側の融液
Ｌを収容する側には石英ルツボ１０３が設けられ、石英ルツボ１０３の外側には黒鉛ルツ
ボ１０４が設けられている。また、ヒータ１０５の外側周囲には断熱材１０６が配置され
ている。更に、炉内のガスの流れを整え、発生するＳｉＯ等の反応ガスを有効に排出する
ため成長単結晶Ｃを囲繞するように整流筒（図示せず）を設ける場合がある。また、最近
ではチャンバ１０１の水平方向の外側に、図示しない磁石を設置し、シリコン融液Ｌに水
平方向の磁場を印加することによって、融液Ｌの対流を抑制し、単結晶の安定成長をはか
る、いわゆるＭＣＺ法が用いられることも多い。
【００２３】
次に、上記の単結晶引上装置１００による単結晶育成方法について説明する。
まず、ルツボ１０２内でシリコンの高純度多結晶原料を融点（約１４００°Ｃ）以上に加
熱して融解する。次に、ケーブル１を巻き出すことにより融液Ｌの表面略中心部に種子結
晶Ｓの先端を接触又は浸漬させる。その後、ルツボ保持軸１０７を適宜の方向に回転させ
るとともに、ケーブル１を回転させながら巻き取り種子結晶Ｓを引き上げることにより、
単結晶育成が開始される。以後、引上速度と温度を適切に調節することにより略円柱形状
の単結晶棒Ｃを得ることができる。
【００２４】
この場合、本発明のように限界引上速度に対し８０～６０％に引上速度を下げるには、ヒ
ータ１０５に供給する電力を増大させ、融液Ｌおよび成長結晶Ｃの温度を高めにすればよ
い。融液および結晶の温度を高めに設定すれば、単結晶Ｃは設定直径を保つことができな
くなるため、従前より引上速度を低下させることで、単位時間当たりの結晶化潜熱量をさ
げ、設定直径を保つことができることとなる。こうして引上速度と温度を適当に調整する
ことによって、本発明のように限界引上速度に対し８０～６０％の範囲に平均引上速度を
調整することができる。
【００２５】
限界引上速度は、例えば図２（Ａ）のごとき引上装置および炉内構造で、１８インチ石英
ルツボから直径６インチのシリコン単結晶を育成する場合は、その他炉内部材等の他の種
々のファクターにもよるが、約１．０～１．６ｍｍ／ｍｉｎの範囲である。この場合、図
２（Ａ）の断熱材１０６を図２（Ｂ）のように上部に延長し、成長単結晶Ｃが冷却されに
くくすると、その限界引上速度は、約０．６～１．２ｍｍ／ｍｉｎに下落する。
【００２６】
【実施例】
以下、本発明の実施例を示す。
（実施例）
図２（Ａ）に示した引上装置および炉内構造で、１８インチ石英ルツボに原料多結晶シリ
コンを５０Ｋｇチャージし、直径６インチ、方位＜１００＞のシリコン単結晶棒を種々の
平均引上速度で育成した。
まず、引上速度をできるだけ高めに設定し、結晶が変形し始める速度を確認することによ
って、この炉内構造をもつこの引上装置に固有の限界引上速度を調べたところ、平均１．
２ｍｍ／ｍｉｎであった（単結晶棒の直胴長さ約８０ｃｍ）。
次に、この限界引上速度に対し平均引上速度を、１００％，９０％，８０％，７０％とし
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たシリコン単結晶棒をそれぞれ育成した。
これらの単結晶棒から、ウエーハを切り出し、鏡面加工を施すことによって、シリコン単
結晶の鏡面ウエーハを作製した。
【００２７】
こうして出来たシリコン単結晶の鏡面ウエーハにつき、前記ＦＰＤ、ＬＳＴＤ欠陥の測定
を行った。その測定結果を図３（ＦＰＤ）、図４（ＬＳＴＤ）にグラフで示した。
図３および図４から明らかなように、引上速度を限界引上速度に対し低下させていくと、
徐々にウエーハ周辺部に無欠陥領域が広がり、特に８０％以下とすると、外周から３０ｍ
ｍまでは完全に無欠陥となることがわかる。
更には、引上速度を低下させると、周辺部の無欠陥領域が拡大すると共に、ウエーハ中心
部の欠陥も減少することがわかる。特に、引上速度を限界引上速度に対し８０％以下とす
ると、従来の結晶たる限界引上速度もしくはその近傍で引き上げたものの欠陥密度の約半
分程度以下となり、著しい改善が見られる。
よって、このようなシリコン単結晶ウエーハを用いてデバイスを作製すれば、周辺部では
ほぼ１００％、中央部においても従来に比し格段の歩留の向上を図ることが出来る。
【００２８】
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
例えば、上記実施形態においては、直径６インチもしくは８インチのシリコン単結晶を得
る場合につき例を挙げて説明したが、本発明はこれには限定されず、同様の作用効果は、
直径１０～１６インチあるいはそれ以上のシリコン単結晶にもあてはまる。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明により、ウエーハ外周から面積比５０％までの領域、特には
外周から３０ｍｍまでの領域における、ＦＰＤ、ＬＳＴＤといった酸化膜耐圧を劣化させ
る結晶欠陥をなくすことが出来る。そして、例えばウエーハ外周から３０ｍｍまでの領域
の面積比は、ウエーハ全体の面積に対して６インチで６０％以上、８インチで５０％以上
となることから、１枚のウエーハから得られるデバイスチップ歩留を向上させることが出
来る。
【００３０】
また、本発明にあっては、ウエーハ周辺部に限らず、その内側の領域においても、従来の
結晶に比し欠陥密度の低減を図ることが出来るので、周辺部を無欠陥領域と出来ることと
相まって、１枚のシリコンウエーハから得られるデバイスチップ歩留を飛躍的に向上する
ことが可能である。
【００３１】
さらに、本発明たる上記のウエーハを製造するには、引上装置に固有の限界引上速度に対
し、８０～６０％の引上速度として単結晶を引き上げれば良く、簡単に、かつ生産性を極
端に低下させることもなく、酸化膜耐圧を改善したウエーハを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】１枚のウエーハにおける、周辺からの距離と、その占める割合との関係を示した
図である。（Ａ）６インチの場合　　　　（Ｂ）８インチの場合
【図２】ＣＺ法による単結晶引上装置の断面概略図である。（Ａ）従来の炉内構造の一例
である。（Ｂ）成長結晶が冷却されにくい従来例である。
【図３】種々の引上速度における、ウエーハ面内のＦＰＤ欠陥の密度分布を測定した結果
を示した図である。
【図４】種々の引上速度における、ウエーハ面内のＬＳＴＤ欠陥の密度分布を測定した結
果を示した図である。
【符号の説明】
１　ケーブル　　　　　　　　　　２２　シードチャック
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１００　単結晶引上装置　　　　　　１０１　チャンバ
１０２　ルツボ　　　　　　　　　　１０３　石英ルツボ
１０４　黒鉛ルツボ　　　　　　　　１０５　ヒータ
１０６　断熱材　　　　　　　　　　１０７　ルツボ保持軸
１０８　回転機構　　　　　　　　　１０９　巻取機構
Ｃ　成長単結晶
Ｌ　シリコン融液
Ｓ　種子結晶

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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