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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多結晶シリコン塊の清浄度を評価する方法であって、前記多結晶シリコン塊の表面から
少なくとも３０μｍの領域を、５０ｗｔ％水溶液のフッ酸（ＨＦ）と７０ｗｔ％の水溶液
の硝酸（ＨＮＯ3）の混酸（容積比で１：９）をエッチング液とし、該エッチング液の温
度を３９℃以下に制御しながら、循環流量（リットル/分）を薬液槽の体積（リットル）
の１．３以上としてエッチングし、該エッチングで得られた抽出液を、８５±５℃の温度
範囲にて蒸発乾固させ、１ｗｔ％－硝酸水溶液１．０ｍｌを加え定容化してＩＣＰ－ＭＳ
測定を行って得られた金属不純物濃度が、金属元素の１元素につき１００ｐｐｔｗ未満で
あり、前記エッチング後の多結晶シリコン塊の表面に付着した有機物を吸着剤に吸着させ
た後に該吸着剤を加熱し成分を脱着させてＧＣ－ＭＳに導入しカーボン成分の定量を行っ
て得られたカーボン濃度が２０ｐｐｂａ未満である場合に清浄と判定する、多結晶シリコ
ン塊の評価方法。
【請求項２】
　前記金属元素は、Ｌｉ、Ｂ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐ、Ｋ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｍｏ、Ｓｎ、Ｗ、Ｐｂの何れかである、請求項１に記載の
多結晶シリコン塊の評価方法。
【請求項３】
　前記金属元素は、Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎの６種のうちの何れかである、
請求項２に記載の多結晶シリコン塊の評価方法。
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【請求項４】
　前記６元素の合計濃度が１００ｐｐｔｗ未満である、請求項３に記載の多結晶シリコン
塊の評価方法。
【請求項５】
　前記６元素の合計濃度が８０ｐｐｔｗ未満である、請求項４に記載の多結晶シリコン塊
の評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は多結晶シリコン塊の評価技術に関し、シーメンス法により合成された多結晶シ
リコンを破砕して得られる多結晶シリコン塊の清浄度を評価する技術、および、それによ
り選別される多結晶シリコン塊に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＺ法による単結晶シリコンの製造原料となる多結晶シリコン塊は、シーメンス法によ
り合成された多結晶シリコンロッドを反応炉から取り出した後に、それを破砕して得られ
る。粉砕作業後には、表面を清浄化するために、フッ硝酸等による薬液エッチングを行っ
て製品化される。
【０００３】
　ＣＺ法で単結晶シリコンを育成する際には、多結晶シリコン塊を石英ルツボ内で融解し
、このシリコン融液に単結晶シリコンの種結晶（シード）を接触させて引き上げが行われ
るから、育成後の単結晶シリコンを高純度のものとするためには、シリコン融液中に含ま
れる不純物を極力減らす必要がある。このことは、多結晶シリコン塊のバルク不純物濃度
と表面に付着している不純物の濃度の双方を極力低減させる必要があることを意味する。
【０００４】
　多結晶シリコン塊のバルクおよび表面不純物濃度を評価する手法として、一般に、金属
不純物に対しては原子吸光分析法、ＩＣＰ－ＡＥＳ法、ＩＣＰ－ＭＳ法などが用いられ、
酸素や炭素等の径元素に対しては赤外線吸収法が用いられる。これらの手法により多結晶
シリコン塊の清浄度を評価した上で、製品ランク別に分類される。
【０００５】
　多結晶シリコン塊のバルク不純物の低減化のために、多結晶シリコンロッド製造時の原
料とされるトリクロロシランや水素等のガス精製技術や原料ガス中に含まれる不純物の除
去技術のみならず、反応炉の部材等の検討も積み重ねられてきた。一方、多結晶シリコン
塊の表面不純物の低減化は専ら、表面のエッチング条件の検討により進められてきており
、半導体グレードのものでは、概ね２０００ｐｐｔｗ以下のものが市場に流通している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１４３５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のとおり、ＣＺ法により育成される単結晶シリコンを高純度のものとするためには
、多結晶シリコン塊のバルク不純物濃度と表面に付着している不純物の濃度の双方を極力
低減させる必要がある。つまり、多結晶シリコン塊のバルク不純物濃度が低くても表面不
純物濃度が高い多結晶シリコン塊は製造原料として不適であり、同様に、多結晶シリコン
塊の表面不純物濃度が低くてもバルク不純物濃度が高い多結晶シリコン塊も製造原料とし
て不適である。
【０００８】
　しかし、多結晶シリコン塊の表面不純物濃度とバルク不純物濃度を別個に評価すること
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とすると、その評価作業が煩雑となり、その結果、多結晶シリコン塊の製造コストも高く
なってしまう。例えば、多結晶シリコン塊の極表面領域をエッチングして得た第１の抽出
液の分析から表面不純物濃度を求め、さらに深い領域をエッチングして得た第２の抽出液
の分析からバルク不純物濃度を求めるなどの手法では、エッチング作業も不純物測定作業
も複数回行う必要が生じてしまう。
【０００９】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、一回の不
純物測定で、ＣＺ法による単結晶シリコンの製造原料として好適な多結晶シリコン塊を判
定・選別することを可能とするための手法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る多結晶シリコン塊は、フッ酸と硝酸の混合水
溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域をエッチングして得られた抽出液を分析して得
られた不純物濃度が、金属元素の１元素につき１００ｐｐｔｗ未満であり、カーボン濃度
につき１０ｐｐｂｗ未満である。
【００１１】
　例えば、前記金属元素は、Ｌｉ、Ｂ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐ、Ｋ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ、
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｍｏ、Ｓｎ、Ｗ、Ｐｂの何れかである。
【００１２】
　また、例えば、前記金属元素は、Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎの６種のうちの
何れかである。
【００１３】
　好ましくは、前記６元素の合計濃度が１００ｐｐｔｗ未満である。
【００１４】
　より好ましくは、前記６元素の合計濃度が８０ｐｐｔｗ未満である。
【００１５】
　本発明に係る多結晶シリコン塊の評価方法は、多結晶シリコン塊の清浄度を評価する方
法であって、前記多結晶シリコン塊の表面から少なくとも３０μｍの領域を、フッ酸と硝
酸の混合水溶液でエッチングし、該エッチングで得られた抽出液を分析して得られた不純
物濃度が、金属元素の１元素につき１００ｐｐｔｗ未満であり、カーボン濃度につき２０
ｐｐｂａ未満である場合に清浄と判定する。
【００１６】
　好ましくは、前記エッチング液の温度を３９℃以下に制御しながら前記エッチングを実
行する。
【００１７】
　また、好ましくは、前記エッチング液の循環流量（リットル/分）を薬液槽の体積（リ
ットル）の１．３以上として前記エッチングを実行する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明により、ＣＺ法による単結晶シリコンの製造原料として好適な多結晶シリコン塊
を判定・選別することを可能とするための手法が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　［シミ発生とエッチング薬液温度］
　多結晶シリコン塊の表面から所定の深さの領域をエッチングする際、一般に、フッ酸（
ＨＦ）と硝酸（ＨＮＯ3）の混酸がエッチャントとして用いられる。このフッ硝酸溶液と
シリコンとの反応は発熱反応であり、シリコン１モルに対して８５．２ｋｃａｌの発熱が
ある。このため、エッチング溶解量が多くなるにつれて発熱量も多くなり、液温が上昇す
ることにより、シリコン表面における反応が激しく進行することとなる。かかる状態でエ
ッチャントが流動していないと、シリコン表面に褐色状のシミが発生してしまい、品質低
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下を招く結果となる。
【００２０】
　一方、エッチャントの薬液濃度を低くすると、エッチングの取り代は充分に確保できな
い。従って、エッチャントの薬液濃度を比較的高めに設定した上で、エッチャントを流動
（循環）させることでシリコン塊表面の除熱を効率的に行うとともに、エッチングに伴っ
て生じる反応生成物を速やかに除去することが必要になる。
【００２１】
　そこで、エッチャントの循環流量（リットル/分）を薬液槽の体積（リットル）の１．
３に設定し、エッチャント温度がシミ発生にどのように影響するかを調べた。
【００２２】
　実験条件は以下のとおりである。内容量が６０リットルの薬液槽に、５０ｗｔ％水溶液
のフッ酸（ＨＦ）と７０ｗｔ％の水溶液の硝酸（ＨＮＯ3）の混酸（容積比で１：９）を
エッチャントとして充填し、流量を７８リットル／分で供給した。エッチャントはポンプ
で循環させ、槽上部においてオーバーフローさせた。「循環流量」は、７８リットル／分
を６０リットルで除した値である１．３（／分）となる。なお、ＨＦとＨＮＯ3は何れも
電子産業用グレードのものである。
【００２３】
　この薬液槽内で、総量が１３ｋｇの多結晶シリコン塊をＰＰ製の籠に収納してエッチン
グを行い、流路（配管）の一部を冷却することで薬液槽内のエッチャントの上限温度を制
御した。なお、この冷却の構造は、特開２０１３－１４３５４９号公報（特許文献１）に
開示されているものと同様のものである。
【００２４】
　表１に、６条件下での薬液槽内のエッチャント温度とシミ発生の有無を調べた結果を纏
めた。この結果から、薬液槽内のエッチャント温度（上限）を３９℃以下に制御した条件
下ではシミの発生が認められない一方、これを超える温度の場合には、エッチャント温度
が高くなるほど褐色のシミ発生の程度も高くなっている。
【００２５】
【表１】

【００２６】
　なお、エッチャント温度が３９℃の場合、１２０秒のエッチングを行った際のエッチン
グ取り代は６０μｍであり、充分な取り代が確保できている。
【００２７】
　以上の結果に基づき、本発明者らは、エッチング液の温度を３９℃以下に制御しながら
エッチングを実行することが、充分な取り代が確保したうえでシミ発生を抑制することに
効果的であると結論付けた。
【００２８】
　［バルク中金属不純物濃度の表面金属不純物濃度への影響］
　続いて、エッチング工程中に、バルク中の金属不純物濃度が表面金属不純物濃度に及ぼ
す影響について、６条件を設定して調べた。何れの条件においても、エッチング液の上限
温度を３９℃に制御し、エッチャントの循環量（リットル/分）を薬液槽の体積（リット
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ル）の１．５に設定した。それ以外の条件は、上述のものとした。
【００２９】
　先ず、１バッチ目で、バルク中金属不純物濃度と表面金属不純物濃度の総量を評価すべ
く、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域をエッチングし、得
られた抽出液５．０ｍｌを清浄なテフロン（登録商標）容器に分取し８５±５℃の温度範
囲にて蒸発乾固させ、１ｗｔ％－硝酸水溶液１．０ｍｌを加え定容化してＩＣＰ－ＭＳ測
定を行った。
【００３０】
　分析対象の金属元素は、Ｌｉ、Ｂ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐ、Ｋ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｍｏ、Ｓｎ、Ｗ、Ｐｂとし、Ｐ分析にはAgilent社
製のＩＣＰ－ＭＳ/ＭＳ装置（8800）を用い、それ以外の金属元素分析にはAgilent社製の
ＩＣＰ－ＭＳ装置（7500CS）を用いた。
【００３１】
　これに続き、２バッチ目で、バルク中金属不純物濃度の総量を評価すべく、フッ酸と硝
酸の混合水溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域をエッチングし、上記と同様に、抽
出液５．０ｍｌを清浄なテフロン（登録商標）容器に分取し８５±５℃の温度範囲にて蒸
発乾固させ、１ｗｔ％－硝酸水溶液１．０ｍｌを加え定容化してＩＣＰ－ＭＳ測定を行っ
た。
【００３２】
　表２は、Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎの６種のバルク中の金属不純物濃度の総
量、上記６種の金属不純物のバルク中濃度と表面濃度の総量、および
Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎのうちで最も高い濃度を示した元素の濃度を纏めた
表である。なお、濃度の単位は何れもｐｐｔｗである。
【００３３】
【表２】

【００３４】
　実施例４～６のものは何れも、金属元素の１元素の最大値が１００ｐｐｔｗ未満、上記
６元素（Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ）の合計濃度が１００ｐｐｔｗ未満であり
、実施例４のものでは６元素の合計濃度が８０ｐｐｔｗ未満となっている。
【００３５】
　この表に示した結果から、バルク中金属不純物濃度が高い程、表面金属不純物濃度も高
くなる傾向が読み取れる。これは、エッチング中にエッチャントに溶けだしたバルク中金
属不純物元素が、加算され定量されたものである。
【００３６】
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　［エッチャントの循環流量が金属不純物量に及ぼす影響］
　続いて、エッチャントの循環流量が金属不純物量に及ぼす影響について、６条件を設定
して調べた。何れの条件においても、エッチング液の上限温度を３９℃に制御し、エッチ
ャントの循環量（リットル/分）を薬液槽の体積（リットル）の０．８～１．７の範囲で
設定した。それ以外の条件は、上述のものとした。
【００３７】
　先ず、１バッチ目で、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域
をエッチングし、続いて、２バッチ目で、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくと
も２０μｍの領域をエッチングし、上記と同様に、抽出液５．０ｍｌを清浄なテフロン（
登録商標）容器に分取し８５±５℃の温度範囲にて蒸発乾固させ、１ｗｔ％－硝酸水溶液
１．０ｍｌを加え定容化してＩＣＰ－ＭＳ測定を行った。
【００３８】
　表３は、Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎの６種のバルク中の金属不純物濃度の総
量、Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎのうちで最も高い濃度を示した元素の濃度、お
よび、これらをＣＺシリコン結晶育成用の原料として用いた際の歩留り（％）を纏めた表
である。なお、取代の単位はμｍであり、濃度の単位は何れもｐｐｔｗである。
【００３９】
【表３】

【００４０】
　実施例７～９のものは何れも、金属元素の１元素の最大値が１００ｐｐｔｗ未満、上記
６元素（Ｎａ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ）の合計濃度が１００ｐｐｔｗ未満であり
、実施例７のものでは６元素の合計濃度が８０ｐｐｔｗ未満となっている。
【００４１】
　そして、実施例７～９のものは何れも、ＣＺ歩留りが１００％であり、その純度の高さ
の結果として、極めて良好な歩留りを示している。
【００４２】
　［エッチャントの循環流量がカーボン不純物量に及ぼす影響］
　続いて、エッチャントの循環流量がカーボン不純物量に及ぼす影響について、６条件を
設定して調べた。何れの条件においても、エッチング液の上限温度を３９℃に制御し、エ
ッチャントの循環量（リットル/分）を薬液槽の体積（リットル）の０．８～１．７の範
囲で設定した。それ以外の条件は、上述のものとした。
【００４３】
　先ず、１バッチ目で、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域
をエッチングし、続いて、２バッチ目で、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくと
も２０μｍの領域をエッチングし、得られた多結晶シリコン塊の表面に付着した有機物を
、密閉容器内に不活性ガスを通気しながら加熱温度を３５０℃に上げて追い出し、吸着剤
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に吸着させた。
【００４４】
　なお、この吸着剤は、Ｔｅｎａｘ－ＴＡであり、これは、２，６－ジフェニル－ｐ－フ
ェニレンオキサイドをベースにした弱極性のポーラスポリマービーズであり、表面積が３
５ｍ2／ｇ、ポア面積２．４ｃｍ2／ｇ、平均ポアサイズ２００ｎｍ、比重は０．２５ｇ／
ｃｍ3である。
【００４５】
　その後、吸着剤を加熱し成分を脱着させ、ＧＣ－ＭＳに導入しカーボン成分の定量を行
った。
【００４６】
　吸着条件は下記のとおりである。
　・試料量：５ｇ
　・試料の大きさ：長径２０～３０ｍｍ、短径５～１０ｍｍ
　・試料加熱温度と時間：２５０℃×１０分
　・通気ガス種類：ヘリウム（５０ｍｌ/分）
　・放出成分の捕捉：－６０℃（液体窒素）
　・吸着剤の加熱（脱着）：昇温速度は－６０℃～２５０℃を２５秒
【００４７】
　また、ＧＣ－ＭＳ測定条件は下記のとおりである。
　・装置名：アジレント社製、５９７５Ｃ－ＭＳＤ
　・分離カラム：アジレント社製、ＨＰ―５ＭＳ、２５ｍ×０．２ｍｍ径、膜厚０．３３
μｍ
　・温度条件：５０℃×５分→３００℃（＋１０℃/分）
　・注入口：３００℃（スプリット比＝２０：１）
　・キャリアーガス流量：ヘリウム１ｍｌ/分
　・質量分析検出器：ＥＩ（電子衝撃イオン化）モード
【００４８】
　一方、表面とバルクのカーボンの総計の測定は、１９ｍｍ径×１４０ｍｍの棒状のサン
プルをエッチングの籠に挿入し、エッチングが終了後に取り出し、小型ＦＺ装置により単
結晶化後、赤外線吸収法により測定した。
【００４９】
　表４は、表面のカーボン不純物濃度、表面とバルクのカーボン不純物の総計、および、
これらの多結晶シリコン塊をＣＺシリコン結晶育成用の原料として用いた際の結晶中のカ
ーボン濃度を纏めた表である。なお、取代の単位はμｍであり、表面のカーボン不純物濃
度と表面とバルクのカーボン不純物の総計の単位は何れもｐｐｔｗであり、ＣＺシリコン
結晶中のカーボン濃度の単位はｐｐｂａである。
【００５０】
【表４】

【００５１】
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　実施例１０～１２のものは何れも、ＣＺ結晶中のカーボン濃度が５ｐｐｂａ未満となり
、極めて良好な結果を示している。
【００５２】
　表面の有機物については、エッチングが不完全であったり、エッチング後の環境、ハン
ドリング、梱包材料からのコンタミネーションにより、多くの有機物を吸着、付着してい
る。これらの表面の有機物は、バルクとしてのカーボンとともに単結晶製造時に取り込ま
れるために、金属元素同様、両方の濃度を低減化する必要がある。
【００５３】
　以上の結果に基づき、本発明では、多結晶シリコン塊の表面から少なくとも３０μｍの
領域を、フッ酸と硝酸の混合水溶液でエッチングし、該エッチングで得られた抽出液を分
析して得られた不純物濃度が、金属元素の１元素につき１００ｐｐｔｗ未満であり、カー
ボン濃度につき１０ｐｐｂｗ未満である場合に清浄と判定する。
【００５４】
　従って、フッ酸と硝酸の混合水溶液で表面から少なくとも３０μｍの領域をエッチング
して得られた抽出液を分析して得られた不純物濃度が、金属元素の１元素につき１００ｐ
ｐｔｗ未満であり、カーボン濃度につき１０ｐｐｂｗ未満である、多結晶シリコン塊を得
ることができる。
【００５５】
　条件の選定により、６元素の合計濃度が１００ｐｐｔｗ未満、好ましくは、８０ｐｐｔ
ｗ未満とすることができる。
【００５６】
　本発明では、エッチング液の循環量（リットル/分）を薬液槽の体積（リットル）の１
．３以上としてエッチングを実行する。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明により、ＣＺ法による単結晶シリコンの製造原料として好適な多結晶シリコン塊
を判定・選別することを可能とするための手法が提供される。



(9) JP 6329920 B2 2018.5.23

10

フロントページの続き

    審査官  廣野　知子

(56)参考文献  特開２０１３－１４３５４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３２８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６８０７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１９５５５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１４８４５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１９５６３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４０２９８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０１Ｂ　　３３／００－３３／１９３
              Ｃ３０Ｂ　　　１／００－３５／００
              Ｇ０１Ｎ　　２７／６０－２７／７０
              Ｇ０１Ｎ　　２７／９２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

