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拡散型シリコンノZ－P－7・1トランジスタに

　　　　　　　　おける押し出し効果

　　　前　田　正　雄

　　　真　鍋　豊　孝

北海道大学工学部　電子工学科
　　　　　圃．体唱子工学議座

Em．itter　Dip　E任ect　in　Double　Diffused物レ’％Silicon　Transistor

　　　　　　　　　　　Masao　MAEDA

　　　　　　　　　　　Toyotaka　MANABE

Depertment　of　Electronics，　Faculty　of　Engineering，

　　　　1－lokkaido　University，　Sapporo，　JAPAN．

Abstract

　　　　In　the　process　of　manufacturing　n－p－n　silicon　transistors　by　diffusion　technique，　very

interesting　phenomena　known　as　the　emitter　dip　effect　are　often　observed．　The　origin

and　the　effect　on　the　electrical　characteristics　of　the　device　are　not　yet　fully　understood．

　　　This　paper　describes　the　results　of　a　direct　observation　of　diffusion　induced　disloca－

tions　by　the　etching　technique．　Diffusion　induced　dislocations　play　a　decisive　role　in

revealing　the　emitter　dip　effect．　The　main　conclusions　obtained　are　as　follows；　（1）　The

necessary　conditions　for　the　emitter　dip　effect　are　the　steep　concentration　gradients　of

donor　impurity　at　the　emitter　junction．　（2）　Dislocation　density　increases　by　one　or　two

orders　of　decades　after　the　impurity　diffusion．　（3）　Dislocation　mechanism　can　not　explain

the　fact　that　this　effect　is　not　observed　in　p－n－p　junctions．
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2

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　緒　　　言

　　半導体装置製作の基本は結晶中に望み1重りのρ型領域とll型領域を作ることである。今日，

不純物拡散法はこの要求をみたす最も有力な手段の一つとして常用されている。しかし完全に

技術的に駆使されるには至っておらず，未解決の異常現象がいろいろある。二重拡散法でトラ

ンジスタを作る際に見られることのある押し出し効果もその一つである。押し出し効果とは，

エミッタ直一ドのコレクタ接合だけが他の部分に較べてより深い所にまで達する現象である。す

なわちエミッタ趨下のベース不純物の再拡散だけが他の場所に較べて促進されるという特異な

現象である。素子の特性に対する影響は現在あまり調べられていないが，使用周波数の高欄波

面に伴ってベース層を薄くする必要があるが，このような場合にベース層の厚さを決めにくい

ということが問題になる。このほか，ベース層の厚さが不均一になるので電流分布が不均…に

なること，また，後述するように転位の導入による逆方向漏れ電流の増加，逆耐電圧の低一ドな

どが予想される。押し出し効果の原1蓉肱現在よく分かっていないが，Minerのイオン対の生成

によるという考え’），Baruchらの過剰の品品による拡散の助長であるとする理論2）があるほか，

佐藤らはエミッタ不純物の拡散による転位の導入に帰せられる可能性があることを指摘してい

る3）。しかし，彼らの実験は多少聞接的なものであるから，本報告では，もっと直接的に，rl

重拡散法で作ったノトヵ小構造の押し出し効果の起きた試料とおこらない試料について転位密

度の分布を観察した。その結果，押し掲し効果にはドナー不純物の拡散によって誘起される転

位が決定的な役割りを演じていることが明らかになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　2．p－n接含の製法

2・1　不純物拡散法

　　これは米園のBell　Telephone　LaboratoriesでSiの太陽電池を作るために光の作用がとど

く位の深さにP一ノz接合を作ろうとして開発された技術である。Fig．3のように不純物を含む雰

闘気中でSi順結1拙を加熱すると不純物原子は表面から内部へ拡散して行く。π型Siを母体と

して，3価の元素を拡散させると／）一7z接合が形成される。拡散法の特長はPまたはπ型層の

厚さを非常な高精度で個御できることであり（1μの厚さでゆらぎを0ユμ位に押えることがで

きる），さらにSiの場合には非常に緻密な酸化膜ができ，不純物の拡散を防ぐこともできるの

で，望みの位置の酸化膜だけを弗酸で局部的に除くとそこだけにp－n接合を作ることができ

る”・5）という非常な長所をもっている。このような命日から，拡散法は今日のp－ll牧舎製作技

術のうちで最も広く使われ，かつ儒頼されているもののひとつとなっており，　トランジスタ，

ダイオードばかりでなく固体回路の基本製造技術となっている，，しかし実際の技術としては拡
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山前の表面処理が接合の特性に強く影響すること，高濃度不純物の拡散に伴う転位の誘起6’“13＞，

拡散係数の濃度依存性14，t5），押し出し効果IN3・16），パイプ現象’7）など種々の問題がある。これら

の諸点を解決するためには，拡散現象をもっと物理的に把握する必要がある。

　　電気化学ポテンシャルは荷電粒子の1｛固あたりの自由エネルギーで，一般に

　　　　t．’Z　＝一　pt，（p，　T）＋k7i　ln　N＋qif　’　（1）

と書ける。ここでμ。は物質に固有の蚤で温度丁と圧力♪が決まれば一義的に決まる。Nぱ

粒子の総数，qは電荷，ψはポテンシャルである。んはボルツマン定数である。電気化学ポテン

シャルに勾配があると，粒子の拡散がおこる。巨視的移動度をG，流れの密度を」とすれば

　　　　」＝＝　一NG　grad　ll　（L）
ただし，巨視的移動度とは粒子が単位力あたり得る速度で，荷電粒子が単泣電場あたり得る速

度すなわらドリフト移動度μとG　・・　xe／qの関係にある。

P，7』constの時，（1），（2）式より

　　　　，f　＝：　一lcTG　grad　N－NGq　grad　ca

　　　　　一」勉、，ad　N一．塑9，ad。

　　　　　　　　Cl　一　Cl

　　　　　：＝＝　一D　grad　N十　Npt　E　（3）
ここで1）＝・＝　le　”1’！．t／ClはEinsteinの関係式とよばれ，！）を拡散定数という。　Eは電場の強さであ

る。Gは一般に異方的であるからDはテンソル量であるが，立方晶系の結品では対称性から拡

散速度の等方性が要求されるので，Dはスカラー最となる。特に／）一lt接合を作る場合には、ド行

でかつ’IZらな構造の接合に興味があるので一一一次尤の問題として取扱うことができる。拡散方向

をx軸にとれば（3）式は」一・　一Z）∂tV／∂之÷μ1＞E。これを，」一　一D＊∂N／翫とおけばD＊：・D［1一

（（INEIk　T・∂N／∂π）1。ドナーやアクセプターを拡散させる揚合，拡散温度でこれらは十分イオン

化しており，したがって不純物濃度が拡散温度における闘蒋キャリア濃度に近ずくか，または

越えると，電子や正孔の拡散もおこる。しかし，電子や正孔の移動度は原子のそれよりはるか

に大きく，ほとんど瞬間的に平衡分布に達する。その結果，特に三都から電場をかけなくても

電場が生ずる。この電場は電荷の中性条件から求められる。一種類の不純物だけを拡散した揚

合には，それがすべてイオン化しているとすれば

　　　　D＊＝！）［！＋（NIV（2）i，，）2千2＞舶．

添加するドナー濃度NDが伝導帯の有効状態密度Ncを越えるようになると

　　　　L＞”　＝＝　D　［1　一i一　（r，　／6）’！3　・　（Nb／lVc）2ia］

となる’5）。すなわち，不純物濃度が高くなると拡散係数は兇かけ上濃度依存性をもつようにな

る。この電場の影響は，ドナー，アクセプターにかかわらず，常に不純物の拡散係数を兇かけ

【二大きくするように鋤く，，また逆の電荷をもつ粒子の拡散を遅らせるように働くので，押し出
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し効果はこの電場の影響では説明出来ない。この他，活量係数が！からずれてくるとμが変化

し，したがって拡散をひきおこす駆動力gradμが変わるのでGが変化する結果Dが変わると

いう意味の濃度依存性もある。連続の式と」＝一D＊∂N／02とを組合わせると∂N／∂t＝＝∂／畿

（D＊∂N／∂2）．特にD＊がxによらず一定ならば∂N／∂t＝・D＊∂2N／∂薪この方程式の解は容易に求

められ，Siの表面之瓢0における不純物濃度が常に一定値1％に保たれている場合にはN勧篇

Ns［1－erf回2VD月．ただしL・はSi表痴を之一〇，　bulkに向う方向を正とし，　tは拡散時間とす

る18）。このような境界条件は，Si表面に到達した不純物原子が結晶中を拡散する過程が律速で

あると仮定すれば，キャリアガスの流量を一定に保って気彬から不純物を拡散させる場合，お

よび十分多量の不純物をSi表面に塗布した場合に適用される。　p一π接合はドナーとアクセプ

ターの量が等しい位置に繊来るから，濃度Nρのドナーを含むノz型Siにアクセプターを拡散

させた時の接合位置XゴはX戸2》万繰［In（N》N刀）一lR娠（X」／241）丙）］2。ただしN8はアクセプ

ターの表面濃度，tは拡散時間である。しかし実際はSi表面は一・般に酸化膜でおおわれており，

通常，酸化膜中の拡散は非常に遅いので，これを考慮して扱わねばならない1‘）。

　　トランジスタを作る場合には，二重拡散法の他，合金法，引上げ法などと拡散法を組合わ

せた方法を用いることもあるのでこれらについて簡単に述べておこう。

2・2　合　金　法

　　Inは高融点の3価の金属で，　Geに対して好適なρ型不純物である。　n型Geの上にlnの

山塊をのせて加熱するとInが熔け，その中にGeがとけ込む。これを徐冷すれば母体結晶と同

じ結晶軸をもった再結晶層ができる。この再結晶層は高濃度のInを含んでいるのでp型とな

り，したがってp－n接合ができる。この方法は便利でやり易いのが特長で，今日，普通の用途

のGeトランジスタの製法として広く用いられている。しかし，望み通りの位置に，望み通り

の均一一一・一さ，平担さでP一π接合を作れるかというcontro11abilityの点で拡散法にぱ及ばない。合

金拡散法は，この方法と拡散法の組合わせである。

2・3引上げ法
　　単結晶引上げの途中でπ型不純物と！）型不純物を交互に投入してp一π接合を作る方法。

原理は簡単だが技術的に難しい点が多く，接合のcontrollabilityに欠ける。成長拡散法はこの

方法と拡散法の組合わせである。

2・4rate　grown法

　　熔けたGe中に適当量のGaとSbを予め投入しておいて，引上げ法で単結晶をfiFる場合を

考える。液相中のGaおよびSbの濃度をNG。，　NSbとすれば圃相中に念ま1τる濃度はそれぞ

れκG。NG。，κSb　NSbとなる。ただしκG。，κs署，はそれぞれGa，　Sbの有効偏析係数で，結晶生長

速度がぱやくなると火きくなってくる19’。そして，その大きくなり方がκSbの方が激しいので

引しげ速度が十分速い時にκSbNSbrG。NG、し＞0，引上げ速度が遅い時にはκSbNSb一κG。NG。＜0

とすることができる。Cれを利用して，生長速度を変えることによって／・一n接合を作るのが
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rate－grown法である。拡散法の開発された今iヨ，この方法

でトランジスタを作ることはほとんどない。

2・5　Epitaxia｝growth法20）

　　近年非常な関心を集め，また将来性を期待されている

ρ覗接合製作技術で，単結贔の製作にも使うことができ

る。いろいろの方法があるがFig．　！に一例を示した。Si　C1、

に適当な不純物（たとえばPCI3）を混ぜておけばこれをド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　1．　Schematic　diagram　for
一プすることができる。反応は　　　　　　　　　　　　　　　epitaxial　growth．

　　　　Si　C14　（gas）十2H，　（gas）　hr・一s　Si　（solid）一i－4HCI　（gas）

でSi（Solid）を種結晶上に成長させるのである。．この方法は♪型層とIz野州を任意に積み重ね

ることができるほか，拡散法で得られる接合よりも切り立ったρ一π接合ができ，さらにhetero－

junctionとよばれる異なった物質岡志の接合を作ることもできる。しかし技術的にはまだよく

分からない点が多い。

5乙
　　　　　　　　　　　　　　’@　　　　　　　　　　　r†．COし【

ﾚ2

oo8

…

E

一こ柵　　　　　　一

唐ｱα4

　　　　　　　　　　　　3．　押し出し効果に関する従来の研窄

　　押し出し効果が極めて興味深い現象であるにもかかわらず，これまであまり多くの注意が

払われていないのは，主として，蒋現性ある条件が得られなかったためと思われる。押し出し

効果の原因はまだ明らかでないが，従来考えられた2，3の機構について述べよう。Reissら21》

はBを含むSiにおけるLiの閲溶度が異常に圭翰大する現象を，　LiとBがイオン対を作ること

によるものとして説明したが，Miller蓋）は押し出し効果もこのように不純物間のイオン対生成

によって局部的に固溶度カミ増すことによるのであろうと考えた。しかし，Si中にGaとPを同

時に拡散させた場合には逆にPを拡散した部分の真下でGaの拡散面が凹む22）ことから，不純

物間の相互作用による押U＝ifiし効果の説明は困難であるという考え方もある23）。

　　その後Baruch2）らは過剰な空写によって拡散が助長されるのであると考え，　n－／）一ノz構造に

おける押し出し効果を部分的に説明することに成功した。すなわち，Si中の粒餌がアクセプタ

ーとして働くとすれば，空孔の平衡濃度はヘルムホルツの自由エネルギー

　　　　　F　・＝　F，一トN口Wiコ＋Σノz、　E、一Σカ！賜

　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　t
　　　　　　　　一　fe　rf”　｛（n，i　＋pfi）　ln2　＋　1ii　’ttil．’Zt／S’　II”f＝T’Vili5／’1！

　　　　　　　　＋苓㌦孟諦÷写1㌦，（gt！gt　一Pt），｝　　　（・〉

を束縛条件

　　　　9。一NI］＝一定

　　　　Σ　11，s一Σρ汁Nr・一定
　　　　　b’　　　　　t

（5）

（6）
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のもとで最小にすることから求められる。ただし，Nzは空眠の濃度，　WIBは空馬を1個作る

のに要するエネルギー，Esは伝導意中のエネルギー準位またはドナー準位，π，は準位疎を占

めている電子の濃度，g，はE、の状態密度，　E，は価電子帯中のエネルギー準位またぱアクセプ

ター準位，Ptは賜を占めている正孔の濃度，σごは賜の状態密度，π，εおよびp，eはそれぞれド

ナー準位にある電子およびアクセプター準僚にある正孔の濃度，N，は空孔になり得る様な格子

点の濃度，瓦は珊1，Iz，，　Ptに依存しない項である。1n　2日頃は各ドナー準位またはアクセプタ

ー準位に入り得る電子または正孔はスピンの向きを問わず1個であると仮定したために生じた

ものである。また（5）は空孔がupt1できると新らたに重率2のアクセプター準位が1鯛できる

という仮定であり，（6）は電荷の中性条件である。その結果，露霜の平衡濃度は

　　　　　影・／｛・÷（！一飯．　ga）・x・鈍調｝　　　　（・）

ここでE∬はフェルミ準位である。すなわち，ドナーの量を増してEノ，・を高くすれば，Nttを大

きくする事が出来る。IV［，］《N．xかつPu／g，、《1（すなわち，アクセプターがほとんどイオン化し

ている）の時

　　　　語一p［誓判諾　　　　　　（・）

ただし，脚符iは固有半導体に関する量の意味であり，ノzは伝導電子の濃度である。高濃度の

ドナーを入れたSiで，ドナーがすべてイオン化している時は，ドナー濃度をNr）とすれば，

n毎NDとおける。・一ミッタ不純物としてPを7’，＝1250℃で拡散させた時表面濃度は1021　cm…3

であった。一方この温度における｝鵡有キャリア濃度は2×！0’g　cm“’3である。したがって

　　　　恥部総一瀞堅等窒・・　　　　　　（・）

となりエミッタは空孔の発生源となる。しかし，等温過程ではN漏はPと熱平衡になっており，

化学ポテンシャルは結晶全体にわたって一定であるからN劃はエ．ミッタから出て行かない。温

度をT、から準静的に71まで一ドげると，空孔はNはT）瓢N畝71）・Nρ／ni（T）OC　IV［］i（T）／nt（T）で変

化する。一方，閾有Si中の空山の平衡濃度はN、訊丁）・cexp［一一（WIE／feT）】，キャリア濃度は禁止

画幅をEf，とすればIZi（T＞㏄exp［一（Elノ鍛丁）｝でWgm～2　eV，　E9－1．2　eVである。したが・）て空虚

立論が下がるにつれ壁（η…p卜幌r勢）刈でll撚ゆく．蜘・猿事・勲・・

転位のような結贔内部のsinkに流れてゆく。xミッ門中にそれ程多くのsinkがない場合にぱ，

空読濃度はもはや熱平衡のものではなくなり，Gaのドープしてあるベース領域へ拡散してゆ

く。Si中のGaは置換型に入り，空孔を通して拡散する14）ので，　Gaの拡散定数は∠）G。嵩KA、

×exp［一（FI、、，／々T）］とかけるであろう。ただし，　PvぽGaの最近接格子点に空電ができる確率

で空孔の濃度に比例する。瓦，Lは空孔の移動に対する活姓化一＝ネルギー，　Kは原子振動数，活

性化＝ントPピーなどを含んだ項である。Pをドープした場合のGaの拡散定数Z）＆Lをそうで
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ない場合のものと較べると

　　　　　綴写；一・＋発鼎一・＋ヲ偽・平台劉

　　　　　　　　　　　　　　　一・＋畿y・・xp［」㌘てナー胡　（・・）

ここで2はNm（T，）のうちベースを通り抜ける空孔の割合を示す係数である。したがって，エ

ミッタ直下のGaは他の領域のものに較べて拡散が促進され，その度合は冷却速度，　Pの濃度

に強く依存している。そして，これらは定性的には実験結果と一致している2＞，16＞。結局，Baruch

らのモデルは，博労がアクセプターとして振舞うのでPの拡散によって局部的に空唾の濃度が

増し，その一部が冷却の際にベース側に流れて行く結果押しほ1しが起こるというのであるが，

最近，負に帯電した空孔がエミッタからベースへ行くために越えねばならないポテンシャル障

壁は温度の低下につれて高くなるのでBaruchらの仮定は困難であることが指摘された16’。

　　一方，Si中にドナーまたはアクセプターを拡．散させると，それらは置換型に入ることが知

られているが1の，共有結合半径がSiのそれと異なるために格子が伸縮する。不純物原子の分布

に濃度勾配があると伸縮の度合が場所によって異なるために応力が生じ，それを緩和するよう

に転伎が導入される6N13）。このようにして生じた転位は，転位閲の弾性的反1畿作用によって，

不純物拡散面よりもはるかに深い所’にまで達する3）・5＞。転位に沿って速い拡散がおこることに

ついてはいくつかの：報告があ1）　1’1＞・24），したがって押し出し効果の原因はエミッタ不純物の拡散

で導入された転位によってベース不純物の再拡散が促進されるからであると考えることができ

る。佐藤3’らはBをドープしたρ型SiにPを拡散させて作ったll－f）構造で転位密度の分布を

観察し，Pの拡散で誘起された転位がp－n接合位置より数ミクロンも深い位置にまで到達して

いるという結果を得，間接的ではあるが，押し出し効果が転位によって生ずる可能性のあるこ

とを指摘した。この考えでBaruchらのモデルと最も異なっている点は，！）一n－lt）構造でも押し

出し効果がおこる可能性のあることである。著者らの知る限りではρ一πψ構造における押し繊

し効果はまだ報告されていない。しかし，前述のように押し1：idし効果にあまり関心が寄せられ

なかったのと，71－1）一ltトランジスタの方が周波数特性が良くなるので実用上拡散型シリコント

ランジスタは〃一汐一π構造にすることを考えると，この点については今後の研究にまたねばな

らない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．　実験と結果

4・1実験方法
　　Fig．2に実験の乎順を示した。用いた試料はフローティング・ゾーン法で製作した比抵抗

60・9－cm，寿命時闇300μsec，転位密度5×104　cm．一2のπ型Si単結晶である。　ドナー不純物

はPである。まず（111）面に沿って2．5mmほどの厚さにスライスし，片面をカーボランダム

（轍000）で研磨した後，緑色酸化クロムでラップして鏡面に仕上げ，さらに化学研磨を行って
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15iici聴（2．5　mm『薪l16｝r　　…．…一．一．…”miカli止山の除去された平担面とする。紬晶画の決

∴画御薩∴二「農議1二結納1∴難
｝　　　　Chemical　Polishing　　　　　　iで，継成は33％Cr、03：HP”・＝・　1：1である。化学

　　　　Wet　A－1．『◎8・望min・　　．＿　　　　：　ジア・ガスとして脱イオン水を通したArを用

［唖喜（・掘・q三・三・）＿1…．』．．．．コい・酸化とBの｝広散を鵬賄・た・通常Si

…蕊εεllve　Etc姦三ng　………　　　　　　「　の酸化膜はBの拡散を妨げるがこの場舎は酸化

L＿＿！？『a｝ΣremQvin餐．§igl　．．…＿．　．．i膜が薄い初期の段階にSi中に入ったBが拡散

　P－dlffusion　　　　　　　　　　　　　して行くものと思われる。この酸化膜のPの拡
i＿一望『些’10些撚。「115（）OC’．鍍豊in’＿tttttttt＿　散に対するマスク効果は，　Pを塗布して拡散さ

1・・…m・n・・g・f」un・…nd・p・h　　iせ三舎には，　P・）1広散を・25・・C・・三間，ま

1　Beveiing　（about　20）　1
…　　Measurement　of　the　angle　　　　1たは1150℃30分閥f了っても…卜分であった。こ

　　　・un・li・n・ll・li・ea・i・n　　一，iの轍を、＿卸。ダイスした後，試♪沖知

C・un・1・g…hpi・d…i・y　　　　i酸化膜を！mm程の幅で縦に剤帳く除く．酸化

；＿腿糠徽灘塾｝轡麟：欝纏縫難鯵欝

　　　Fig・2・Expe「imenta｝P「ocedure　　　　容易に行われる。酸化膜を除いた部分にP205を

メチルセロソルブで溶したものを筆で塗布し，電気炉中で加熱して？1－lc｝一lt構造を得る。この拡

散：層は薄いので，斜め研磨し拡大して観察する。研磨角度測定後，Sirtle液で！0秒間エッチし

て接台位置を測る。次いで酸化膜を弗酸で除いた後転位を見るための腐蝕を行った。腐蝕液は

Sirtle液である。

4・2　拡　　　散

　　Fig．3にBの拡散装置を模型的に示した。これは開管法とよばれるもので普通に行われて

いる方法である。不純物源としてはB、0、を用いた。B、0、は石英を犯すので，磁器ボートに盛

り，中心温度1300℃の電気炉中の1200℃の位置：におき，脱イオン蒸溜水を通したArガスを

60cc／min流しておく。設定湿度に到達したことを確めた．．卜二で，石英ボートに乗せたSiをすみ

やかに挿入し，1300℃で10分間加熱する。拡散終了後ただちに低温側（500℃位）に移動し，

数分後取り1＝呂す。

　　Pの拡散はFig．　4に示した石英容器に灰定の処理を施した試片を入れ，設定温度に到達し

てから電気炉の中心部に挿入し，脱イオン蒸溜水を通した酸素雰囲気中で加熱して行う。1250

℃，10分間加熱後500。C位の低温側にすみやかに移動し，5分後取り出すとFig．　6（a＞に示し

たような押し効果が観察される。Fig．6（b）はこの様子を模型的に示したものである。この条件
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oC

130e

iooo

700

50　40

［＝＝　＝：1：

　　　　　　　　　　Fig．　3．

で接合位概はX，N6Pt，　X2峯7μ，4X寡q．5μ。ただし，　Pの塗

り方が薄．過ぎて，エミッタが7Z型に反転しない程度であれば

押し出し効果は見られない。これex　Gerethi6）らの結果と一・致

している。Fig．　6（a）ではエミッタ接合の直線性が悪いが，こ

れは表面に塗布したPの乾燥が不十分なために急熱された時

30　20　to　o　lo　20　30　4e　so　cm

¢　Si　wafer　＠　9uartz　boat
＠　Ceramics　boat　＠　B203
（ll）　Quartz　tube　＠　SiC　furnace

＠　Thermo－couple　＠　Wet　Ar　inlet
　　　　　　（El）　Out　let

　　Furnace　system　used　for　boron　diffusion

Fig．　4．　9uartz　chamber　for

　　　phosphorus　cliffusion

に局部約にPの濃度の高い所と低い所が生じた結果と思われるD。極端な場合には，岡一試片

で，エミッタがπ型に反転している部分と反転していない部分ができるが，その時も反転して

いない部分では押し出しは無く，反転した部分でぱ押し出し効果が見られる。エミッタ接合の

慮線性を確保するためには，Pの拡散を気相から行えばよいと思われる。しかし，その場合は

上記酸化膜のマスク効果は無くなる。P、O，を不純物源とした場合にはSio、と反応してP。　Siッ

O。というガラスを作るのでP20，がガラス中を拡散し，　Sio、膜が全部ガラスになるとマスク効

果が無くなると説明されている5）。しかし，厚い酸化膜を得る為に長時間高温で酸化すると，

（たとえば12eo℃，3時聞）押し繊し効果の再現性は悪くなる。これは酸化の間にBの再拡傲：が

おこり，コレクタ接合近傍のBの分布がd遜use一になるためと思われる16’。　Pの拡散を1！500C

で30分聞行うと押し出し効果はおこらない。この条件での接合位置はX、寡3μ，X2窪7μと

なる。

4・3　接合位置の測定

　　少一π接合の位置を知る方法は，大別すると，1）一n接合の電気的性質（整流性，熱起電力，光

起電力など）を利胴するものと，電気化学的性質を利用するものとがある25・26）。後者の特長は

測定が簡便なのと，接合を直接目で見られることである。ρ型Siは71型SiよりもFermi準



176 前田正雄・真鍋豊：孝 10

位が低いので，p－n接合を適当な腐蝕液に浸すとp型領域がアノード，　n型領域がカソードに

なって局部電池を構成し，したがってp型領域の腐蝕速度がはやくなるので接合部にステップ

が生じ直接目で見えるようになる。実際には拡散層が薄いので斜め研磨し，Fig．5に示した方

法で接合位置を求める。すなわち，斜め研磨後（a）の様に小さい平行光線のスポットを試料面

にあて，反射光がもとの方向へ戻るようにする。ついで研磨面からの反射光がもとの方向へ戻

　　　　　　　　　　　　　iLgltt　x
　　　　　　　　　［＝＝コ［＝＝コ　　　　　　　θ

　　　　　　　　　　　　　　×＝　xtan　e
　　　　i／N　e

　　　　beveled　silicon　d））

　　（a）
Fig．　5．　Measuring　method　of　the　junction　depth

　Xl　：6　pt，　X2　：7　Lt，　tiX一一一・O．5　x2

Fig．　6　（a）．　Junction　structure　of

　　　　emitter　dip　effect

Fig．　7． Enhanced　diffusion　through

the　surface　defect

2 1　②
②

1
童xろ／

③ ムX

③

　　（D　B＋P　diffused　region

　　＠　B　diffused　region

　　＠　Non　diffused　region

Fig．　6〈b）．　Schematic　diagrarn　of

　　　　emitter　dip　effect

aE 　毒．・．

Fig．　8．　Emitter－Collector　shorting
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醒：響藻1難鯉！
　　　　　　Etching　time　3　min

　　　　　　Etchant　33％一Cr203：HF；1＝1　　　．

　　　　　　Etch　pit　density　5　x　104　cm－2

　　　Fig．　g．　Etch　pits　of　starting　materia1

1’

1／　・

軍

蜘

1・

鐸、．

駕1部
霧

　　　①B＋Pdiffused　region
　’　＠　B　diffused　region

Fig．10．　Etch　pits　at　6．5　pt　depth

Fig．　11　（a）．　Etch　pits　near　the　collector

　　junction　underneath　the　emitter　show－

　　ing　emitter　dip　eflect．　（7　pt　depth）　Etch

　　pit　density　8×10S　cmr2，　Scale　2．5　pt／div

　　　　　　　　　　　　　　隔年

　　　　覧蔑　蟻　　・

．鵜・．…灘難1一　一驚

　　　　　　瞬尋擁彪’・1・’「一

義
　；’漣

籍
鞍姫回

想攣
Fig．　12　（a）．　Etch　pits　near　the　collector

　　junction　underneath　the　emitter　having

　　no　dip．　Etch　pit　density　6×10‘cm－2，

　　Scale　10　pt／div

　　　　　　　　　　　　　　　譲難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏　‘鶉鼻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　xww

　　Fig．　11　（b）．　Etch　pits　near　the　other　col－

　　　　lector　junction　showing　emitter　dip

　　　　effect．　｛7　p　depth）　Etch　pit　density　1×

　　　　105　cm－2．　Scale　2．5　t．t／din

　r2．e　≧　・鳳i鰍．”

　　　事　　　　・∫　　　一’　　　瀞
　　ρ圏　　　　♂，　　’

　　　　　　　　　　　よ蘇

　　　　　　　懸　　‘
k，k・，iut　，ts”“tX’W’

　　　　　　　　　　，　驚

　　Fig．　12（b）．

議・驚覇鰐、
．i馨西謬1な拳　　ぎ

7◎饗　　一　　　　　　’
　構　　　　　車
　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　卑

　　pits　near　the

　　　　欝

i　一U

鄭雛葦

　　　　　　　Etch　pits　near　the　other

collector　junction　having　no　dip．　Etch

pit　density　3×10‘cm“’2，　Scale　！0　pt／div
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るように試料を回転し，その1亘i転角から研磨角度θを求める。次に接合現出用のエッチングを

して顕微鏡下で（b）のようにヱを求めX＝x　tan　tiより接合位置を算出する。斜め研磨は市販の

すりガラス上で水を用いて行うとダレも少なく良い結果が得られた。研磨角度は大体2。であ

る。Fig．6（a），7，8はこのようにして得られたn－P一η構造の顕微鏡写真である。　Fig．7では表

面上の欠陥の部分においてだけPの拡散が促進されているのが見られる。Fig．8はPの拡散を

極端に長くした場合でエミッタとコレクタが短絡している。

4・4　転位密度の測定

　　転位の観察は，片面を蜜蝋でマスクし，拡散を行った面をSirtle液でエッチしてエッチ・

ピット法でfDた。　Fig．　9は基板に用いたn型Siを3分閥エッチした時の腐蝕像である。　Fig．

10はBを1300。Cで10分，　Pを1250℃で10分間拡散した試片の表面から65μの深さの腐蝕

1eS

¢
．！1

鉛
誘　105
＄

カ

唇

お

＄

β

鞍

∩

lo4

s

o

．

●　urndernea七h　七he　emi七ter

o　The　other　region

．

．
．

o

o

令　小一

Xl　XzAX

e

む

　o　　　　　　　　　　　　　　●

　10

　　　　4　6　s　lc　i2　14　16　IB
　　　　　　　　　Depth　frtMi　the　surraee　（，，ee）

Fig．　13（a）．　Dislocation　distribution　of　the　specimen　having　emitter　dip　effect
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． ．

s
．

　　　　　　　　　　2　4　6　8　iO　12・　14　16
　　　　　　　　　　　　　　　Depth　frcrn　the　sur£ace　（，U　）

　　　　　　　Fig．　13　〈b）．　Dislocation　distribution　of　the　specimen　having　no　dip

像である。Pを拡散した部分とそうでない領域の境界で転位密度が大きくなっている。これは

Inoらの結果11）と同様，　Pの濃度勾配によって転位が導入されたものと思われる。　F玉g．11（a），

（b）は押し出し効果の観察された試料のエミッタ直下と，他の領域のコレクタ接合近傍における

腐蝕像である。このように押し娼し効果の見られる試料ではエミッタ直下のコレクタ接合付近

におけるエッチピット密度はPを拡散しない領域のそれに比してはるかに多くなっている。

Fig．12（a），（b）は押し出し効果の見られない試片のエミッタ慮下および他の領域のコレクタ接

合近傍での腐蝕像である。このように押し出し効果の見られない試料では転位密度の差は殆ん

ど認められない。Fig．13（a）は押し嘱し効果の見られた試料について得た転位密度分布である。

エミッタ直下の転位密度はコレクタ接合付近で多くなっているのに対して他の領域の転位密度

はほぼ一定である。Fig．！3（b），（c）は押し出し効果の見られない試料の転位密度分布である。（b＞

でばコレクタ近傍の転位密度とbulkのそれと0）閥に大差がない。（C）では＝一ミッタ接合付近で

転位密度が蔦くなっている。しかし，いずれの場合もエミッタ直下と他の領域の差は無い。

Fig．14はエッチピットの極めて少ない位置の腐蝕像である。これは転位が運動した結果と考え

られる。

　　表面からの深さはマイクロメータで試片の厚さを測ることによって求めた。Fig．15はこ

のような方法で測った除去層の厚さを腐蝕時間の関数としてかいたものである。初めのうちぱ

腐蝕速度が大きく，コレクタ接合近傍で急に腐蝕速度が遅くなり，その後再び腐蝕速度が大き
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くなるが最初程大きくならない。また（b）のように腐蝕速度の遅い領域があらわれない場合も

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　5．　考　　　察

5・1転位の発生と押し出し効果

　　Siに置換型の不純物を拡散するとSi原子と不純物原子の共有結合半径の相異によって，

格子が収縮（または膨脹i）する。したがって不純物分布に濃度勾配があると応力が生ずる。

Prussin’）は等方的な薄板の厚さの方向にのみ不純物濃度の勾配がある場舎に生ずる応力を，温

度勾配によって生ずる熱応力からの類推により計算した。薄板が異方的な場合にも同様の計算

ができ，薄板の厚さの方向を£軸にとれば，不純物の拡散によって生ずる最大の応力は

　　　　（a．）max　＝＝　（1＋v）　BIVs　E．

で与えられ拡散の初期に発生する。ここでβは単位濃度鶉あたりの格子の縮みをあらわし，瓦．
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は不純物の表面濃度，E。，ンはそれぞれヤング率，ポアソン比である。βは室温で，　Si中のB

に対しては5，6×！0－2‘　cm3／atomM，　Pに対しては1．2×10　um　2‘　cm3／atom‘’であるが，温度依存性は

無視して差支えないであろう。N、はIrvin27）のデータを用いて表面抵抗から求めたところBに

対しては3×！019atoms／cm3，　Pに対しては1250。C，10分の場合には1×1021　atoms／cm3，1150

℃，30分の場合には8×1020　atoms／cm3であった。　McSkinn2B’らのデータを高温側に外挿すれ

ば＜110＞方向のヤング率は1300。Cで2．96×1012　dynes／cm2，1250℃で2．97×1012　dynes／cm2，

！15e℃で2．99×1012　dynes／cm2である。　yとして室温の値0．2729）を用い温度変化を無視すると

最大応力はBの拡散に対して6．8×108dynes／cm2，押し出し効果の見られる1250℃で／0分間

拡散させたPに対しては4．9×109　dynes／cm2，1！50℃で30分間拡散させたPに対しては3．9×

log　dynes／cm2となる。一方Patelが800℃での引張り試験で得た5×10‘　cm　un2の転位を含んだ

Siの降伏応力は4．8×！08　dynes／cm2である30）。したがって拡散によって生じた応力はいずれの

場合にも転位を増殖（または発生〉させるに十分の大きさである。Bのみしか拡散していない

領域でも接合付近で転位密度の増加している細片もあるのはこのためと思われる。またFig．14

に示した転位密度の非常に少い領域の存在は，転位が運動したことを裏付けるものである。し

たがってコレクタ接合近傍での転泣密度の増加はエミッタ不純物の拡散で導入された転位が移

動して堆積した結果である。ただし，上述の最大応力は純粋のSiに磁一の不純物を拡散した場

合のものであるから二重拡散の場合に予想される不純物同志の相互作用（たとえばイオン対の

生成など）がある場合には，そのままではあてはまらない。押し出しの見られない試料でPの

拡散による（勾m。。が転位の増殖（または発生）に十分な大きさであるにもかかわらずそれが認

められないのも同じように解釈できるかもしれない。Fig．13（a）～（c）に示した押し出し効果の

存在とエミッタ直下のコレクタ接合付近における転位密度の局部的な増加との対応は，この転

位が押し領し効果に決定的な役割りを演じていることを意味している。しかし押し出し効果が，

転位に沿ってベース不純物の再拡散が促進された結果生じたものか，それとも転位聞の相互作

用によって転位が運動した際に空豆を生じ，それが拡散を促進した結果おこったものか，ある

いは別の機構で転位が押し出し効果に関与しているのかは断定できない。これを解明するため

にはかπ一t’構造に於ける押し出し効果の有無を確かめるとともに，転位の運動や転位と不純物

拡散の相互関係をもっと詳しく調べる必要がある。

5・2　転位の電気的性質におよぼす影響

　　接合型トランジスタでは，n－p－n構造の場合エミッタから注入された電子が拡散によって

てベースを通り抜け，逆方向にバイアスされているコレクタ接合に到達してそこの高い抵抗を

変調することによって電llEおよび電力増幅作用を行う。　f」一？1　一p構造の場合には，信号を伝達す

るキャリアが正孔となり，正孔の移動度は電子の約1／2であるから，7t－p－n構造の方が周波数

特性がよくなるのである。一般にトランジスタの特性は注入効率γ，輸送効率β，コレクタ増

倍係数α＊の三つの量であらわされる。注入効率とは，エミッタ電流中電子電流（p－nY’構造



17 拡散型シリコンn－p－nトランジスタにおける押し出し効果 183

では正孔電流）の占める割合でγ÷［1十〇b／o，・w／Lp】””で与えられ21），1に近いほどすぐれたトラ

ンジスタと言える。ここでab，0，はそれぞれベース，エミッタの伝導度，’Wはベース幅，　Lp

はn型領域における正孔の拡散距離である。輸送効率とはエミッタから注入された電子電流の

うちコレクタに到達する割合を示しβ÷［1　＋　1／2（w／Ln）2】’一1。ただしL，、は脱型領域における電子

の拡散距離である。これも1に近いほどよいのはもちろんである。コレクタ接合に到達した電

子は接合にかかっている電界によって加速され，静止している原子と衝突してそれをイオン化

し，電流が僅かに増大する。これをコレクタ増倍係数といい，経験的にα＊一［1一（Yc／VB）〕一nで

与えられる32）。ここにVBはコレクタ接合の破壊電圧，　Vcは逆方向にかけてあるバイアスであ

り，nは実験的に定める常数である。したがって大きなバイアスをかけるためにはVBが高く

なければならない。以上のことから明らかなように，すぐれたトランジスタを作るためにはOe

を良くし（したがって，エミッタには高濃度の不純物を入れる），キャリアの拡散距離を長くし，

かつ砺を高くしなければならない。一方，転位はキャリアの寿命を減少させること，接合の

逆耐電圧を低下させること，逆方向漏れ電流を増加させることなどが知られている。したがっ

て転位はトランジスタの特性を悪くすることが予想されるので，できるだけ転位：の少い材料を

用いる必要がある。この他，SiのP－n　｝X合に大きな逆方向電圧をかけると発光が見られること

がある。これはマイクロプラズマとよばれるもので，：機構ぱまだ明らかでぱないが，転位と密

接な関係があると言われている。たとえば，Chynowethらは発光のパターンとエッチピットの

並び方の対応を見出した33）。Goetzbergerは高濃度の不純物を拡散した時にだけ発光が見られ

ると言っている6）。また太陽電池は，通常η型S圭を基板として高濃度のBを拡散させて作るが

転位が再結合中心となるために効率が悪くなると揃われている6）。しかし，すでに述べたよう

に，いかに完全：な結晶を用いたとしても，高濃度の不純物を拡散させると転位が導入されてし

まう。これを避けるためにはSiと共有結合半径のあまり異ならないGa，　Asなどを用いればよ

いであろう34）。

5・3　腐蝕速度

　　Geの溶解に対する基礎的研究はBrattain，　Garrettにはじまり，　Turner，　Uhlirらによっ

て原理的な面ぱ一応明らかにされた35’。その結果1個のGe原子が溶けるためには2個の正孔

を必要とすること，n型Geの溶解反応はGe中の正孔の拡散支配であること，　P型試料では

Helmholtz層を通しての活性化支配であることなどが知れた。　Siの溶解機構もGeと同じであ

るとすれば，Fig．15（a）に示した極めて腐蝕速度の遅い部分はコレクタ接合付近の空乏層で正

孔が極端に不足しているためと考えられる。この前で腐蝕速度が大きくなっているのは，高濃

度の不純物の拡散によって格子が乱されているためかも知れない。同図（b）では腐蝕速度がほ

とんどゼロになる部分は存在しないが，これは拡散が不均一に行われたために腐蝕が一様に行

なわれず，コレクタ接合付近では，n型領域とp型領域が同程度存在して局部電池を構成した

結果と考えられる。
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6．　結 論

　　BとPを用いて，二重拡散法でSi　n－p－i2　kS造を作り，押し早し効果のおきた試料とおこ

らない試料について転位密度の分布を腐蝕孔法で観察した結果次の様なことが結論された。

　　①エミッタ不純物の拡散によって誘起された転位は，押し出し効果で決定的な役割りを

演じている。

　　②p－n－p構造でも押し出し効果の起こる可能性は十分ある。

　　③ベース・コレクタ接合付近で腐．蝕速度が極端に遅くなるのは，正孔の欠乏している空

乏層の存在によるものである。

　　④押し出しが起るためには，p－IZ接合面における不純物の濃度分布が急峻である程よい

と考えられる。
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