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Determination of Surface Concentration of

Diffused Impurity

by the Modified Bimetallic Model.

Takehiro MAEHAMA,Hiroaki MIYASATO,
Yoichiro MIYAGI,Chushin AFUSO

ABSTRACT
A new method for measuring the surface concentration of the

diffused impurity atoms is proposed. Because of the lattice distortion

due to the distribution of the diffused impurity atoms, the substrate

crystal is warped like bimetals. The equations to calculate the war

page angle of the substrate crystal are derived. The surface concentra

tion of the diffused impurity of the substrate is decided so that the

value calculated by the equations fits in the measured value of the
warpage angle.

The method was actually applied to {l00} GaAs substrates in which

Cd atoms had been diffused at 1000°C and 900°C respectively. The

calculated values of the warpage angle of the substrate assuming the
complementary error function for the Cd distribution are in good

agreement with the experimental values. The Cd-surface concentrations
diffused at 1000°C and 900°C were decided as 1. 3 X 1019 and 2 X 1018

cm-3
, respectively.

For the reduction of the warpage angle when the diffused layer was

removed, the theoretical values were also in good agreement with the

experimental values. From these facts, therefore, the validity of the

assumption of the complementary error function for the Cd-distribu

tion were confirmed.

Key Words: Diffusion, Surface concentration, Gallium arsenide,

Cadmium, Warpage, X-ray double crystal method.
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変形バイメタルモデルによる拡散不純物表面濃度の決定8８

法について述べ，§４ではＣdが拡散されたＧａＡｓ基

板のそり角の測定結果と理論計算値を示し，§５で理

論計算値と実験値との比較検討及び拡散不純物の表面

濃度決定法の妥当性について考察を行い，§６に本論

文の結論を示した。

§１．はじめに

半導体プロセスにおいて不純物の拡散処理は一つの

重要な技術であり，半導体デバイスの特性の良し悪し

は，不純物をいかに制御よく拡散できるかにかかって

いるといっても過言ではない。不純物の拡散を厳密に

制御するためには，拡散現象を深く理解しなければな

らない。拡散現象の理解は，実際に拡散処理を施した

試料の不純物濃度分布を測定したり，結晶内の不純物

の状態を観測したり，更には,不純物原子と転位など

の結晶欠陥との相互作用を観測することを通して行わ

れる。これらの測定や観測に必要な技術はこれまで種々

研究開発され，拡散現象の理解にいろいろ寄与してき

ているが，必ずしも充分なものとはいえない。例えば

抵抗率の測定，ホール効果の測定，Ｐ､接合容量の測

定のような電気的測定によるキャリア鰻度分布を不純

物濃度分布と見なすのが一般的であるが，不純物の活

性化率の問題もあり必ずしも正しい不純物濃度を与え

ているとは言えないであろう。また，オージェ電子分

光法（AES）や二次イオン質量分析法（SIMS）など

は，不純物濃度分布を直接与えるが，不純物の電気的

性質や結晶内の不純物の状態などは知ることができな

い。従って，拡散現象を総合的に理解していくために

は，いろいろな側面から拡散現象を観測測定していく

ことが必要であり，これまでに行われなかった新しい

側面からアプローチしていくことも非常に価値あるこ

とと思われる。

本論文は不純物拡散により生ずる格子の歪との関係

から拡散現象を解析し，不純物の表面擾度を決定する

新しい方法を提案したものである。基板に不純物を拡

散させると，その濃度分布に従った歪を生じ，そのた

め基板にそりが発生する。そのそりの大きさは，不純

物の濃度分布を仮定すれば，バイメタルのそりと似た

方法で理論的に計算できると考え，本論文ではまずそ

のそり角を表す式を導出した。更にその理論式による

計算結果と実際のそりの測定値との比較から，拡散さ

れた不純物の表面濃度が決定できることを示した。ま

た，具体的にＧａＡｓへのCdの拡散が補誤差関数にし

たがった濃度分布をしていると仮定してそりの理論計

算を行い，実際に拡散実験を行って，測定した値とよ

く一致することを示した。更に、その実験値と理論値

との比較よりＣdの表面濃度を決定した。

以下§２で変形バイメタルモデルの原理を説明し，

§３ではＧａＡｓへのＣdの拡散方法及びそりの測定方

§２．変形バイメタルモデルの原理

エピタキシャル厨を成長させた二重柵造を持つ基板

結晶において，それぞれの層においては格子定数が一

様であるが，二厨間に格子定数の差があるとバイメタ

ルと同じ考え方で基板結晶のそりを理論的に計算する

ことができる。またその応用として，エピタキシャル

層と基板結晶の格子定数との差率が10-7台まで測定で

きることが，これまでに本論文の著者等により示され

ている。】)ﾕ）

不純物拡散層を持つ基板結晶もエピタキシャル基板

結晶と同様，二重横造になっているが，拡散厨には不

純物濃度分布があるため格子定数が連続的に変化して

いる。従って，エピタキシャル基板とは連い，基板の

そりの計算には純粋なバイメタルの理論を適用するこ

とはできない。そこで，格子定数が連続的に変化する

層を持つ二重檎造基板のそりに対しても計算できるよ

うにしたのが変形バイメタルモデルである。鋤以下そ

のモデルについて説明する。

ＤＩＦＦＵＳＥＤＬＡＹＥＲ

Ｆｉｇ．１SchematiciIlustrationofthewarpａｇｅ

ｏｆａｂａｒｏｆｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｗｉｔｈｄｉｆfusedIayer．
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Fig.１に拡散厨を持つ結晶基板のそりを模式的に

示した。その図に示された８をそり角と定義し，その

Ｏと基板の厚さｄとの関係を理論的に計算する式を導

く。

Ｆｉｇ．１において，拡散層の表面を基準とし曲率中心

の方向へxMiilをとる。表面から任意の深さｘにおける

結晶の表面に平行な方向への歪率スは次式で示される。

となる。更に，これを(1)式に代入して

Ｏ(ｘ)＝Ｅ（△２(X・)（１－(Ｘ－Ｘ｡)／Ｒ・)－△２（ｘ)｝

／２…･………………………･……･……………………..(7)

を得る。

不純物拡散によるＦｉｇ．１のようなそりには外部か

ら応力がかけられていないので．内部応力ｏ(ｘ)の積

分は次式のようにゼロとなる。ス（ｘ）＝△Ｅ／２＋◎（x)／Ｅ－（x-xo)／R･……

…………….………･……………………･………………(1)

ル難)｡x=O…………………………(8)この式の第一項は，不純物が侵入したことによる歪率

を表わし，ａｉを不純物原子の半径，ａを母材原子の

半径，ｎｉ（ｘ）を不純物原子濃度，ｎｏを母材原子密

度とし，不純物原子は母材原子と置換されると仮定す

れば次式で表わされる。

また．不純物拡散によりそりを引き起こそうとする曲

げモーメントと，フックの法則によりそりを戻そうと

する逆の曲げモーメントがつりあっているので次式が

成り立つ。

△２／２＝（（a,／a）３－１）ｎｉ（x)／３，｡………(2)

/HxoIx)｡x=Edﾂl2R………………(9)
(1)式の第２項は，そりの生じた状態での応力ｏ(ｘ）に

よるフックの法則に従った格子の歪率を表し，式中の

Ｅはヤング率を表す。第３項は，そりによる歪率を表

し，ｘ･は応力がゼロである中性面の位置を，Ｒ・は中

性面の曲率を与える。

中性面では応力がゼロであるので，(1)式は

もし不純物の分布、i(x）が与えられれば，以上

述べた(2)，(4)，(7)．(8)，(9)，式を用いて，基板の厚さ

。と基板のそり角Ｏとの関係を計算することができる。

以下に，不純物が拡散方程式に従った拡散をする場合，

つまり不純物分布が楠誤差関数となる場合の計算式を

示す。今，ＮｍＤ，ｔをそれぞれ不純物表面鰻度，拡

散定数及び拡散時間とすると，不純物分布はス（x･）＝△２(x・）／２．.………･…………………(3)

となる。従って，Ｆｉｇ．１に於いて，ｘ＝xoでの曲率を

Ｒ・とすれば，

、(ｘ）＝Ｎ・erfc(ｘ／（４，t)!/2)……………………00）

となる。これを(2)式を通して(7)式に代入し，更に(7)式

を(8)式に代入して解くことにより，基板の厚さｄと基

板のそり角Ｏの関係を与える式

ＢＲ｡＝２（１＋△’（x・)／Ｅ）……………………(4)

が成立し，任意のxに於いては

０＝２／Ｒ⑩＝２２｛。（α－β)－Ｚ)／{αd(ｄ－２ｘ｡))…

……..…･………………………･………･………………･01）８(Ｒｏ－(ｘ－ｘ｡)）＝２（１＋入(ｘ))…………………(5)

を得る。中性面の位置x･は。の関数であるので，ｑＤ式

を計算するにはまずx･を決定しなければならないが，

これを決定する補助式は，ｑＵ式とql1式からＲ･を消去

することによって次式となる。

が成立する。(4)と(5)式の比をとって整理すれば，

A(x）＝－(ｘ－ｘＪ（１十△２(x､)／２)／Ｒ。

＋△２(x")／２．………………･･………………(6)
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実験に使用したＧａＡｓ基板は，S-dopedn-GaAs

(100)ウェーハから切り出したもので，キャリア濃度

は4.5×101,cm-9である。拡散不純物源のCd及び拡散処

理中基板にかけるＡｓ蒸気圧源の金属Ａｓの純度はいず

れも99.9999％のものである。

ＧａＡｓ基板，Ｃd及び金属Ａｓは拡散処理を行う前に

次のような表面処理を行った。ＧａＡｓ基板は粒径１必

のアルミナ研磨材で研磨し，５H2SO`＋Ｈ２02＋Ｈ２０の

エッチャントで鏡面エッチングを行った。Ｃd及び金

属Ａｓはトリクロロエチレンなどの有機溶剤で脱脂し

た後，Ｃdは希硝酸（約５％）で，金属ＡｓはＮａＯＨ溶

液(約20％)でそれぞれ金属光沢が出るまでエッチング

した。

表面処理されたＧａＡｓ基板，Ｃd及び金属Ａｓは，あ

らかじめ澗浄にされた透明石英管に入れ，１．５ｘ１０５

Ｔｏｒｒの真空度で300~400℃に加熱し，試料の表面の

酸化物などを蒸発排気させたあと１×１０`Torr以下

の真空度で封じきる。この石英アンプルを所定の温度

に設定した２ゾーンの噸気炉に入れ拡散処理する。所

定の時間処理し後，アンプルを電気炉から引き出し水

に入れて急冷する。

表１に測定に使用した３個の試料の拡散処理の条件

と拡散により形成されたpn接合の深さを示した。ｐ、

接合深さの測定は，拡散した試料を（110｝面でへき

開し，その面をステインエッチング（ＨＦ＋Ｈ２02＋１０

Ｈｚ０，０℃，光照射）した後微分干渉顕微鏡を用いて

行った。

｡‘（α－β）（１＋ＡＮ.α）＝

ＡＮｏａ{24(ｄ－２ｘ｡)Ｄｔγ＋２．（２．－ｘ･）Ｚ｝

＋d2Z…･……………………･………………….⑰

但し．ｑＤ１０Ｄ式に出てくるＡ，α，β，γ及びＺは次

式で与えられる｡

Ａ＝｛(ａ／a)３－１｝／３，｡…………………………(1３

α＝erfc(x・／（４，t)!/2)………………..……･……Ｍ）

β＝erfc(｡／（４，t)'/2）…･…………………･……･0１

γ=('/麺'/:)/:/v耐臘臘expl-x')｡x……㈹

Z＝（４，t／汀）'/2{１－exp(-.2／４，t)}………、）

§３．実験方法

３．１拡散処理

変形バイメタルモデルを実際にＣｄを拡散させた

ＧａＡｓ基板の評価に適用するため，ＧａＡｓ基板への

ｃdの拡散方法について述べる。不純物としてＣdを選

んだのは，ＣdはＧａＡｓへ拡散する際，拡散方程式に

従った拡散をすると報告`ｗされているからである。

TablelConditionsfordiffusiontreatmentandpn-junctiondepths．

Sample

number

Diffusion

temperature（℃）

Diffusion

ｔｉｍｅ （hrs）

VapourPressure（Torr）

Ａｓ Ｃ。

Pn-junction

depthxi（ﾉﾑ、）

１
２
３

1000

1000

900

3６

９

8１

1000

1000

1000

117

117

120

２
４
０

７
４
０
１
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３．２そり角の測定法

拡散処理した試料より，Ｆｉｇ．２に示すような短冊

形の試料を（110｝面へき開により切り出し，それを

そり角の測定に用いる。そり角はＸ線二結晶法による

ロヅキングカープの半値幅（ＦＷＨＭ）より決定し,2）

次のような方法でそり角の試料厚さ依存性を測定する。

（１）まず拡散処理した試料より切り出したままの短

冊形の試料のロヅキングカープを測定する。

(2)片一方の拡散層の表面をピセインでマスクし，

他方の拡散厨をH2SO`系エッチャントでエッチン

グ除去する。その状態の試料のロヅキングカープ

を測定する。

に示すように｛（422）ｖ,－(422）Ｒ｝の非対称平行配

置を用い，Ｘ線源にはＣｕＫａ１を使用した。

§４．実験結果

Fig.４は，試料１の試料厚さに対するロツキングカー

プの変化の測定結果のいくつかを示したものである。

ＮＯＬのカーブが拡散した試料から切り出したまま

の試料（以下初期試料と呼ぶ）のロッキングカーブに

対応し，Ｎｏ．２，３，４及び５のカーブは，片一方

の拡散面を除去しその面をエッチングして試料の厚さ

がそれぞれ193,177,151,及び130浬ｍとなったとき

のロツキングカープである。初期試料はＦｉｇ．２に示

すように，拡散層が両面に対称に存在するので，そり

は引き起こされていないと考えられる。しかし，その

ロッキングカーブの半値幅は3.4秒と非常に小さな値

となっているが，それでも完全結晶に対する理論値の

2.2秒より大きな値となっている。従って，この半値

幅の広がりは，基板にもともと存在する転位のような

格子欠陥などの結晶の不完全性によるもので，不純物

拡散の結果生じたそりによる広がりではないと考える。

拡散厨の片方を除去した後。試料厚が薄くなるに従い

ロヅキングカープの半値幅が大きく広がっているが，

これは，試料が薄くなるにしたがい，試料のそりが大

きくなっていくことに対応するものである。従って各

試料厚さに対する試料のそり角の大きさは，それぞれ

のロッキングカーブの半値幅から初期試料の半値幅を

差し引いた値で与えられる。

Fig.５は拡散した試料１，２及び３のそれぞれに

対し，上述した方法で求めた試料厚さとそり角の関係

をプロットして示したものである。この図で，●，○

及び△印は，それぞれ試料１，２及び３の測定値であ

る。また，各データに対応した実線は，それぞれのデー

タにフィットするように，00～⑰式に不純物の表面濃

度Ｎｓを代入して計算したものである。その結果，処

理温度が1000℃である試料１及び２の拡散不純物の表

面濃度Ｎｓは13×l0I9bm-9となり，処理温度が900℃で

ある試料３のＮｓは２×10週cm~3となった。なお理論計

算に用いた定数は以下の通りである。

４１００１LL、

⑨ ＤｌＦＦＵＳＥＤ

ＬＡＹＥＲＳ
(１００）

Ｆｉｇ２Ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｓｔａｒｔｉｎｇｓpecimen

withtwodiffusedIayers．

(3)更に，拡散層を除去した面を(2)と同じ方法で繰

り返しエッチングし，その都度ロツキングカープ

の測定を行い，そり角と試料厚さの関係を求めて

いく。

Ｘ

「

）

Ｆｉｇ．３Schematicillustrationofthemeasｕｒ－

ｍｅｎｔｏｆｔｈｅｒｏｃｋｉｎｇｃｕｒｖｅｓｏｆｔｈewarped

specimenwithdiffusedlayer．

なお試料厚さは，マイクロ天秤による重量測定値か

ら算出した。またロッキングカーブの測定は，Fig.３
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１

（。．。○）
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２

４

－２０－１０ ０１０２０

(ｕ－－（ｓｅｃｏｆｑｒｃ）

Ｆｉｇ．４ Ｔｈｅｖａｒｉａｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｒｏｃｋｉｎｇｃｕｒｖｅｓｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｌｄｕｅｔｏ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈethickness，Ｃｕｒｖｅｌ：startingspecimenwith

twodiffusedlayers，ｃｕｒｖｅｓ２－５：ｓｐｅｃｉｍｅｎｓａｆｔｅｒｒｅｍｏｖｉｎｇ
ｏｎｅｓｉｄｅｄiffusedlayer．

(1)三つの試料に共通な定数 (2)各試料に固有の定数

ａｉ：Ｃdの共有結合半径……………………1.405Ａ

ａ：Ｃａ又はＡｓの共有結合半径…………1.225Ａ

､｡：ＧａＡｓの原子密度……………4.42xW2cm~３

Ｎ､：基板のドナー濃度……………4.5x1017cm-3

NOL ｄ似、 FＷＨＭｓｅｃ

１ 200 3.4

２ 193 14.8

３ 177 24.8

４ 151 39.2

５ 130 “､0

試料 拡散時間ｔ(hrs） 接合深さＸｊ(必、）

１ 3６ 7.2

２ ９ 4.4

３ 8１ 10.0
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る場合について行われているが，実験に使用した試料

には両面に拡散層があるので，片側から拡散厨をエッ

チングで除去して測定を行っている。ところが，この

時のエッチング深さが表面から7.3匹ｍであり，この

試料のpn接合深さ7.2匹、とほぼ同じなので拡散層を

除去するには不十分であったと考えられる。従って，

除去されず残された拡散層の影響で実際のそり角が理

論値よりも小さくなったと考えることができる。

次に，理論値を測定データにフイヅティングするこ

とによって得られたCdの表面濃度の妥当性について

考える。不純物の溶解度は，不純物の蒸気圧が一定で

あればその基板温度で決まり，基板温度の上昇ととも

にその溶解度も大きくなる。試料１及び２は拡散時間

は異なるが拡散温度は同じであるので，両試料のCｄ

の表面濃度は当然同じ値になると考えられる。前節で

示したように，両試料のCdの表面濃度の測定値は確

かに，Ｌ３ｘ１０ｌ,cm-3と同じ値になっている。更に，試

料３においては，試料１及び２よりその拡散温度が低

いので，Ｃdの表面濃度もそれらより低くなるはずで

あるが，確かに実験結果も２x10lDcm-3と低くなって

おり，妥当な結果を与えていると考えられる。

更に，上述した方法による表面濃度の決定の精密さ

と正確さについて考える。Ｆｉｇ．６は，表面濃度N・を

パラメータとし，試料２の定数を用いて試料厚さｄと

そり角０の関係を計算して示したものである。そのグ

ラフの上に試料２の測定値を重ねてプロットしてある

が，それから分かるように測定値のばらつきはＮ･が

１～L5x1010の範囲に完全に収まっていることを示し

ている。従って，これは約15％の精度で表面濃度の決

定ができることを示すものである。一方，この方法で

決定された表面濃度の正確さについては，理論式を導

出する時の仮定や計算に用いる各定数の正確さに依存

するものであり，今後別な方法で測定された表面濃度

との比較において，その正確さを評価する必要がある

と考える。但し，Ｃdの拡散が楠誤差関数に従う分布

をしているという仮定は,前述したように,そり角の測

定値と計算値がいずれの試料についてもよく一致する

ことから正しい仮定であったと考えられる｡更にこの

仮定が確かなものであることを示すために次のような

そりの回復に関する測定を行った。

Fig.７は，拡散した試料を片側からその厚さがｄｏ

となるまで薄くし，そりを生ぜしめた後，今度は，反

対側の拡散層を部分的にbだけ除去することにより，

●:１０００゜Ｃ,５６h｢Ｓ
ＮＳ＝1.5*１０１９ｃｍ-３

３

５０

０１

（
。
」
Ｃ
一
○
○
の
の
）

￣５

１

1Cｏｄ（１４ｍ)500

Ｆｉｇ．５ＡｎｇＩｅｓｏｆｗａｒｐａｇｅａｓｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆ

ｔｈicknessdSymboIes●’○ａｎｄ△show

theangIesofwarpageofspeciｍｅｎ１，２ａｎｄ

３，respectively．

§５．考察

変形バイメタルモデルの妥当性について考察する。

ＧａＡｓへCdを拡散させた試料の，試料厚さとそり角

との関係を示す測定結果と，Ｃdの濃度分布が楠誤差

関数で表されるとして変形バイメタルモデルで理論計

算した結果とは，Fig.５に示されるようにかなりよ

い一致を示している。しかし，試料１の厚さが193脚

ｍの時のそり角の測定値が理論計算値から小さい方に

かなりずれているが，このずれの原因は次のように説

明される。理論計算は試料の片一方のみに拡散層があ
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そりが回復する様子を示したものである。この時の拡

散層の除去深さｂとそり角０の関係も，§２で詳述し

た試料厚さ。とそり角０との関係と同じように理論的

に計算することができる。この理論式は付録に示す。

Fig.８は，試料１に対するそりの回復の実験におけ

るロッキングカーブの変化を示したものである。
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この図のNo.５のロッキングカーブは，Ｆｉｇ４のＮｏ．

５のロッキングカーブと同一のものであり，この状態

(｡｡＝130四ｍ）から拡散層を表面よりそれぞれ2.2,

5.3,7.4浬、除去した時のロッキングカーブがそれぞ

れNo.６，７，８のカーブである。これから分かるよ

うに，拡散層の除去深さｂの増大に伴いロツキングカー

プの半値幅が減少しているので，拡散層の除去に伴い

そりの回復が生じていることになる。これらのロッキ

ングカーブの半値幅より求めた拡散除去深さｂに対す

るそり角の変化の様子をFig.９に●印で示した。ま

た試料２に対しても同様な測定を行い同図に○印で示

してある。ただし，試料２のdoは152必ｍである。こ

の図に示されている計算値は，すでにFig.５より決

定したＣdの表面濃度Ｎ･＝L3x10l0cm-3と，それぞれ

の試料の定数を付録に示した式に代入して求めたもの

である。この図から理論計算値と測定値はよく一致し

ていることが分かる。従って，Ｃdの鰻度分布が楠誤

差関数に従うとした仮定の正当性はこの実験で再確認

された。

AｐＮｐ

Fig7Schematicillustrationofredｕｃｔｉｏｎｏｆ
Ｑ

ｔｈｅｗａｒｐａｇｅａｎｇＩｅｂｙｒｅmovingdiffused

layer．

（。。。○）
メ
ト
｜
の
二
山
」
三
一

-２０－１０ ０１０２０

(ｕ一（ｓｅｃｏｆｏｒｃ）

Ｆｉｇ．８Thevariationsoftherockingcurveｓ

ｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｌｄｕｅｔｏｒｅｍｏｖｉｎｇｄｉｆｆｕｓｅｄ

Ｉａｙｅｒｇｒａｄｕａｌｌｙ．
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以上述べてきた変形バイメタルモデルによる拡散不

純物の表面濃度の決定法について．今後改善すべき点

について述べる。そり角０の理論計算をする時，Ｄｔ

の値を与える必要があるが，本論文ではOUI式を用いて

次のような方法でＤｔを決定している。ｑＯ式を変形す

ると

しいとして，この値を上式に代入し，Ｄｔの値を計算

している。この方法だと，拡散不純物が基板にもとも

とドープされている不純物と同種の場合や，拡散不純

物が中性である場合，あるいは基板の不純物濃度より

拡散不純物漉度が小さい場合などのように，Ｐ､接合

が形成されないような場合はＤｔの値を計算すること

ができないことになる。従って，Ｐ､接合深さxiを用

いない純粋なそり角０の測定データだけで，Ｄｔの値

を決定する計算手法を今後確立していく必要がある。

例えば．０１)～(ＩＤ式の計算値が０と｡の測定桔果にフィッ

トするようにＮ､とＤｔの値の組を決定する手法を用い

ることができそうである。しかし，Ｆｉｇ．５から分か

るようにＤｔの値に関係なく０－.曲線の傾きは同じで

あるので，実験データにフィットするＮｓとＤｔの値の

組は無数に存在することになり，それを一意的に決定

することはできない。現在，試料厚さ。とそり角０と

の測定データへ理論式qDが,またそりの回復を与える

Ｏとｂとの測定データへ付録に示した理論式(Ａ－２）

がそれぞれ同時にフィットするようにして，Ｎ､とＤｔ

の値の組を一意的に決定する方法を検討中である。

Dt＝x2／４｛arg［erfc（､,／Ｎ､)])2………………⑱

となるので，あるｘにおける､,が分かれば，任意のＮｓ

について、tを計算することができる。本論文では，

pn接合深さxIの点での、が基板のドナー渡度Ｎｐに等

５
OＯＯＵＣ３Ｅ

づｌ０００ｇＣｇ

１

ヘ
。
」
Ｏ
Ｌ
○
○
の
巴

§６．まとめ

不純物拡散における基板のそり角を計算する理論式

をバイメタルの理論を応用して導出し，その理論式を

Ｃdを拡散させたＧａＡｓ基板に適用することによって，

次のような結論を得た。

(1)Ｃdの漉度分布が補誤差関数に従うと仮定して計算

したそり角Ｏの値と測定値はよく一致する。

(2)そり角の理論計算値を測定値にフィッテイングす

ることによって得られたＣdの表面温度は1,000℃と

900℃のそれぞれの拡散温度に対して,l3x10lqcm｝

２×１０１，ｃｍ，を得た。この方法による表面濃度の測

定糖度は約15％である。

(3)拡散層除去によるそり回復過程のそり角０の理論

式を導出し,その式に,まとめ(2)で示したＣdの表面

濃度を代入して得た計算値とそり回復の測定値が

よい一致を示すことから，Ｃdの繊度分布が補誤差

関数に従うことを再確認した。

(4)そり角Ｏの理論式の計算にはＤｔの値を代入する必

要があり，、tの値を求めるためにp､接合深さx,の

値と基板のドナー濃度Ｎ､を用いている。そのため

この理論はP､接合を形成しない不純物拡散には適

､

Ｏ、

０
４６Ｂ１Ｃ

ＲＥＤＵＣＥＤＴＨｌＣＫＮＥＳＳ

ＯＦＤＩＦＦＵＳＥＤＬＡＹＥＲ

Ｆｉｇ９ＴｈｅｗａｒｐａｇｅａｎｇＩｅｓａｓｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆ

ｔｈereducedthicknessbSymboles●ａｎｄｏ

ｓｈｏｗｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｖａＩｕｅｓｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｌ

ａｎｄ２，respectively、ＳｏＩｉｄｌｉｎｅｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ

ｆｒｏｍｅｑｕａｔions（Ａ－１）_（Ａ-10)．
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用できない欠点がある。

(5)この欠点を解消するため，純粋にそり角Ｂだけの

測定値だけから，表面濃度ＮｐとＤｔの値を決定する

方法の可能性について示唆した。

任意のxにおける拡散不純物濃度､i(x)：

ni(ｘ)＝Ｎ・erfc{(ｘ十ｂ)／(４，t)!/2}…………(Ａ－１）

拡散厨の除去深さｂとそり角Ｏの関係式：

８＝２(。α’-..β′＋必（４，t／汀)'/2＋ｂｒ

－６（４，t／汀)I/2}／(。α′（d／２－x､)}…(Ａ－２）

中性面の位極xのを決定する式：

d{。＋ＡＮ.α’（４ｄ－６ｘ｡)){(。α′-..β′＋ｂ、

＋Ｑｚ－６）（４，t／元)`/2）

＝｛（｡ｚα’－．ozβ’十b2と）／２＋４，t（γ'一刀）

＋bdoβ'十（６－匹)(４，t／汀)'/2｝

ｘ１２ＡＮ.α′（d／２－x･）………………（Ａ－３）
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（Ａ－１），（Ａ－２）中の各記号は次式で与えられ

る。

α′＝erfc｛(x･＋ｂ)／（４，t)'/2｝ (Ａ－４）

付録

拡散層除去によるそり回復の理論式

本文Fig.７は，拡散した試料を片側からその厚さ

がdoとなるまで薄くし，そりを生ぜしめた後，今度

は，反対側の拡散厨を除々に除去していく時のそり

角０と拡散層の除去深さｂとの関係を表している｡Ｆｉｇｂ

７で，ｘ座標を試料の表面から曲率中心の方向にとり，

その原点を常に拡散厨が除去された後の表面に設定す

る。このx座標の原点の平行移動だけを考願すれば，

本文の§２で述べたＯと。の関係を導出する時とまっ

たく同じ手順で，そり回復における０とｂの関係式を

導くことができる。以下拡散層が楠誤差関数に従う場

合の理論式を示す。

β＝erfc｛do(４，t)!/2）………………………(Ａ－５）

γ,＝(,/燕!/翅)/:wmx譽exp(-x蜜)｡x………
……………………………………………………(Ａ－６）

r＝erfc（b(４，t)!/2｝…･………･……･…（Ａ－７）

〃=(,／薦'/圏)/9Ｗ、蕊遡exp(-xり｡”………
…….…….……………………………………･…(Ａ－８）

６＝exp（－b2／４，t）……･……..…………（Ａ－９）

似＝exp（－．．２／４，t）……………………（Ａ-10）


