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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）前面がＳｉＯｘもしくは窒化ケイ素からなる反射防止層を含む、前面および裏面を
含む半導体を提供し；
　ｂ）酸官能基を有する水素化ロジン樹脂の１種以上、および１種以上の脂肪酸を含むホ
ットメルトインクレジストであって、少なくとも１９０の酸価を有するホットメルトイン
クレジストを反射防止層に選択的に適用し；並びに
　ｃ）１種以上の無機酸、およびエッチング組成物に基づいて４０体積％～８０体積％の
１種以上のポリオールであって、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピ
レングリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコール、ポリブチレングリコ
ール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコールおよびグリセリンから選択さ
れる１種以上のポリオールを含むエッチング組成物を半導体に適用して、半導体反射防止
層の露出部分をエッチング除去し、同時にアンダーカットを抑制する：
ことを含む方法。
【請求項２】
　水素化ロジン樹脂がアビエチン酸もしくはピマル酸から生じる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　水素化ロジン樹脂が少なくとも１０重量％の量で含まれる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　脂肪酸が少なくとも６０重量％の量で含まれる請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　無機酸がフッ化水素、硫酸もしくは塩酸から選択される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　エッチング組成物が１種以上のアンモニウム化合物をさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　ホットメルトインクジェットレジストが９５℃以下の温度で選択的に適用される請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　エッチング剤が室温～５０℃で適用される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ａ）前面がドープエミッタ層を含む、前面および裏面を含む半導体を提供し；
　ｂ）酸官能基を有する水素化ロジン樹脂の１種以上、および１種以上の脂肪酸を含むホ
ットメルトインクレジストであって、少なくとも１９０の酸価を有するホットメルトイン
クレジストをドープエミッタ層に選択的に適用し；並びに
　ｃ）１種以上の無機酸、およびエッチング組成物に基づいて４０体積％～８０体積％の
１種以上のポリオールであって、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピ
レングリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコール、ポリブチレングリコ
ール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコールおよびグリセリンから選択さ
れる１種以上のポリオールを含むエッチング組成物を半導体に適用して、ドープエミッタ
層の露出部分をエッチング除去し、同時にアンダーカットを抑制する：
ことを含む方法。
【請求項１０】
　水素化ロジン樹脂がアビエチン酸もしくはピマル酸から生じる請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　無機酸がフッ化水素、硫酸もしくは塩酸から選択される請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　エッチング組成物が１種以上のアンモニウム化合物をさらに含む、請求項９に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は実質的に均一に寸法形成された電流トラックを半導体上に形成する方法に関す
る。より具体的には、本発明は、アンダーカットを抑制するためにホットメルトレジスト
とポリオール含有無機酸エッチング剤との組み合わせを使用して、実質的に均一に寸法形
成された電流トラックを半導体上に形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光起電力素子および太陽電池のような半導体デバイスの製造は半導体の前面および裏面
上に導電性接点もしくは電流トラックの形成を伴う。電荷担体が妨害なく半導体から導電
性接点に出現するのを確実にするために、金属塗膜は半導体とオーミック接触を確立する
ことができなければならない。電流損失を回避するために、金属化コンタクトグリッドは
適切な電流伝導性、すなわち、高い伝導性もしくは充分に高い導体トラック断面を有して
いなければならない。
【０００３】
　太陽電池の裏面をコーティングする金属について、上記要求を満たす多くのプロセスが
存在する。例えば、太陽電池の裏面での電流伝導を向上させるために、この裏面の直接に
下側のｐ－ドーピングが強められる。この目的のために、通常、アルミニウムが使用され
る。アルミニウムは、例えば、蒸着によって、または裏面上に印刷されることにより適用
され、そして組み込まれ、またはそれぞれ合金化される。厚膜技術を使用する金属コーテ
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ィングは導体トラックを金属化するための従来の方法である。使用されるペーストは金属
粒子を含み、その結果として導電性である。このペーストはスクリーン、マスク、パッド
、印刷もしくはペースト描画によって適用されうる。一般的に使用されるプロセスはスク
リーン印刷プロセスであり、そこでは８０μｍ～１００μｍの最小線幅の指型金属コーテ
ィング線が製造される。このグリッド幅でさえ、純粋金属構造と比較した導電損失は明白
である。これは直列抵抗に対する、並びに太陽電池の効率および曲線因子（ｆｉｌｌｉｎ
ｇ　ｆａｃｔｏｒ）に対する悪影響を有する場合がある。このプロセスは導体トラックを
より平坦にするので、より狭い印刷導体トラック幅でこの影響は強められる。金属粒子間
の非伝導性酸化物およびガラス成分はこの低減された伝導性の根本的要因を構成する。
【０００４】
　金属が前面もしくは光入射面をコーティングする場合には、光子を捕捉するためにその
面のできるだけ多くを使用するために、その目的は活性半導体面の最も少ない量の遮蔽を
達成することである。前面接点を製造するための複雑なプロセスはレーザーおよび導体ト
ラック構造の画定のための他の像形成技術を使用する。ウェハの前面は場合によっては、
その面に反射を低減させる向上した光入射ジオメトリを付与するために、結晶配向テクス
チャエッチングにかけられることができる。半導体接合を生じさせるために、リン拡散も
しくはイオン注入がウェハの前面上で起こって、ｎ－ドープ（ｎ＋もしくはｎ＋＋）領域
を生じさせそしてＰＮ接合を有するウェハを提供する。ｎ－ドープ領域はエミッタ層とも
称されうる。
【０００５】
　ウェハの前面もしくはエミッタ層に反射防止層が追加される。さらに、反射防止層は不
導体化層として機能しうる。好適な反射防止層にはＳｉＯｘのような酸化ケイ素層、Ｓｉ

３Ｎ４のような窒化ケイ素層、または酸化ケイ素層と窒化ケイ素層との組み合わせが挙げ
られる。上記式においては、ｘは酸素原子の数であり、典型的にはｘは整数２である。こ
のような反射防止層は様々な蒸着方法、例えば、化学蒸着および物理蒸着によるなど多く
の技術によって堆積されうる。
【０００６】
　次いで、開口もしくはパターンが前面上に画定される。パターンは反射防止層を貫通し
てウェハの半導体本体の表面を露出させる。このパターンを形成するために、これに限定
されないが、レーザーアブレーション、機械的手段、化学的およびリソグラフィプロセス
をはじめとする様々なプロセスが使用されることができる。このような機械的手段にはソ
ーイングおよびスクラッチングが挙げられる。典型的なフォトリソグラフィプロセスは像
形成可能な材料をウェハの表面上に配置し、像形成可能な材料をパターン形成して反射防
止層に開口を形成し、そのパターンをウェハに転写し、開口内に金属層を堆積させ、そし
て像形成可能な材料を除去する。前面上に開口を形成する化学的方法の例は、緩衝酸化物
エッチング剤のようなエッチング組成物を用いたエッチングである。このような緩衝酸化
物エッチング剤は１種以上の無機酸をアンモニウム化合物のような緩衝剤と組み合わせて
含むことができる。エッチング工程の前にこのエッチング剤のエッチング活性に耐性であ
るマスクが、電流トラックの部位のパターンに対してネガのパターンに適用される。エッ
チング後で、電流トラックの金属化の前に、通常、マスクは除去される。
【０００７】
　電流トラックの形成中に多くの場合生じる主たる問題はアンダーカットである。これは
欠陥があって役に立たない半導体デバイスを生じさせる。マスクと組み合わせたエッチン
グ方法を用いて電流トラックが形成される場合にこの問題は一般的である。選択的にマス
クされた半導体にエッチング剤を適用する際に、このエッチング剤はマスクで覆われてい
ない反射防止層の部分を除去することができるだけでなく、マスクと反射防止層との界面
でのマスクの下での毛管現象浸透によって、マスクによって覆われている反射防止層の部
分が望ましくなくエッチング除去させられる場合がある。このことは最終的に金属化され
たデバイスにおいて不規則で不均一な電流流れを生じさせる不規則な幅を有する電流トラ
ックを生じさせる。さらに、このようなアンダーカットは隣り合う電流トラックを接合し
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て電気的短絡を生じさせる支流を形成する場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　産業界はより薄く、より繊細な半導体ウェハを使用して半導体デバイスを製造し、同時
に電気的出力を増大させるためにウェハの前面上に複数の電流トラックを増大させること
を求めているので、この問題はより小さく、より繊細な材料を用いて作業する困難性によ
って悪化することとなる。さらに、より小さな寸法を有する電流トラックはシャドウイン
グを低減させる。半導体が例えば、光起電力素子および太陽電池において入射放射線を集
める手段として使用される場合には、大きな電流トラックは反射防止層での衝突からの入
射光をブロックする場合があり、これにより、半導体によって吸収される入射光の量を低
減し、光起電力素子および太陽電池の効率を悪化させる結果を伴う。よって、半導体ウェ
ハ上での電流トラックの形成におけるアンダーカットの問題を実質的に低減させるもしく
は除去し、並びに微細線電流トラックの形成を可能にする方法についての必要性が存在す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一実施形態においては、方法はａ）前面がＳｉＯｘ、窒化ケイ素もしくはその組み合わ
せからなる反射防止層を含む、前面および裏面を含む半導体を提供し；ｂ）酸官能基を有
する水素化ロジン樹脂の１種以上、および１種以上の脂肪酸を含むホットメルトインクレ
ジストであって、少なくとも１９０の酸価を有するホットメルトインクレジストを反射防
止層に選択的に適用し；並びにｃ）１種以上の無機酸を含むエッチング組成物を半導体に
適用して、半導体反射防止層の露出部分をエッチング除去し、同時にアンダーカットを抑
制することを含む。
　別の実施形態においては、方法はａ）前面がドープエミッタ層を含む、前面および裏面
を含む半導体を提供し；ｂ）酸官能基を有する水素化ロジン樹脂の１種以上、および１種
以上の脂肪酸を含むホットメルトインクレジストであって、少なくとも１９０の酸価を有
するホットメルトインクレジストをドープエミッタ層に選択的に適用し；並びにｃ）１種
以上の無機酸を含むエッチング組成物を半導体に適用して、ドープエミッタ層の露出部分
をエッチング除去し、同時にアンダーカットを抑制することを含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本方法は、反射防止層もしくは被覆された部分のドープエミッタ層において、低減され
たアンダーカットを有するかもしくは検出可能なアンダーカットを有しない、半導体上で
の複数の電流トラックの形成を可能にする。これは金属電流トラックが均一な寸法を有し
、従来の方法で製造された多くの従来の半導体デバイスとは対照的な増大した電気的出力
、並びに均一な電流流れの半導体デバイスを提供する。支流を相互接続するせいで、隣り
合う電流トラックの短絡が低減されもしくは除去される。本方法は微細な線寸法の電流ト
ラックの形成も可能にし、よって半導体上の複数の電流トラックを増大させ、並びにより
小さなサイズのウェハ上での電流トラックの形成を可能にする。さらに、電流トラックの
サイズを低減させることにより、望まれないシャドウイングが低減されもしくは除去され
、よってシャドウイングを低減し、半導体デバイスによる入射光の吸収の増大を可能にす
る。ホットメルトインクレジストは、毛管現象によるホットメルトインクレジストの下で
のエッチング剤の浸透を抑制するのに充分な接着を反射防止層もしくはエミッタ層との界
面にもたらす組成物である。さらに、ホットメルトインクレジストは、アルカリ水溶液を
用いて、膨潤させ持ち上げるのではなく、溶解することによって、何らかの残留する残渣
が金属めっきを悪化させうるか、もしくは最終的なデバイスを汚染しうる懸念なく、反射
防止層もしくはドープエミッタ層の表面から容易にかつ素早く除去されうる。これは、溶
解したレジストが中和によって沈殿させられうるので、容易な廃棄物処理を可能にする。
また、これは、装置のより少ない定期的なメンテナンスを可能にする。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　反射防止層を選択的に除去するために使用されるエッチング剤は、それがホットメルト
インクレジストと化学的に相互作用せず、かつ反射防止層もしくはエミッタ層とホットメ
ルトインクレジストとの界面でホットメルトインクジェットレジストの下に浸透しないよ
うに、ホットメルトインクレジストと適合性である。エッチング剤は穏やかな条件下で適
用され、よってそれを使用する作業者への危険を低減させる。
【００１２】
　本明細書を通じて使用される場合、用語「堆積」および「めっき」は交換可能に使用さ
れる。用語「電流トラック」および「電流線」は交換可能に使用される。用語「組成物」
および「浴」は交換可能に使用される。用語「選択的に堆積」とはある物質の堆積が基体
上の特定の所望の領域で起こることを意味する。用語「レジスト」は無機もしくは有機酸
を含むエッチング剤によって物理的もしくは化学的に変えられない組成物を意味する。用
語「水素化」はその不飽和化学結合（－Ｃ＝Ｃ－）の一部分もしくは全部が化学的に処理
されて、その結合を水素で破壊もしくは飽和させた（－ＣＨ２－ＣＨ２－）化合物を意味
する。
【００１３】
　文脈が明確に示さない限りは、以下の略語は以下の意味を有する：℃＝摂氏度；ｇ＝グ
ラム；ｍｇ＝ミリグラム；ｃｐｓ＝センチポイズ；１ｃｐｓ＝１×１０－３パスカル（Ｐ
ａｓ）＝０．０１ポイズ＝１．０２×１０－４ｋｐｓ／ｍ２；Ａ＝アンペア；ｄｍ＝デシ
メートル；μｍ＝マイクロメートル；ｎｍ＝ナノメートル；およびＵＶ＝紫外線。
【００１４】
　全てのパーセンテージおよび比率は他に示されない限りは重量基準である。全ての範囲
は包括的であり、かつそのような数値範囲が合計で１００％になることに制約されること
が明らかである場合を除いて、任意に組み合わせ可能である。
【００１５】
　光起電力素子および太陽電池は単結晶もしくは多結晶もしくは非晶質シリコン半導体ウ
ェハからなることができる。以下の記載はシリコン半導体ウェハに関するものであるが、
他の好適な半導体ウェハ、例えば、ガリウム－ヒ素、シリコン－ゲルマニウム、およびゲ
ルマニウムも使用されうる。シリコンウェハが使用される場合には、それらは典型的には
ｐ－型ベースのドーピングを有する。
【００１６】
　ウェハの前面は、その表面に反射を低減する改良された光入射ジオメトリを付与するた
めに、場合によっては結晶配向テクスチャエッチングにかけられうる。半導体接合を生じ
させるために、リン拡散もしくはイオン注入がウェハの前面上で起こって、ｎ－ドープ（
ｎ＋もしくはｎ＋＋）領域を生じさせそしてＰＮ接合を有するウェハを提供する。ｎ－ド
ープ領域はエミッタ層とも称されうる。
【００１７】
　ある実施形態においては、反射防止層がウェハの前面もしくはエミッタ層に追加される
。さらに、反射防止層は不導体化層として機能しうる。好適な反射防止層にはＳｉＯｘの
ような酸化ケイ素層、Ｓｉ３Ｎ４のような窒化ケイ素層、または酸化ケイ素層と窒化ケイ
素層との組み合わせが挙げられる。上記式においては、ｘは酸素原子の数であり、典型的
にはｘは整数２、すなわち二酸化ケイ素である。このような反射防止層は様々な蒸着方法
、例えば、化学蒸着および物理蒸着によるなど多くの技術によって堆積されうる。酸化ケ
イ素層および窒化ケイ素層の厚みの限定はないが、典型的には、それらは１００ｎｍ～２
５０ｎｍの厚みである。
【００１８】
　ホットメルトインクレジストはインクジェット印刷、エアロゾルもしくはスクリーン印
刷によって選択的に堆積させられうる。ホットメルトインクレジストは選択的に適用され
て、電流トラックに対してネガである像を形成する。国際公開第２００５／０１３３２３
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号および第２００５／０１１９７９号は光起電力素子の製造においてレジストをスクリー
ン印刷する方法を開示する。好ましくはホットメルトインクレジストは、インクジェット
印刷もしくはエアロゾルを使用して反射防止層に選択的に適用される。より好ましくは、
それらはインクジェット印刷を用いて選択的に適用される。インクジェット印刷もしくは
エアロゾルによる適用中のホットメルトインクレジストの粘度は７ｃｐｓ～２１ｃｐｓ、
好ましくは９ｃｐｓ～１５ｃｐｓの範囲である。最も好ましくは、ホットメルトは１０ｃ
ｐｓ～１２ｃｐｓの粘度で適用される。
【００１９】
　別の実施形態においては、反射防止層の適用前に、ホットメルトインクレジストはイン
クジェット印刷、エアロゾルもしくはスクリーン印刷によって、ドープエミッタ層に直接
、選択的に堆積されることができる。これは選択的エミッタ実施形態として知られている
。選択的エミッタ実施形態においては、ホットメルトインクレジストは電流トラックに対
してポジである像を形成する。典型的には、この実施形態においては、エミッタ層はより
重度にドープされ、例えば、ｎ＋＋ドーピングである。
【００２０】
　インクジェット印刷方法は連続的インクジェット方法もしくはドロップオンデマンド方
法であることができる。この連続的方法は、ポンプを用いてインクレジストを連続的に噴
射しつつ、電磁場を変化させることによりインクレジストの方向が調節される印刷方法で
ある。ドロップオンデマンドは、電子信号に基づいて必要とされる場合にのみインクレジ
ストを分配する方法である。ドロップオンデマンドは、電気により機械的変化を生じる圧
電プレートを使用することにより圧力が発生させられる圧電インクジェット方法と、熱に
より生じた泡の膨張によって発生する圧力を使用する熱インクジェット方法とに分けられ
うる。
【００２１】
　インクジェット印刷方法とは対照的に、エアロゾル方法は最初にインクレジストのエア
ロゾルを形成する。このエアロゾルは加圧ノズルを介して半導体基体に導かれ、この加圧
ノズルはプリントヘッドに取り付けられている。エアロゾルは集束用ガスと混合されて、
集束された形態で加圧ノズルに輸送される。インクレジストを分配するための集束用ガス
の使用はノズルの詰まりの可能性を低減し、インクジェット適用を用いるよりも、より微
細な電流トラック、より大きなアスペクト比の形成も可能にする。
【００２２】
　ホットメルトインクレジストは、９５℃以下、好ましくは６５℃～９０℃の温度で反射
防止層もしくはドープエミッタ層の表面に適用される。より好ましくは、ホットメルトイ
ンクジェットレジストは７０℃～８０℃の温度で適用される。このような低いインクジェ
ット温度は、ほとんどのインクジェットプリントヘッドモジュールもしくはエアロゾルに
おいてインクが使用されるのを可能にする。また、このインクレジストは低温でさらに長
い貯蔵寿命を有する。ホットメルトインクレジストは適用後に素早く固化し、反射防止層
もしくはドープエミッタ層の表面に接着するので、固化剤もしくは架橋剤が配合物中に必
要とされない。よって、ＵＶ適用工程および他の従来の固化工程はこの方法から除かれう
る。
【００２３】
　典型的には、ホットメルトインクレジストは、反射防止層もしくはドープエミッタ層を
含み金属成分を含まない半導体基体に適用される。本方法を用いて製造される電流線の厚
みに限定はないが、典型的には、ホットメルトインクレジストはドープエミッタ層、また
はＳｉＯｘもしくは窒化ケイ素のコーティングに選択的に適用されて、１００μｍ以下、
または例えば８０μｍ～２０μｍ、または例えば７０μｍ～３０μｍの幅を有する電流線
を形成する。
【００２４】
　ホットメルトインクレジストは１種以上の水素化ロジン樹脂を含み、この水素化ロジン
樹脂は主成分として水素化もしくは部分水素化ロジン酸もしくはその塩を含み、このロジ
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ン酸もしくはその塩は、一般式Ｃ１９Ｈ２９ＣＯＯＨを有し、フェナントレン核を有する
アビエチンおよびピマル型のロジン酸から生じる。異性体には、これに限定されないが、
レボピマル酸、ネオアビエチン酸、パルストリン酸、デヒドロアビエチン酸、ジヒドロア
ビエチン酸（３つが可能である）およびテトラヒドロアビエチン酸が挙げられる。平均重
量分子量は３００～３０８、または例えば３０２～３０６の範囲である。酸価は少なくと
も１５０、または例えば１５５～２００、または例えば１７０～１９０（ｍｇＫＯＨ／ｇ
）である。ロジンは松の木（主として、ダイオウマツおよびスラッシュマツ）から得られ
る。ガムロジンは生きている木から採取されたオレオレジンからのテレピン油の蒸留後に
得られる残留物である。木材ロジンはマツの幹をナフサで抽出し、揮発性画分を蒸留除去
することにより得られる。タル油はタル油の分画の副生成物である。水素化ロジン樹脂は
商業的に得られうるか、またはその天然のソースから抽出され、そして文献に開示されて
いる方法に従って精製されることができる。商業的に入手可能な部分的に水素化されたロ
ジン樹脂の例は、Ｐｉｎｏｖａ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（ピノバ　インコーポレーテ
ッド）から入手可能なＳＴＡＹＢＥＬＩＴＥ登録商標Ａ水素化ロジンである。別の商業的
に入手可能な部分的に水素化されたロジン樹脂はＳＴＡＹＢＥＬＩＴＥ登録商標レジン－
Ｅである。商業的に入手可能な完全に水素化されたロジンはＦＯＲＡＬ商標ＡＸ－Ｅであ
る。一般的に、水素化ロジン樹脂はホットメルトインクレジストに、１０重量％以上、ま
たは例えば１０重量％～４０重量％、または例えば２０重量％～３０重量％の量で含まれ
うる。
【００２５】
　ホットメルトインクレジストは式Ｒ１ＣＯＯ－Ｍ（式中、Ｒ１は７～４８個の炭素原子
、好ましくは１２～２４個の炭素原子を有する線状、分岐もしくは環式アルキルもしくは
アルケニル基であり、Ｍは水素または対イオン、例えば、ナトリウム、カリウム、カルシ
ウム、アンモニウム、もしくはＮＨｙ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）ｚ、ｙおよびｚは０～４の整
数であり、その合計は常に４である）を有する１種以上の脂肪酸もしくはその塩も含むこ
とができる。このような脂肪酸には、これに限定されないが、カプリル酸、カプリン酸、
ラウリン酸、リノール酸、ミリスチン酸、オレイン酸、パルミチン酸およびステアリン酸
、またはその塩が挙げられる。典型的には、脂肪酸はラウリン酸、リノール酸、ミリスチ
ン酸、パルミチン酸、ステアリン酸およびその塩から選択される。好ましくは、脂肪酸は
ミリスチン酸、パルミチン酸、およびその塩から選択される。このような脂肪酸およびそ
の塩は２００以上、典型的には２１５～２５０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）の酸価を有する。脂肪
酸もしくはその塩の多くは天然油、例えば、海産物、菜種、獣脂、トール油、ダイズ、綿
実およびココナッツから得られうる。このような脂肪酸、塩および混合物は商業的に入手
可能であるか、または当該技術分野において既知の技術によって製造されうる。一般的に
、このような脂肪酸およびその塩は、少なくとも６０重量％、または例えば６５重量％～
９０重量％、または例えば７０重量％～８０重量％の量でホットメルトインクレジストに
含まれうる。
【００２６】
　場合によっては、ホットメルトインクレジストは１種以上の蛍光増白剤を含む。従来の
蛍光増白剤、例えば、蛍光白色化剤が使用されうる。このような蛍光増白剤には、これに
限定されないが、４，４’－ビス［２－（２－メトキシフェニル）エチル］－１，１’－
ビフェニル；１，４－ビス（２－シアノスチリル）ベンゼン；２，２’－（１，４－ナフ
タレンジイル）ビスベンゾオキサゾール；２，２’－（２，５－チオフェンジイル）ビス
［５－（１，１－ジメチルエチル）］－ベンゾオキサゾール；２，５－チオフェンジイル
ビス（５－ｔｅｒｔ－ブチル－１，３－ベンゾオキサゾール）；および２，２’－（１，
２－エテンジイルジ－４，１－フェニレン）ビスベンゾオキサゾールが挙げられる。商業
的に入手可能な蛍光白色化剤の例には、チバ（Ｃｉｂａ）スイスによるＵＶＩＴＥＸ商標

ＦＰおよびＵＶＩＴＥＸ商標ＯＢ、およびバイエル（Ｂａｙｅｒ）Ａ．Ｇ．ドイツによる
ＢＬＡＮＫＯＰＨＯＲ商標ＥＲである。このような蛍光増白剤はホットメルトインクレジ
スト中に０．０１重量％～１重量％、または例えば０．０５重量％～０．１重量％の量で
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含まれうる。
【００２７】
　エッチング剤は半導体基体に適用されることができ、選択的に適用されたホットメルト
インクレジストは反射防止層もしくはドープエミッタ層を当該技術分野において知られて
いる何らかの好適な方法で被覆する。このような方法には、これに限定されないが、半導
体基体のエッチング浴中での浸漬、インクジェット印刷、エアロゾルもしくは従来の噴霧
装置を使用することによる選択的適用が挙げられる。エッチング剤は、多くの従来のエッ
チングプロセスとは対照的に穏やかな温度で適用される。穏やかな温度はレジスト上への
攻撃を低減しもしくは妨げるのを助け、それにより、インクレジストはエッチング中にそ
の一体性を維持し、エッチング剤によるアンダーカットを抑制する。エッチング温度は室
温～５０℃、または例えば２５℃～４０℃の範囲である。
【００２８】
　エッチング剤は１種以上の無機酸、および場合によって１種以上のポリオールと、残部
の水を含む。エッチング剤は８０秒以下の期間で、典型的には５秒～６０秒の期間で、最
も典型的には２０秒～４０秒の期間で適用される。
【００２９】
　無機酸には、これに限定されないが、フッ化水素酸、塩酸、硫酸、硝酸およびリン酸が
挙げられる。典型的には、無機酸は濃厚もしくは希釈水溶液としての水性形態で提供され
る。最も典型的には、無機酸はフッ化水素酸である。無機酸はエッチング剤の１重量％～
２０重量％の量で含まれうる。
【００３０】
　ポリオールは典型的には室温で水溶性であり、安定性の問題がないように無機酸と適合
性である。このようなポリオールには、これに限定されないが、グリコール、例えば、多
価アルコール、例えば、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリ
コール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコール、ポリブチレングリコール、ジ
プロピレングリコール、トリプロピレングリコールおよびグリセリンが挙げられる。好ま
しくは、ポリオールはエチレングリコールおよびプロピレングリコールから選択される。
このようなポリオールは、エッチング剤中に２０体積％～８０体積％、または例えば４０
体積％～７０体積％、または例えば５０体積％～６０体積％の量で含まれうる。
【００３１】
　無機酸およびポリオールに加えて、アンモニウム化合物がエッチング剤中に含まれても
良い。典型的には、エッチング剤は１種以上のアンモニウム化合物を含む。アンモニウム
化合物には、これに限定されないが、フッ化アンモニウムおよび二フッ化水素アンモニウ
ムが挙げられる。典型的にはアンモニウム化合物はフッ化アンモニウムである。典型的に
はアンモニウム化合物は水性濃厚物として、もしくは希溶液として提供される。このよう
なアンモニウム化合物はエッチング剤の１０重量％～４０重量％の量で含まれうる。
【００３２】
　典型的には、アンモニウム化合物がエッチング剤に含まれる場合には、アンモニウム化
合物：無機酸の体積比は１０：１～４：１である。好ましいエッチング剤は４０体積％～
６０体積％の量の１種以上のポリオールを含む、１０：１～４：１の体積：体積比の水性
フッ化アンモニウムおよび水性フッ化水素である。
【００３３】
　ホットメルトインクレジストとエッチング剤との組み合わせは、電流線が実質的に均一
な幅を有し、および隣り合う電流線との支流形成が実質的にないように、アンダーカット
を阻害する。典型的にはエッチング剤をホットメルトの下に浸透させ、アンダーカットを
生じさせ、最終的に電流線が不規則な寸法および効果のない電流伝導を有することとなる
、ホットメルトインクレジストと反射防止層もしくはコーティングされたエミッタ層との
界面での毛管現象を、ホットメルトインクレジストとエッチング剤との組み合わせが抑制
する。
【００３４】
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　エッチングが完了した後で、半導体はエッチング剤を除去するために水ですすがれうる
。次いで、ホットメルトインクレジストは半導体基体から剥離される。全体的なホットメ
ルトインクレジストについての酸価は少なくとも１９０、または例えば１９０～２５０、
または例えば２００～２３０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）の範囲である。ホットメルトインクレジ
ストは水酸化カリウムもしくは水酸化ナトリウムのような希アルカリ水溶液で剥離される
。水酸化物濃度は０．１重量％～５重量％の範囲でありうる。このような穏やかなアルカ
リ水溶液は室温～５０℃の温度で適用される。剥離は素早く、１分以下で起こりうる。レ
ジストの剥離は実質的に完全である。多くの従来のレジストのように持ち上がりもしくは
浮き上がりによる除去とは対照的に、レジストはＳｉＯｘもしくは窒化ケイ素層、または
エミッタ層の表面から溶ける。少量の残留物は半導体から水ですすがれうる。
【００３５】
　エッチングおよび剥離の後で、次いで基体の金属化が行われる。しかし、選択的エミッ
タ実施形態においては、上述のような反射防止層を形成するための材料および方法を使用
して、エミッタ層のエッチングされた部分上に反射防止層が堆積されうる。ホットメルト
インクレジストでコーティングされたエミッタ層の部分はエッチングされた部分よりも高
いドーピングを有し、半導体の前面上に金属めっきされて電流線を形成するエミッタ層の
部分である。
【００３６】
　いずれかの実施形態の前面金属化の前に、半導体ウェハの裏面が、例えばアルミニウム
で金属化されて低抵抗ウェハを提供する。あらゆる従来の方法が使用されうる。典型的に
は、半導体ウェハのシート抵抗としても知られる表面抵抗は４０～９０オーム／スクエア
の範囲であることができる。
【００３７】
　次いで、金属の層が前面電流線上に堆積される。典型的には銀ペーストが電流線に適用
され、焼かれる。これは次いで、典型的には光誘起金属めっきされる。金属には、これに
限定されないが、銀、銅およびニッケルが挙げられる。金属のソースが無電解浴である場
合には、外部電流の適用なしにめっきが行われる。金属のソースが電解浴からである場合
には、裏面電位（整流器）が半導体ウェハ基体に適用される。商業的に入手可能な無電解
ニッケル浴の例はＤＵＲＡＰＯＳＩＴ商標ＳＭＴ８８、並びにＮＩＰＯＳＩＴ商標ＰＭ９
８０およびＰＭ９８８である。商業的に入手可能な電解ニッケル浴の例は電解製品のＮＩ
ＣＫＥＬ　ＧＬＥＡＭ商標シリーズである。商業的に入手可能な銅電気めっき浴の例は、
ＣＯＰＰＥＲ　ＧＬＥＡＭ商標ＳＴ９０１および９０１である。商業的に有用な銀めっき
浴の例はＥＮＬＩＧＨＴ商標６２０銀プレートとして入手可能である。上記商業的に入手
可能な浴の全てはマサチューセッツ州マルボロのローム　アンド　ハース　エレクトロニ
ック　マテリアルズＬＬＣから得られうる。
【００３８】
　光は連続的もしくはパルスであることができる。半導体は金属めっき浴中に浸漬され、
半導体に光が適用され、電流線に金属めっきを生じさせる。光源には、これに限定されな
いが、白熱灯、ＬＥＤ光（発光ダイオード）、赤外灯、蛍光灯、水銀灯、ハロゲンランプ
およびレーザーが挙げられる。
【００３９】
　典型的な電流密度は０．１Ａ／ｄｍ２～５Ａ／ｄｍ２である。具体的な電流要求は、使
用されるウェハの具体的なサイズに応じて変化する。使用される電気めっきプロセスは従
来のものである。典型的には、このような金属層は厚さ１μｍ～５０μｍ、より典型的に
は５μｍ～２５μｍの範囲である。
【００４０】
　下記の実施例は本発明の様々な形態を示すために記載されるが、本発明の範囲を限定す
ることを意図していない。
【実施例】
【００４１】
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　例１（比較）
　以下の表に開示される配合を有するホットメルトインクジェットレジストが準備された
。このレジストは室温で固体であった。
【００４２】
【表１】

１ＳＴＡＹＢＥＬＩＴＥ登録商標Ａ　典型的な組成および特性：アビエチン酸＜３重量％
、デヒドロアビエチン酸６－１０重量％、ジヒドロアビエチン酸６０－８０重量％、テト
ラヒドロアビエチン酸５－１５重量％、他のレジン酸および中性物質１０－１５重量％、
軟化点、Ｒｉｎｇ＆Ｂａｌｌ、℃＝６５－６９、酸価１５８－１６０。
２ＵＶＩＴＥＸ　ＯＢ商標：蛍光増白剤。
【００４３】
　ホットメルトはＤｉｒｅｃｔＭａｓｋ商標ＤｏＤ６５インクジェットプリンター（シュ
ミッド（Ｓｃｈｍｉｄ）ＧｍｂＨ、フローデンスタット、ドイツから入手可能）のリザー
バーに入れられた。リザーバー内の温度は７５℃に上げられて、ホットメルトレジストを
溶融させた。１２枚の単結晶シリコンウェハの二酸化ケイ素コーティング上に、室温で、
このレジストが選択的に印刷されて、ウェハ上に「Ｈ」パターンを形成した。
【００４４】
　次いで、エッチングされたウェハについての線幅が、ＭＩＳ，Ｉｎｃ．（サーゴインス
ビル、テネシー州、米国）からの同梱のＰＡＸ－ｉｔイメージ分析ソフトウェアを用いた
ＰＡＸｃａｍデジタル顕微鏡カメラを用いて測定された。この線幅はレジスト堆積物の端
から端にわたって測定された。１２枚のウェハについての平均線幅は５４．２μｍ±３．
２であると決定された。
【００４５】
　フッ化アンモニウムおよびフッ化水素を体積：体積比６：１からなるエッチング水溶液
が４０重量％の水性フッ化アンモニウムおよび４９重量％の水性フッ化水素から製造され
た。このエッチング剤は単結晶シリコンウェハに３０℃で、エッチング溶液中にウェハを
浸漬することにより適用された。ウェハは２５秒間、その溶液と接触したままであった。
次いで、このウェハはエッチング溶液から取り出され、室温で水ですすがれてエッチング
剤およびエッチング残留物を除去した。
【００４６】
　次いで、ホットメルトレジストは、０．５重量％の水酸化カリウムのアルカリ水溶液を
用いて、ウェハをこの剥離溶液に４０℃で浸漬することにより、ウェハから剥離された。
剥離後のウェハの線幅は、同梱のＰＡＸ－ｉｔ像分析ソフトウェアを用いてＰＡＸｃａｍ
デジタル顕微鏡カメラを使用して決定された。平均線幅は７９．９μｍ±４．４であると
決定された。幅の増大はホットメルトレジストをアンダーカットするエッチング剤のせい
であった。このアンダーカットは１２．８μｍ／片側（剥離後の線幅－剥離前の線幅／２
）であると決定された。
【００４７】
　例２（比較）
　別のセットの二酸化ケイ素を備える１２枚のウェハを用いて例１に記載される方法が繰
り返された。同じホットメルトインクジェットレジストが使用されて、ウェハ上に「Ｈ」
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パターンを形成し、そのウェハは同じエッチング溶液でエッチングされた。線幅は、実施
例１におけるのと同じＰＡＸｃａｍデジタル顕微鏡および同梱のＰＡＸ－ｉｔイメージ分
析ソフトウェアを用いて測定された。印刷されたウェハについての平均線幅は５８．５μ
ｍ±４．４であり、エッチングおよび剥離後の平均線幅は６９．７μｍ±２．５であると
測定された。アンダーカットは５．６μｍ／片側であると決定された。
【００４８】
　実施例３
　エッチング剤が、体積：体積比６：１で水性フッ化アンモニウムおよび水性フッ化水素
に加えて、５０体積％のエチレングリコールを含んでいたことを除いて、例１に記載され
る方法が繰り返された。
　二酸化ケイ素のコーティングを有する例１および２において使用された種類の１２枚の
単結晶ウェハが、例１において表に開示されたホットメルトインクジェットレジストで選
択的にコーティングされて「Ｈ」パターンを形成した。線幅は、ＰＡＸｃａｍデジタル顕
微鏡で測定された。印刷後のウェハの第１のセットについての平均線幅は４９．５μｍ±
４．４であり、ウェハの第２のセットの印刷後の平均線幅は５２．０μｍ±３．３であっ
た。エッチングおよびホットメルトレジストをウェハの第１のセットからアルカリ水溶液
で剥離した後の平均線幅は４９．２μｍ±２．２であり、第２のセットのウェハについて
は５２．０μｍ±４．５であった。第１のセットのウェハについてのアンダーカットは０
．１５μｍ／片側であると決定され、第２のセットについては０μｍ／片側であると決定
された。例１および２におけるのと対照的に、本発明の方法は二酸化ケイ素コーティング
した単結晶ウェハにおけるアンダーカットを有意に低減させた。
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