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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　（1）　第１特定純度の二酸化ケイ素を含有する特純石英鉱石を原料として選択する
ステップと、
　　（2）　石英鉱石を洗浄（Ｃｌｅａｎｉｎｇ）するステップと、
　　（3）　石英鉱石を粉砕（Ｃｏｍｍｉｎｕｔｉｏｎ）するステップと、
　　（4）　光学分析装置で特定の粒度の石英鉱石を正確に選択するステップと、
　　（5）　石英鉱石を浄化（Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）し、第２特定純度の二酸化ケ
イ素を含有させ、かつ特定含有量のホウ素およびリンを含有させるステップと、
　　（6）　石英鉱石を溶鉱炉に入れ、特定温度の高温で石英鉱石を溶融させるステップ
と、
　　（7）　純炭素還元剤を加え、炭素熱還元法（Ｃａｒｂｏｔｈｅｒｍａｌ　Ｒｅｄｕ
ｃｔｉｏｎ）および反応純化（Ｐｏｓｔ－ｒｅｆｉｎｉｎｇ）を行い、溶融した石英鉱石
と該純炭素還元剤とを反応させて液体シリコンを得るステップと、
　　（8）　該溶鉱炉底部のバルブを介して該液体シリコンを収容タンクに流し込むステ
ップと、
　　（9）　該収容タンクにおいて、酸素でエアブロー除湿法（Ｍｏｉｓｔ　Ｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ　Ｇａｓ　Ｂｌｏｗｉｎｇ）を行い、液体シリコンの不純物を除去するステップ
と、
　　（10）　収容タンクにおいて、スラグ処理法（Ｓｌａｇ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ）で液体
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シリコンの不純物をさらに除去し、液体シリコンに第３特定純度のケイ素を含有させるス
テップと、
　　（11）　液体シリコンを結晶成長炉の鋳造品領域に注入し、該鋳造品領域において、
方向性凝固法（Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）で液体シリコ
ンを固化させ、第４特定純度のケイ素を含有する固体ケイ素を得るステップと、
　　を含む高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項２】
ステップ（１）に記載の該第１特定純度が９９．９９％～９９．９９９％である請求項１
に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項３】
ステップ（１）に記載の該石英鉱石がケイ砂である請求項１に記載の高純度シリコン材料
の製造方法。
【請求項４】
ステップ（４）に記載の該特定粒度が２０ｍｍ～８０ｍｍである請求項１に記載の高純度
シリコン材料の製造方法。
【請求項５】
ステップ（４）に記載の該特定粒度の石英鉱石は、白色または乳白色の外観を呈する必要
がある請求項１に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項６】
ステップ（５）に記載の該浄化（Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）方法が、
　　（5.1）　該石英鉱石を脱イオン水でより分けるステップと、
　　（5.2）　石英鉱石を研磨するステップと、
　　（5.3）　石英鉱石をろ過し、不純物をろ過するステップと、
　　（5.4）　酸性溶液を用いて、石英鉱石を酸洗するステップと、
　　（5.5）　酸洗後の石英鉱石を、再び脱イオン水で洗浄し、酸性溶液の成分を除去す
るステップと、
　　（5.6）　洗浄後の石英鉱石を乾燥するステップと、
　　（5.7）　乾燥後の石英鉱石をさらに乾燥し、結晶状を形成するステップと、
　　をさらに含む請求項１に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項７】
ステップ（５．４）に記載の該酸性溶液は、硫酸と、水酸化アンモニウムと、エチレンジ
アミン四酢酸との混合液、酸性過酸化物混合液およびジメチル酸から１つを選んで使用す
る請求項６に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項８】
ステップ（５）に記載の該第２特定純度が９９．９９９％～９９．９９９９９％である請
求項１に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項９】
ステップ（５）に記載の該特定含有量が１ｐｐｍ未満である請求項１に記載の高純度シリ
コン材料の製造方法。
【請求項１０】
ステップ（６）に記載の該溶鉱炉がアーク炉（Ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ　Ａｒｃ　Ｆｕｒｎａ
ｃｅ，ＳＡＦ）およびろ過設備により構成され、該アーク炉は、少なくともさらに坩堝と
、少なくとも１つの電極棒と、バルブとにより構成される請求項１に記載の高純度シリコ
ン材料の製造方法。
【請求項１１】
ステップ（６）に記載の該特定温度の高温が１５００℃～１８００℃である請求項１に記
載の高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項１２】
ステップ（７）に記載の純炭素還元剤が、気体のガスブラック（Ｇａｓ　ｂｌａｃｋ）に
より構成される請求項１に記載の高純度シリコン材料の製造方法。
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【請求項１３】
ステップ（７）において、セルロース材料と、有機炭素材料とをさらに加え、炭素熱還元
法および反応純化の反応を行うことができる請求項１に記載の高純度シリコン材料の製造
方法。
【請求項１４】
ステップ（１０）に記載の該第３特定純度が９９．９９９％以上である請求項１に記載の
高純度シリコン材料の製造方法。
【請求項１５】
ステップ（１１）に記載の該第４特定純度が９９．９９９９％以上である請求項１に記載
の高純度シリコン材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン材料の製造方法を開示し、特に高純度シリコン材料製造用の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子産業で最も重要な半導体材料は、ケイ素（Ｓｉ）である。現在、ケイ素製素子の販
売量は、世界の半導体素子販売量の約９５％を占める。ケイ素は、地殼中の含有量が約２
８％であり、酸素に次ぐ元素であるが、自然界において、ケイ素が元素で存在することは
絶対にない。ケイ素は非常に優れた機械的特性を有し、天性の誘電体－二酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ2）がある。天然のケイ素は、シリカ（ｓｉｌｉｃａ，不純なＳｉＯ2）およびケイ酸
塩（ｓｉｌｉｃａｔｅ）の形態で存在する。ケイ素のバンドギャップ（ｅｎｅｒｇｙ　ｇ
ａｐ）は、１．１　ｅＶであり、大きさがちょうどよく、ケイ素素子は１５０℃以内で動
作可能である。二酸化ケイ素は、水に溶けず、平面工程技術により、トランジスタまたは
集積回路を製造することができる。近代の人類の文明史は、正にシリコン時代（Ｓｉｌｉ
ｃｏｎ　ａｇｅ）ということができる。
【０００３】
　金属級シリコン（Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ－Ｇｒａｄｅ　Ｓｉ，ＭＧ－Ｓｉ）は、
太陽電池の材料であり、主に単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンの
３種類に大きく分けることができる。多結晶シリコンまたは単結晶シリコンを製造する製
錬原料は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）の結晶体である高純度（＞９７％）のケイ砂を主と
する。このケイ砂からケイ素を還元することが、高純度多結晶シリコン製造の最初のステ
ップである。生産プロセスは、ケイ砂、コークス（Ｃｏｋｅ）、石炭（Ｃｏａｌ）および
木屑（ｗｏｏｄ）などの原料を混合し、黒鉛アークの加熱還元炉の中に置き、１，５００
～２，０００℃の高温で加熱し、酸化ケイ素をケイ素に還元するものである。主な化学反
応は次のとおりである。
ＳｉＯ2＋Ｃ→Ｓｉ＋ＣＯ2

ＳｉＯ2＋２Ｃ→Ｓｉ＋２ＣＯ
【０００４】
　このとき、冶金製錬シリコンの純度は約９８％前後であり、すなわち金属級シリコンで
ある。この純度のシリコンが太陽電池または半導体産業規格の要求に達するには、さらに
純化が必要である。
【０００５】
　前記金属級シリコンの従来の工程においては、製錬プロセスで二酸化炭素（ＣＯ2）ガ
スが生成される。二酸化炭素ガスは、高温下で毒性が生まれ、脳神経を破壊する虞があり
、二酸化炭素ガスが空気中に排出されると、環境の破壊がもたらされる。そのため、新し
い技術を開発し、化学的な方法で金属級シリコンを製錬することを減らし、二酸化炭素ガ
スの生成を製錬させる必要がある。
【０００６】
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　次に、金属級シリコンを精錬し、電子級シリコンを製造する。この電子級シリコンは、
多結晶シリコンの構造に属し、純度は９９．９９９９％である。すなわち、６Ｎ以上であ
り、不純物は１ｐｐｍ未満でなければならない。多結晶シリコンの生産技術は、従来のシ
ーメンス法が最も有名であり、全部で３つのステップに分かれる。
【０００７】
ステップ１：Ｓｉ＋３ＨＣｌ→ＨＳｉＣｌ3＋Ｈ2

　塩化反応（Ｃｈｌｏｒｉｎａｔｉｏｎ）でトリクロロシラン（Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｓｉ
ｌａｎｅ，ＴＣＳ，化学式はＨＳｉＣｌ3）を合成する。操作方法は、流動床（ｆｌｕｉ
ｄｉｚｅｄ　ｂｅｄ）炉内で、金属級シリコンと塩化水素（ＨＣｌ）とを塩化銅（ＣｕＣ
ｌ）觸媒作用の下で完成させるものである、反応生成物は、トリクロロシラン以外に、そ
の他の塩化ケイ素（ＳｉＨ2Ｃｌ2またはＳｉＣｌ4）がある。
【０００８】
ステップ２：ＨＳｉＣｌ3（純度＞９８％）→ＨＳｉＣｌ3（純度＞６Ｎ）
　蒸留方式で高純度のトリクロロシランを抽出し、少なくとも２つの蒸留塔を必要とする
。
【０００９】
ステップ３：ＨＳｉＣｌ3＋Ｈ2→Ｓｉ＋３ＨＣｌ
　分解反応（Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）は、トリクロロシランを高温分解炉に入れ、
水素の作用の下で、トリクロロシランが分解されケイ素となり、高温分解炉内のＵ型シリ
コンインゴットに堆積させるものである。トリクロロシランの分解温度は１，１００℃で
あるため、Ｕ型シリコンインゴットを電極で加熱すると、インゴット内の温度は１，５０
０℃に達する。トリクロロシランが分解炉壁に堆積することを防止し、操作しにくくなる
ことを防止するため、分解炉壁の外を大量の冷却水で降温する必要がある。
【００１０】
　前記塩化反応方式で多結晶シリコンの精錬を行う従来のシーメンス法は、以下の長所を
有する。（１）技術が成熟しており、操作の信頼性が高く、製品がすでに半導体級の要求
に達している。（２）ケイ素をトリクロロシランに転化する効率が高い。（３）塩化反応
の温度、圧力が高くない。現在、世界の多結晶シリコンの生産は、ほとんどが従来のシー
メンス法を採用している（７５％を超える）。但し、下記の欠点も有する。（１）消費電
力が高く、かつ塩化水素（ＨＣｌ）の取得と使用処理能力を必要とする。（２）塩化反応
の副生成物である塩化ケイ素（ＳｉＣｌ４）は、高汚染毒性を有する物質であり、処理が
難しく、近隣地域を汚染しているという話がよく聞かれる。（３）工程の操作プロセスに
おける危険性が高い。（４）工程のフローの操作が容易でない。（５）この工程を使用す
るには、純化プロセスに高いライセンス料を支払う必要がある。
【００１１】
　塩化反応方式の従来のシーメンス法に対し、改良シーメンス法など、国際的にすでに多
くの改良技術がある。この工程の最初のステップは、塩化反応の代わりに塩化水素反応（
Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｎａｔｉｏｎ）を行うことである。すなわち、先ず塩化ケイ素を
取得し（または購入し）、金属級シリコンと塩化ケイ素とを、水素の作用の下で、塩化水
素反応を経てトリクロロシランを生成する。化学反応式は、
Ｓｉ＋ＳｉＣｌ4→２ＨＳｉＣｌ3

である。その後のステップは、塩化反応方式の従来のシーメンス法と同じく、蒸留と分解
である。この塩化水素反応方式の改良シーメンス法は、下記の長所を有する。（１）投資
コストが比較的低い。（２）塩化水素反応の消費電力が比較的低い。欠点は、塩化水素の
反応温度および圧力が比較的高く、爆発しやすく、１回目のケイ素からトリクロロシラン
への転化良率が比較的低いなどである。
【００１２】
　電子級シリコンの精錬プロセスにおいて、従来のシーメンス法を例とする。第３ステッ
プは、トリクロロシランを高温でケイ素に分解すると同時に、シリコンインゴットを製造
するものであり、このステップは、通常、結晶成長または結晶引上と呼ばれる。弛まぬ研
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究と開発の下で、各種の結晶成長法およびその結晶成長炉が開発されている。なかでも、
チョクラルスキー結晶成長法およびチョクラルスキー結晶成長炉が、広範に使用されてい
る結晶成長方法の１種である。チョクラルスキー結晶成長法は、ケイ素原料を坩堝内に入
れ、加熱してケイ素を溶融させ、種結晶（ｓｅｅｄ）に導かれ、引上装置でインゴット（
ｉｎｇｏｔ）をゆっくりと引き上げ、固相－液相の界面をもたらす。インゴットの直径が
大きいほど、引き上げ速度が遅くなり、８インチのウェハのインゴットには、約１～２日
が必要である。インゴット成長時に、不純物の原子が液相に向かう傾向があるため、大多
数の不純物が液相に追いやられ、インゴットの末端に残り、最後に切除して廃棄すること
ができる。この技巧はゾーン精製と呼ばれ、シリコンインゴットの純度も同時に高まる。
こうしたチョクラルスキー結晶成長法の欠点は、結晶成長に費やす時間が長すぎると同時
に、多くの電力も消費するため、効率が充分によくなく、改良の余地がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　このため、比較的少ない化学方法を利用して低汚染の製造プロセスを行い、新しい結晶
成長方法を利用して結晶成長の所要時間を短縮すると同時に、電力の使用を節減し、公知
技術の課題を解決する新しい多結晶シリコン工程技術を提供する必要がある。
【００１４】
　前記の課題と欠点に鑑み、発明者は長年の経験を積み重ね、想像力と創造力を発揮し、
試作と修正を行った後、本発明の高純度シリコン材料の製造方法を生み出した。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の第１の目的は、二酸化ケイ素をケイ素に還元する工程が、炭素熱還元法を利用
したものである高純度シリコン材料の製造方法を提供することである。この炭素熱還元法
は、従来の高重金属含有量のタール炭または粘結炭の代わりに、特殊な成分の純炭素還元
剤を使用し、従来の木屑の代わりに特殊な成分のセルロースおよびその他の有機炭素材料
を使用するものである。こうした炭素熱還元法の工程の下で、従来の工程の汚染、エネル
ギー消費および危険が高いなどの欠点を防止することができる。
【００１６】
　本発明の第２の目的は、革新的な製造プロセスおよび原料設備を利用した高純度シリコ
ン材料の製造方法を提供することである。二酸化ケイ素からシリコンを還元し、インゴッ
ト結晶成長の完了までの全工程に３６時間もかからず、従来の４６時間以上に比べ、本発
明は、多くの電力を節減することができ、多結晶シリコンの生産効率も高めることができ
る。
【００１７】
　本発明の第３の目的は、二酸化ケイ素原料は直接採掘粒度が比較的小さく、かつ純度が
比較的高いケイ砂であり、さらに粉砕方法を利用してケイ砂の粒度をナノレベルに向かわ
せる高純度シリコン材料の製造方法を提供することである。粒度が比較的大きいケイ石は
、比較的多くの不純物を含有するため、その後の純化が比較的困難である。本発明で提供
する方法によって、二酸化ケイ素純化の難度を下げると同時に、二酸化ケイ素原料の純度
を高めることができる。
【００１８】
　本発明の第４の目的は、還元の前にケイ砂原料を先に浄化するステップを行う高純度シ
リコン材料の製造方法を提供することである。このステップは、特別な酸洗プロセスを利
用して、不純物の含有量を大幅に減らし、二酸化ケイ素純化の難度を下げると同時に、二
酸化ケイ素原料の純度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の好ましい実施例の高純度シリコン材料製造方法のフローチャートである
。
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【図２】本発明の前記好ましい実施例の石英鉱石浄化のフローチャートである。
【図３】石英鉱石の裂け目の概略図である。
【図４】本発明の好ましい実施例の溶鉱炉構造の概略図である。
【図５】二酸化ケイ素と炭素の反応の自由エネルギー変化の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の特徴、製造方法およびその長所をさらに理解することができるようにするため
、好ましい具体的な実施例で下記のとおり詳細に説明する。
【００２１】
　前記の目的と効果を達成するため、発明者は、ケイ素原料の選択、還元、純化および精
錬などのステップについて、公知技術とは異なる改良を行った。常に修正と調整を行い、
本発明の高純度シリコン材料の製造方法が生み出された。本発明の好ましい実施例の高純
度シリコン材料の製造方法について、本発明の技術的特徴および製造方法を詳細に説明す
る。
【００２２】
　図１は、本発明の前記好ましい実施例の高純度シリコン材料製造方法のフローチャート
であり、下記のステップを含む。
（1）　二酸化ケイ素の純度が９９．９９％～９９．９９９％の特純石英鉱石を原料とし
て選択する（ステップ１０１）。前記石英鉱石はケイ砂であり、この原料の純度は、従来
の石英鉱石原料の１００倍である。
（2）　石英鉱石を洗浄（Ｃｌｅａｎｉｎｇ）する（ステップ１０２）。
（3）　石英鉱石の裂け目に沿って無汚染の粉砕（Ｃｏｍｍｉｎｕｔｉｏｎ）を行う（ス
テップ１０３）。図３は、石英鉱石３００の裂け目３０１の概略図である。
（4）　光学分析装置で粒度が２０ｍｍ～８０ｍｍの石英鉱石を正確に選択する（ステッ
プ１０４）。石英鉱石は、白色または乳白色の外観を呈する必要がある。
（5）　石英鉱石を浄化（Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）し、二酸化ケイ素の純度を９９．
９９９％～９９．９９９９９％にする。ホウ素とリンの含有量は１ｐｐｍ未満とする（ス
テップ１０５）。図２に示すとおり、前記浄化方法は、さらに下記のステップを含む。
　　　　（5.1）　前記石英鉱石を脱イオン水でより分け、不純物の初歩的なろ過を行う
（ステップ２０１）。
　　　　（5.2）　石英鉱石を研磨する（ステップ２０２）。
　　　　（5.3）　石英鉱石をろ過し、不純物をろ過する（ステップ２０３）。
　　　　（5.4）　酸性溶液を用いて、石英鉱石を酸洗する（ステップ２０４）。前記酸
性溶液は、硫酸と、水酸化アンモニウムと、エチレンジアミン四酢酸との混合液、酸性過
酸化物混合液およびジメチル酸から１つを選んで使用する。
　　　　（5.5）　酸洗後の石英鉱石を、再び脱イオン水で洗浄し、酸性溶液の成分を除
去する（ステップ２０５）。
　　　　（5.6）　洗浄後の石英鉱石を乾燥する（ステップ２０６）。
　　　　（5.7）　乾燥後の石英鉱石をさらに乾燥し、結晶状を形成する（ステップ２０
７）。
（6）　浄化後の石英鉱石を溶鉱炉の中に入れる（図４参照）。前記溶鉱炉４００は、ア
ーク炉（Ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ　Ａｒｃ　Ｆｕｒｎａｃｅ，ＳＡＦ）４１０およびろ過設備
４２０により構成される。アーク炉４１０は、坩堝４３０と、電極棒４４０と、バルブ４
５０とにより構成される。高電流が電極棒４４０を通過すると、アークが電極棒４４０と
坩堝４３０表面との間に形成され、１５００℃～１８００℃の高温で、石英鉱石が溶融を
開始する（ステップ１０６）。溶鉱炉は、下記の特性を含む。（ａ）高周波で温度を制御
する。（ｂ）前記バルブは溶鉱炉の底部に設けられ、反応の生成物はこのバルブから出さ
れる。（ｃ）各種金属の溶錬に用いることができる。（ｄ）最高操作温度は１８００℃と
する。
（7）　純炭素還元剤と、セルロース材料と、有機炭素材料とを加え、炭素熱還元法（Ｃ
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ａｒｂｏｔｈｅｒｍａｌ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）および反応純化（Ｐｏｓｔ－ｒｅｆｉｎ
ｉｎｇ）を行う。溶融した石英鉱石と純炭素還元剤とを反応させ、液体シリコンを得る（
ステップ１０７）。前記純炭素還元剤は、気体のガスブラック（Ｇａｓ　ｂｌａｃｋ）に
より構成される。気体の純炭素還元剤は、固体の純炭素還元剤よりもさらに高純度の炭素
を含有し、高純度の炭素は、ケイ素の還元反応をさらに完全なものとし、ケイ素生成物の
純度もさらに高いものとする。このステップにおいて、詳細な反応プロセスは下記を含む
。
　　　　（7.1）　溶融したケイ石と炭素を反応させ、一酸化ケイ素を形成する。
　　　　（7.2）　一酸化ケイ素をさらに炭素と反応させ、固体の炭化ケイ素を形成する
。
　　　　（7.3）　炭化ケイ素を溶融したケイ石と反応させ、液体のケイ素および一酸化
ケイ素を形成し、一酸化ケイ素をさらにステップ（７．２）の反応で使用し、循環反応を
続ける。
　　　　この３つのステップの化学総反応式は、
　　　　　　　ＳｉＯ2＋２Ｃ→Ｓｉ＋２ＣＯ＋ＳｉＯ
　　　　である。このステップで生成される一酸化炭素は、前記セルロース材料および前
記有機炭素材料により順調に排出される。一部の一酸化ケイ素が脱離し、炭素と循環反応
を続ける。さらに酸素と反応し、高純度の二酸化ケイ素（９９．９９９９９％以上）を形
成し、ろ過設備においてろ過した後、副生成品として収集される。この化学反応式は、
　　　　　　　２ＳｉＯ＋Ｏ2→２ＳｉＯ2

　　　　である。
（8）　溶鉱炉底部のバルブを介して液体シリコンを外部の収容タンクに流し込む（ステ
ップ１０８）。
（9）　前記収容タンクにおいて、酸素でエアブロー除湿法（Ｍｏｉｓｔ　Ｒｅｄｕｃｔ
ｉｏｎ　Ｇａｓ　Ｂｌｏｗｉｎｇ）を行い、液体シリコンの不純物を除去する（ステップ
１０９）。
（10）　収容タンクにおいて、スラグ処理法（Ｓｌａｇ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ）で液体シリ
コンの不純物をさらに除去し、ケイ素の純度を９９．９９９％以上にする（ステップ１１
０）。この純度のケイ素は、ＸＭＧ－Ｓｉと呼ぶことができる。
（11）　液体シリコンを結晶成長炉の鋳造品領域に注入し、前記鋳造品領域において、方
向性凝固法（Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）で液体シリコン
を固化させ、ケイ素純度が９９．９９９９％以上の固体多結晶シリコンを得る（ステップ
１１１）。この純度のケイ素は、ＳｏＧ－Ｓｉと呼ぶことができる。前記結晶成長炉は、
下記の特性を含む。（ａ）効率が高く、迅速な溶錬周期。（ｂ）結晶成長炉底部から材料
の注入および排出を行うため、操作および保守が容易である。（ｃ）自動温度制御し、ゾ
ーンごとに鉛直勾配で加熱冷却する。（ｄ）異なるプログラムを設定し、異なる材料の加
熱溶錬を満たすことができる。
【００２３】
　前記の本発明の高純度シリコン材料の製造方法において、各ステップの操作条件とパラ
メータを最適化して調整した後、下記のステップを含む最も好ましい実施例の高純度シリ
コン材料の製造方法を得ることができた。
（1）　二酸化ケイ素の純度が９９．９９９％の特純石英鉱石を原料として選択した。前
記石英鉱石はケイ砂とした。
（2）　石英鉱石を洗浄（Ｃｌｅａｎｉｎｇ）した。
（3）　石英鉱石の裂け目に沿って無汚染の粉砕（Ｃｏｍｍｉｎｕｔｉｏｎ）を行った。
（4）　光学分析装置で粒度が５０ｍｍの石英鉱石を正確に選択した。石英鉱石は、白色
または乳白色の外観を呈する必要がある。
（5）　石英鉱石を浄化（Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）し、二酸化ケイ素の純度を９９．
９９９９９％にした。ホウ酸とリンの含有量は０．５ｐｐｍとした。前記浄化方法は、さ
らに下記のステップを含む。
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　　　　　（5.1）　前記石英鉱石を脱イオン水でより分け、不純物の初歩的なろ過を行
った。
　　　　　（5.2）　石英鉱石を研磨した。
　　　　　（5.3）　石英鉱石をろ過し、不純物をろ過した。
　　　　　（5.4）　酸性溶液を用いて、石英鉱石を酸洗した。前記酸性溶液は、硫酸と
した。
　　　　　（5.5）　酸洗後の石英鉱石を、再び脱イオン水で洗浄し、酸性溶液の成分を
除去した。
　　　　　（5.6）　洗浄後の石英鉱石を乾燥した。
　　　　　（5.7）　乾燥後の石英鉱石をさらに乾燥し、結晶状を形成した。
（6）　浄化後の石英鉱石を溶鉱炉の中に入れ、１６５０℃の高温で石英鉱石の溶融を開
始した。
（7）　純炭素還元剤と、セルロース材料と、有機炭素材料とを加え、炭素熱還元法（Ｃ
ａｒｂｏｔｈｅｒｍａｌ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）および反応純化（Ｐｏｓｔ－ｒｅｆｉｎ
ｉｎｇ）を行った。溶融した石英鉱石と純炭素還元剤とを反応させ、液体シリコンを得た
。このステップにおいて、詳細な反応プロセスは下記を含む。
　　　　　（7.1）　溶融したケイ石と炭素を反応させ、一酸化ケイ素を形成した。
　　　　　（7.2）　一酸化ケイ素をさらに炭素と反応させ、固体の炭化ケイ素を形成し
た。
　　　　　（7.3）　炭化ケイ素を溶融したケイ石と反応させ、液体のケイ素および一酸
化ケイ素を形成し、一酸化ケイ素をさらにステップ（７．２）の反応で使用し、循環反応
を続けた。
　　この３つのステップの化学総反応式は、
　　　　　ＳｉＯ2＋２Ｃ→Ｓｉ＋２ＣＯ＋ＳｉＯ
　　である。このステップで生成される一酸化炭素は、前記セルロース材料および前記有
機炭素材料により順調に排出された。一部の一酸化ケイ素が脱離し、炭素と循環反応を続
けた。さらに酸素と反応し、高純度の二酸化ケイ素（９９．９９９９９％以上）を形成し
、ろ過設備においてろ過した後、副生成品として収集した。この化学反応式は、
　　２ＳｉＯ＋Ｏ2→２ＳｉＯ2

　　である。
（1）　溶鉱炉底部のバルブを介して液体シリコンを外部の収容タンクに流し込んだ。
（2）　前記収容タンクにおいて、酸素でエアブロー除湿法（Ｍｏｉｓｔ　Ｒｅｄｕｃｔ
ｉｏｎ　Ｇａｓ　Ｂｌｏｗｉｎｇ）を行い、液体シリコンの不純物を除去した。
（3）　収容タンクにおいて、スラグ処理法（Ｓｌａｇ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ）で液体シリ
コンの不純物をさらに除去し、ケイ素の純度を９９．９９９％にした。この純度のケイ素
は、ＸＭＧ－Ｓｉと呼ぶことができる。
（4）　液体シリコンを結晶成長炉の鋳造品領域に注入し、前記鋳造品領域において、方
向性凝固法（Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）で液体シリコン
を固化させ、ケイ素純度が９９．９９９９％の固体多結晶シリコンを得た。この純度のケ
イ素は、ＳｏＧ－Ｓｉと呼ぶことができる。
【００２４】
　次に、図５は、二酸化ケイ素と炭素の反応の自由エネルギー変化の概略図である。化学
反応の自由エネルギー変化ΔＧは、非常に重要な指標であり、化学反応でΔＧ＜０である
場合、この反応が放出するエネルギー量は周囲の抵抗を克服するのに充分であり、反応は
順調に生成物の方向に行われ、自発的な反応であることを示す。化学反応でΔＧ＞０であ
る場合、反応で生成されるエネルギー量は抵抗を克服するのに不充分であり、反応は自然
に発生することができない。しかも、このとき逆反応でΔＧ＜０であり、反応は逆方向に
行われる。化学反応でΔＧ＝０である場合、反応が平衡状態にあることを示し、正方向と
逆方向の反応の推進力が等しい。図５に示すように、ケイ素の融点は１６８３℃であり、
二酸化ケイ素と炭素の反応でΔＧ＝０である温度は、１６８３℃から２０００℃の間であ
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８００℃の高温で石英鉱石を溶融し還元反応を行うとしている。これは、自由エネルギー
変化ΔＧにより設定された反応温度である。
【００２５】
　前記の一連の製造プロセスにより、高純度の多結晶シリコンを製造することができる。
高純度の多結晶シリコンは、半導体産業および太陽エネルギーオプトエレクトロニクス産
業に応用することができ、非常に潜在性を有する材料である。本発明の工程は、従来のシ
ーメンス法およびチョクラルスキー結晶成長法に比べ、工程が比較的簡単であるため、コ
ストが比較的低く、確実に発展の潜在性を有する。本発明の工程は、下記の長所を有する
。
（1）　本発明の工程における炭素熱還元法は、従来の高重金属含有量のタール炭または
粘結炭の代わりに特殊な成分の純炭素還元剤を使用し、従来の木屑の代わりに特殊な成分
のセルロースおよびその他の有機炭素材料を使用し、従来の工程の汚染、エネルギー消費
および危険が高いなどの欠点を防止することができる。
（2）　本発明の工程は、３６時間もかからずに高純度シリコンインゴットの製造を完了
することができ、従来の４６時間以上に比べ、本発明は、多くの電力を節減することがで
き、多結晶シリコンの生産効率も高めることができる。
（3）　本発明の二酸化ケイ素原料は直接採掘粒度が比較的小さく、かつ純度が比較的高
いケイ砂であるため、二酸化ケイ素純化の難度を下げると同時に、二酸化ケイ素原料の純
度を高めることができる。
（4）　本発明は、石英鉱石原料の浄化を行うステップで、酸洗方式を利用して不純物を
除去する。こうした酸洗方式は、わずかな化学原料のみを使用して処理を行うため、環境
に対する影響が非常に小さいと同時に、原料の汚染を減少させることができる。
【００２６】
　以上の実施例は、本発明の技術的な考え形と特徴を説明したのみであり、その目的は、
当業者が本発明の内容を理解し、これに基づき実施できるようにすることであり、本発明
の特許範囲を限定するものではない。本発明で開示した主旨に基づく同等の変更または修
正も、本発明の特許範囲内に含まれるものとする。
【００２７】
　発明者は常に構想し修正することにより、最終的に本発明の設計を得た。前記の多くの
長所を有し、実に優れた発明であり、特許出願の要件に適合する。
【符号の説明】
【００２８】
１０１～１１１　本発明の好ましい実施例の製作方法のプロセス番号
２０１～２０７　本発明の前記好ましい実施例の石英鉱石浄化プロセスの番号
３００　石英鉱石
３０１　裂け目
４００　溶鉱炉
４１０　アーク炉
４２０　ろ過設備
４３０　坩堝
４４０　電極棒
４５０　バルブ
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