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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は２以上のシリコンスパッタターゲットを内部に設けたシリコンドット形成用真空
チャンバ内にシリコンドット形成対象基板を配置する工程と、
　該真空チャンバ内にスパッタリング用ガスとして水素ガスを導入し、該ガスに高周波電
力を印加することで該真空チャンバ内にプラズマを発生させ、前記シリコンスパッタター
ゲットにケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加するとともに該プラズマで該
シリコンスパッタターゲットをケミカルスパッタリングして前記シリコンドット形成対象
基板上にシリコンドットを形成するシリコンドット形成工程とを含み、
　前記ケミカルスパッタリング用のプラズマは、プラズマ発光において波長２８８ｎｍに
おけるシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長４８４ｎｍにおける水素原子の発光強
度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が１０．０以下のプラズマとすることを特徴とする
シリコンドット形成方法。
【請求項２】
　前記シリコンスパッタターゲットのうち少なくとも一つは、前記真空チャンバ内に、前
記シリコンドット形成対象基板を配置するに先立って、シラン系ガス及び水素ガスを導入
し、これらガスに高周波電力を印加して該真空チャンバ内にプラズマを発生させ、該プラ
ズマにより該真空チャンバ内壁に形成したシリコン膜からなるシリコンスパッタターゲッ
トである請求項１記載のシリコンドット形成方法。
【請求項３】
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　前記シリコンスパッタターゲットのうち少なくとも一つは、前記シリコンドット形成用
真空チャンバに外部から気密に遮断される状態に連設されたシリコンスパッタターゲット
形成用真空チャンバ内にターゲット基板を配置し、該シリコンスパッタターゲット形成用
真空チャンバ内にシラン系ガス及び水素ガスを導入し、これらガスに高周波電力を印加し
てプラズマを発生させ、該プラズマにより該ターゲット基板上にシリコン膜を形成して得
たシリコンスパッタターゲットを、該シリコンスパッタターゲット形成用真空チャンバか
ら前記シリコンドット形成用真空チャンバ内に外気に触れさせることなく搬入設置したシ
リコンスパッタターゲットである請求項１記載のシリコンドット形成方法。
【請求項４】
　前記シリコンスパッタターゲットのうち少なくとも一つは、予め準備されたシリコンス
パッタターゲットを、前記真空チャンバ内に後付け設置したものである請求項１記載のシ
リコンドット形成方法。
【請求項５】
　前記スパッタリング用水素ガスをプラズマ化させる高周波電力の印加を、該ガスから誘
導結合型プラズマを発生させる高周波放電アンテナを用いて行う請求項１から４のいずれ
かに記載のシリコンドット形成方法。
【請求項６】
　前記ケミカルスパッタリング用プラズマは、電子密度が１０10／ｃｍ3 以上のプラズマ
である請求項１から５のいずれかに記載のシリコンドット形成方法。
【請求項７】
　前記発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が３．０以下である請求項１から６のいずれか
に記載のシリコンドット形成方法。
【請求項８】
　前記スパッタリング制御用バイアス電圧は－２０Ｖ～＋２０Ｖの範囲におけるバイアス
電圧である請求項１から７のいずれかに記載のシリコンドット形成方法。
【請求項９】
　シリコンドット形成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用真空チャ
ンバと、
　該真空チャンバ内に設けられるシリコンスパッタターゲットと、
　該真空チャンバ内に水素ガスを供給する水素ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内から排気する排気装置と、
　該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素ガスに高周波電力を印加
して前記シリコンスパッタターゲットをケミカルスパッタリングするためのプラズマを形
成する高周波電力印加装置と、
　前記プラズマによる前記シリコンスパッタターゲットのケミカルスパッタリングにあた
り、該シリコンスパッタターゲットにケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加
するバイアス印加装置と、
　前記シリコンドット形成用真空チャンバ内での前記ケミカルスパッタリング用プラズマ
のプラズマ発光における波長２８８ｎｍでのシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長
４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求めるプラズマ
発光分光計測装置と
　を備えていることを特徴とするシリコンドット形成装置。
【請求項１０】
　シリコンドット形成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用真空チャ
ンバと、
　該真空チャンバ内に水素ガスを供給する水素ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内にシラン系ガスを供給するシラン系ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内から排気する排気装置と、
　該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素ガス及び前記シラン系ガ
ス供給装置から供給されるシラン系ガスに高周波電力を印加して、該真空チャンバの内壁
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にシリコン膜を形成するためのプラズマを形成する第１高周波電力印加装置と、
　該シリコン膜形成後に、該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素
ガスに高周波電力を印加して、該シリコン膜をシリコンスパッタターゲットとしてケミカ
ルスパッタリングするためのプラズマを形成する第２高周波電力印加装置と、
　前記水素ガスから形成されるケミカルスパッタリング用プラズマによる前記シリコンス
パッタターゲットのケミカルスパッタリングにあたり、該シリコンスパッタターゲットに
ケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加するバイアス印加装置と、
　前記シリコンドット形成用真空チャンバ内での前記ケミカルスパッタリング用プラズマ
のプラズマ発光における波長２８８ｎｍでのシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長
４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求めるプラズマ
発光分光計測装置と
　を備えていることを特徴とするシリコンドット形成装置。
【請求項１１】
　ターゲット基板を支持するホルダを有する第１真空チャンバと、
　該第１真空チャンバ内に水素ガスを供給する第１水素ガス供給装置と、
　該第１真空チャンバ内にシラン系ガスを供給するシラン系ガス供給装置と、
　該第１真空チャンバ内から排気する第１排気装置と、
　該第１真空チャンバ内に前記第１水素ガス供給装置から供給される水素ガス及び前記シ
ラン系ガス供給装置から供給されるシラン系ガスに高周波電力を印加して、前記ターゲッ
ト基板上にシリコン膜を形成してシリコンスパッタターゲットを得るためのプラズマを形
成する第１高周波電力印加装置と、
　前記第１真空チャンバに外部から気密に遮断される状態に連設され、シリコンドット形
成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用の第２真空チャンバと、
　前記シリコンスパッタターゲットを前記第１真空チャンバから第２真空チャンバへ、外
気に触れさせることなく搬入配置する搬送装置と、
　該第２真空チャンバ内に水素ガスを供給する第２水素ガス供給装置と、
　該第２真空チャンバ内から排気する第２排気装置と、
　該第２真空チャンバ内に前記第２水素ガス供給装置から供給される水素ガスに高周波電
力を印加して、該第２真空チャンバ内に搬入配置される前記シリコンスパッタターゲット
をケミカルスパッタリングするためのプラズマを形成する第２高周波電力印加装置と、
　前記ケミカルスパッタリング用プラズマによる前記シリコンスパッタターゲットのケミ
カルスパッタリングにあたり、該シリコンスパッタターゲットにケミカルスパッタリング
制御用バイアス電圧を印加するバイアス印加装置と、
　前記シリコンドット形成用真空チャンバ内での前記ケミカルスパッタリング用プラズマ
のプラズマ発光における波長２８８ｎｍでのシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長
４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求めるプラズマ
発光分光計測装置と
　を備えていることを特徴とするシリコンドット形成装置。
【請求項１２】
　前記シリコンドット形成用真空チャンバにおいて水素ガスから前記ケミカルスパッタリ
ング用プラズマを発生させるための前記高周波電力印加装置は、該プラズマとして誘導結
合型プラズマを発生させるための高周波放電アンテナを含んでいる請求項９、１０又は１
１記載のシリコンドット形成装置。
【請求項１３】
　前記プラズマ発光分光計測装置で求められる発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕と１０
．０以下の範囲から定めた基準発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕とを比較して、前記シ
リコンドット形成用真空チャンバ内の前記ケミカルスパッタリング用プラズマにおける発
光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が該基準発光強度比に向かうように、該ケミカルスパッ
タリング用プラズマ生成のための前記高周波電力印加装置の電源出力、該ケミカルスパッ
タリング用プラズマ生成のための前記水素ガス供給装置から該真空チャンバ内への水素ガ
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ス供給量及び該真空チャンバから排気するための前記排気装置による排気量のうち少なく
とも一つを制御する制御部をさらに有している請求項９から１２のいずれかに記載のシリ
コンドット形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は単一電子デバイス等のための電子デバイス材料や発光材料などとして用いられ
るシリコンドット、すなわち、微小サイズのシリコンのドット( 所謂シリコンナノ粒子) 
を基板上に形成するシリコンドットの形成方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンドットは、電子デバイス（例えば、シリコンドットの電荷蓄積機能を利用した
メモリ素子）や、発光素子等を形成するために利用できる。
　シリコンドットの形成方法としては、シリコンを不活性ガス中でエキシマレーザー等を
用いて加熱、蒸発させて基板上にシリコンドットを形成する物理的手法が知られており、
また、ガス中蒸発法も知られている（神奈川県産業技術総合研究所研究報告No.9/2003 77
～78頁参照) 。後者は、レーザーに代えて高周波誘導加熱やアーク放電によりシリコンを
加熱蒸発させて基板上にシリコンドットを形成する手法である。
【０００３】
　また、ＣＶＤチャンバ内に材料ガスを導入し、加熱した基板上にシリコンナノ粒子を形
成するＣＶＤ法も知られている（特開２００４－１７９６５８号公報参照）。
　この方法では、シリコンナノ粒子成長のための核を基板上に形成する工程を経て、該核
からシリコンナノ粒子を成長させる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１７９６５８号公報
【非特許文献１】神奈川県産業技術総合研究所研究報告No.9/2003 77～78頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、シリコンをレーザー照射により加熱蒸発させる手法は、均一にエネルギ
ー密度を制御してレーザーをシリコンに照射することが困難であり、シリコンドットの粒
径や密度分布を揃えることが困難である。
　ガス中蒸発法においても、シリコンの不均一な加熱が起こり、そのためにシリコンドッ
トの粒径や密度分布を揃えることが困難である。
【０００６】
　また、前記のＣＶＤ法においては、前記核を基板上に形成するにあたり、基板を５５０
℃程度以上に加熱しなければならず、耐熱温度の低い基板を採用できず、基板材料の選択
可能範囲がそれだけ制限される。
【０００７】
　そこで本発明は、シリコンドット形成対象基板上に、従来より、低温で、粒径の揃った
シリコンドットを均一な密度分布で形成できるシリコンドット形成方法を提供することを
第１の課題とする。
　また本発明は、シリコンドット形成対象基板上に、従来より、低温で、粒径の揃ったシ
リコンドットを均一な密度分布で形成できるシリコンドット形成装置を提供することを第
２の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者はかかる課題を解決するため研究を重ね、次のことを知見するに至った。
　すなわち、スパッタリング用ガス（例えば水素ガス）をプラズマ化し、該プラズマでシ
リコンスパッタターゲットをケミカルスパッタリングすることで、低温でシリコンドット
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形成対象基体上に直接、粒径の揃った結晶性のシリコンドットを均一な密度分布で形成す
ることが可能である。
【０００９】
　また、シリコンスパッタターゲットをケミカルスパッタリングするにあたっては、シリ
コンスパッタターゲットにスパッタリング制御用バイアス電圧（スパッタリング量を制御
する電圧）を印加することで、プラズマからシリコンスパッタターゲットへの荷電粒子の
入射エネルギを制御してスパッタ量をコントロールし、それにより所望粒径のシリコンド
ットを形成できる。
【００１０】
　また、シリコンスパッタターゲットをプラズマ発光において波長２８８ｎｍにおけるシ
リコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長４８４ｎｍにおける水素原子の発光強度Ｈβと
の比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が１０．０以下、より好ましくは３．０以下、或いは０．５
以下であるプラズマでケミカルスパッタリングすれば、５００℃以下の低温においても、
粒径２０ｎｍ以下、さらには粒径１０ｎｍ以下の範囲で、粒径の揃った結晶性のシリコン
ドットを均一な密度分布で基板上に形成することが可能である。
【００１１】
　かかるプラズマの形成は、プラズマ形成領域にスパッタリング用ガス（例えば水素ガス
）を導入し、これに高周波電力を印加することで行える。
【００１２】
　ここで、シリコンドットの「粒径が揃っている」とは、各シリコンドットの粒径がいず
れも同じ又は略同じである場合のほか、シリコンドットの粒径にバラツキがあったとして
も、シリコンドットの粒径が、実用上は、揃っているとみることができる場合も指す。例
えば、シリコンドットの粒径が、所定の範囲（例えば２０ｎｍ以下の範囲或いは１０ｎｍ
以下の範囲）内に揃っている、或いは概ね揃っているとみても、実用上差し支えない場合
や、シリコンドットの粒径が例えば５ｎｍ～６ｎｍの範囲と８ｎｍ～１１ｎｍの範囲に分
布しているが、全体としては、シリコンドットの粒径が所定の範囲（例えば１０ｎｍ以下
の範囲）内に概ね揃っているとみることができ、実用上差し支えない場合等も含まれる。
要するに、シリコンドットの「粒径が揃っている」とは、実用上の観点から、全体として
、実質上揃っている、と言える場合を指す。
【００１３】
　かかる知見に基づき、本発明は、前記第１の課題を解決するため、
　１又は２以上のシリコンスパッタターゲットを内部に設けたシリコンドット形成用真空
チャンバ内にシリコンドット形成対象基板を配置する工程と、
　該真空チャンバ内にスパッタリング用ガスを導入し、該ガスに高周波電力を印加するこ
とで該真空チャンバ内にプラズマを発生させ、前記シリコンスパッタターゲットにケミカ
ルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加するとともに該プラズマで該シリコンスパッ
タターゲットをケミカルスパッタリングして前記シリコンドット形成対象基板上にシリコ
ンドットを形成するシリコンドット形成工程と
　を含むシリコンドット形成方法を提供する。
【００１４】
　ここで「シリコンドット」とは、一般に「シリコンナノ粒子」等と称されている、粒径
サイズが１００ナノメートル（１００ｎｍ）未満の微小なシリコンドット、例えば、粒径
サイズが数ｎｍ～数十ｎｍの微小シリコンドットである。なお、シリコンドットのサイズ
の下限については、それには限定されないが、形成の難易の点から、概ね１ｎｍ程度とな
ろう。
【００１５】
　かかるシリコンドット形成方法によると、低温（例えば５００℃以下の低温で）シリコ
ンドット形成対象基板上に直接、従来より、粒径の揃った結晶性のシリコンドットを均一
な密度分布で形成することが可能である。
【００１６】
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　シリコンスパッタターゲットは、市場で入手できるシリコンスパッタターゲット等の予
め準備されたものを真空チャンバに後付け設置して用いてもよいのであるが、前記シリコ
ンスパッタターゲットのうち少なくとも一つは、前記真空チャンバ内に、前記シリコンド
ット形成対象基板を配置するに先立って、シラン系ガス及び水素ガスを導入し、これらガ
スに高周波電力を印加して該真空チャンバ内にプラズマを発生させ、該プラズマにより該
真空チャンバ内壁に形成したシリコン膜からなるシリコンスパッタターゲットであっても
よい。
　以下、このシリコンスパッタターゲットによるシリコンドット形成方法を第１方法或い
は第１のシリコンドット形成方法と言うことがある。
【００１７】
　この場合、真空チャンバ内壁にシリコンスパッタターゲットとなるシリコン膜を形成す
るので、市販のシリコンスパッタターゲットを真空チャンバに後付け配置する場合よりも
大面積のシリコンスパッタターゲットを容易に得ることができ、それだけ、基板の広い面
積にわたり、均一にシリコンドットを形成し易くなる。
【００１８】
　なお、ここでの「真空チャンバ内壁」は、真空チャンバを形成しているチャンバ壁の内
面そのものであってもよいし、かかるチャンバ壁の内側に設けた内壁であってもよいし、
これらの組み合わせでもよい。
　このように真空チャンバ内壁に形成されたシリコン膜からなるシリコンスパッタターゲ
ットには、例えば、該真空チャンバ内壁を導体或いは半導体材料で形成し、該真空チャン
バ内壁を介して前記のケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加できる。
【００１９】
　また、前記シリコンスパッタターゲットのうち少なくとも一つは、前記シリコンドット
形成用真空チャンバに外部から気密に遮断される状態に連設されたシリコンスパッタター
ゲット形成用真空チャンバ内にターゲット基板を配置し、該シリコンスパッタターゲット
形成用真空チャンバ内にシラン系ガス及び水素ガスを導入し、これらガスに高周波電力を
印加してプラズマを発生させ、該プラズマにより該ターゲット基板上にシリコン膜を形成
して得たシリコンスパッタターゲットを、該シリコンスパッタターゲット形成用真空チャ
ンバから前記シリコンドット形成用真空チャンバ内に外気に触れさせることなく搬入設置
したシリコンスパッタターゲットとしてもよい。
　以下、このシリコンスパッタターゲットによるシリコンドット形成方法を第２方法或い
は第２のシリコンドット形成方法と言うことがある。
【００２０】
　このようなシリコンスパッタターゲットを採用する場合には、例えば、該ターゲット基
板を導体或いは半導体材料で形成し、該ターゲット基板を介して前記のケミカルスパッタ
リング制御用バイアス電圧を印加できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
【００２１】
　シリコンスパッタターゲットが前記のように真空チャンバ内壁のシリコン膜であったり
、このようにターゲト基板にシリコン膜を形成したものである場合は、該シリコンスパッ
タターゲットを外気に触れさせないでおけるので、それだけ、予定されない不純物の混入
が抑制されたシリコンドットを形成でき、且つ、低温で（例えば基板温度が５００℃以下
の低温で）シリコンドット形成対象基板上に、粒径の揃った結晶性のシリコンドットを均
一な密度分布で形成することが可能である。
【００２２】
　前記シリコンスパッタターゲットは、既述のとおり、予め準備されたシリコンスパッタ
ターゲット（例えば市販のシリコンスパッタターゲット）を、前記真空チャンバ内に後付
け設置したものであってもよい。
　さらに言えば、シリコンスパッタターゲットのうち少なくとも一つ（換言すればシリコ
ンスパッタターゲットの全部又は一部）は、予め準備されたシリコンスパッタターゲット
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（例えば市販のシリコンスパッタターゲット）を、前記真空チャンバ内に後付け設置した
ものであってもよい。
　以下、このようなシリコンスパッタターゲットを用いるシリコンドット形成方法を第３
方法或いは第３のシリコンドット形成方法と言うことがある。
【００２３】
　かかる予め準備されたシリコンスパッタターゲットは、シリコンを主体とするターゲッ
トであり、例えば単結晶シリコンからなるもの、多結晶シリコンからなるもの、微結晶シ
リコンからなるもの、アモルファスシリコンからなるもの、これらの組み合わせ等を挙げ
ることができる。
【００２４】
　また、シリコンスパッタターゲットは、不純物が含まれていないもの、含まれていても
その含有量ができるだけ少ないもの、適度量の不純物含有により所定の比抵抗を示すもの
など、形成するシリコンドットの用途に応じて適宜選択できる。
【００２５】
　不純物が含まれていないシリコンスパッタターゲット及び不純物が含まれていてもその
含有量ができるだけ少ないシリコンスパッタターゲットの例として、燐（Ｐ）、ホウ素（
Ｂ）及びゲルマニウム（Ｇｅ）のそれぞれの含有量がいずれも１０ｐｐｍ未満に抑えられ
たシリコンスパッタターゲットを挙げることができる。
【００２６】
　所定の比抵抗を示すシリコンスパッタターゲットとして、比抵抗が０．００１Ω・ｃｍ
～５０Ω・ｃｍであるシリコンスパッタターゲットを例示できる。
【００２７】
　前記スパッタリング用ガスとしては、代表として水素ガスを挙げることができる。この
場合、該水素ガスは、希ガス〔ヘリウムガス（Ｈｅ）、ネオンガス（Ｎｅ）、アルゴンガ
ス（Ａｒ）、クリプトンガス（Ｋｒ）及びキセノンガス（Ｘｅ）から選ばれた少なくとも
１種のガス）〕と混合されたものでもよい。
【００２８】
　すなわち、前記いずれのシリコンドット形成方法においても、前記シリコンドット形成
工程では、前記シリコンドット形成対象基板を配置した真空チャンバ内に前記スパッタリ
ング用ガスとして水素ガスを導入し、該水素ガスに高周波電力を印加することで該真空チ
ャンバ内にプラズマを発生させ、該プラズマでシリコンスパッタターゲットをケミカルス
パッタリングしてシリコンドット形成対象基板上にシリコンドットを形成することができ
る。また、そのとき、５００℃以下の低温で（換言すれば、基板温度を５００℃以下の低
温として）、基板上に直接、粒径が２０ｎｍ以下、或いは粒径１０ｎｍ以下のシリコンド
ットを形成することが可能である。
【００２９】
　前記スパッタリング用ガスとして水素ガスを採用し、該水素ガスに高周波電力を印加し
てシリコンスパッタターゲットのケミカルスパッタリング用プラズマを発生させる場合、
該ケミカルスパッタリング用プラズマは、電子密度が１０10／ｃｍ3 （１０10ｃｍ-3）以
上のプラズマであることが好ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
【００３０】
　ケミカルスパッタリング用プラズマ中の電子密度が１０10／ｃｍ3 より小さくなってく
ると、シリコンドットの結晶化度が低下したり、シリコンドット形成速度が低下したりし
てくる。しかし、かかる電子密度があまり大きくなりすぎると、かえって形成されるシリ
コンドットがダメージを受けたり、基板がダメージを受けたりするようになってくる。そ
こで、ケミカルスパッタリング用プラズマ中の電子密度の上限としては、１０12／ｃｍ3 

程度を挙げることができる。
【００３１】
　かかる電子密度は、スパッタリング用水素ガスに印加する高周波電力の大きさ、周波数
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、真空チャンバ内のシリコンドット形成圧力等のうち少なくとも一つを制御することで調
整できる。電子密度は、例えば、ラングミューアプローブ法により確認できる。
【００３２】
　シリコンスパッタターゲットのスパッタリング用プラズマによるケミカルスパッタリン
グにおいて該シリコンスパッタターゲットに印加する前記スパッタリング制御用バイアス
電圧は、－２０Ｖ～＋２０Ｖの範囲におけるバイアス電圧であることが好ましい。
【００３３】
　バイアス電圧が＋２０Ｖを超えてくると、プラズマ中の荷電粒子（水素ガスプラズマの
場合は特に水素イオン）によるスパッタ効果が期待できなくなってくる。また、バイアス
電圧が＋２０Ｖを超えてくると、それがプラズマ電位を超えてきて、プラズマ中の電子が
一気にバイアス印加電極又はバイアス印加電極相当部分に流れ込み、放電が発生するとい
う恐れがある。バイアス電圧が－２０Ｖを下回ってくると、荷電粒子エネルギが大きくな
りすぎてスパッタ粒子の大きさの制御が困難になったり、場合によっては、荷電粒子がタ
ーゲットへ注入されてしまってスパッタリングが困難になったりする。
　スパッタリングを行うえで、スパッタリング制御用バイアス電圧は、前記のとおり、－
２０Ｖ～＋２０Ｖの範囲におけるバイアス電圧であることが望ましい。
【００３４】
　また、以上説明したシリコンドット形成方法では、シリコンスパッタターゲットとなる
シリコン膜の形成のための前記シラン系ガス及び水素ガス由来のプラズマ形成においても
、また、該シリコン膜をスパッタリングするためのスパッタリング用ガス（水素ガス）由
来のスパッタリング用プラズマ形成においても、それらプラズマは、プラズマ発光におい
て波長２８８ｎｍにおけるシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長４８４ｎｍにおけ
る水素原子の発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が１０．０以下であるプラズマ
とすることが望ましく、３．０以下であるプラズマとすることがより好ましい。０．５以
下であるプラズマとしてもよい。
【００３５】
　本発明に係るシリコンドット形成方法では、プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm
) ／Ｈβ〕を１０．０以下に設定する。それはプラズマ中の水素原子ラジカルが豊富であ
ることを示す。
【００３６】
　第１方法における、シリコンスパッタターゲットとなる真空チャンバ内壁上のシリコン
膜の形成のためのシラン系ガス及び水素ガスからのプラズマ形成において、また、第２方
法における、ターゲット基板上へのシリコン膜の形成のためのシラン系ガス及び水素ガス
からのプラズマ形成において、該プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を
１０．０以下、より好ましくは３．０以下、或いは０．５以下に設定すると、真空チャン
バ内壁に、或いはターゲット基板に、５００℃以下の低温で、シリコンドット形成対象基
板へのシリンコンドット形成に適した良質のシリコン膜（シリコンスパッタターゲット）
が円滑に形成される。
【００３７】
　また、いずれのシリコンドット形成方法においても、シリコンスパッタターゲットをス
パッタリングするためのスパッタリング用プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／
Ｈβ〕を１０．０以下に、より好ましくは３．０以下、或いは０．５以下に設定すること
で、５００℃以下の低温で（換言すれば、基板温度を５００℃以下の低温として）、粒径
２０ｎｍ以下、さらには粒径１０ｎｍ以下の範囲で、粒径の揃った結晶性のシリコンドッ
トを均一な密度分布で基板上に形成できる。
【００３８】
　いずれの方法においても、かかる発光強度比が１０．０より大きくなってくると、結晶
粒（ドット）が成長し難くなり、基板上にはアモルファスシリコンが多くできるようにな
る。よって発光強度比は１０．０以下がよい。粒径の小さいシリコンドットを形成するう
えで、発光強度比は３．０以下がより好ましい。０．５以下としてもよい。
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【００３９】
　しかし、発光強度比の値が余り小さすぎると、結晶粒（ドット）の成長が遅くなり、要
求されるドット粒径を得るのに時間がかかる。さらに小さくなってくると、ドットの成長
よりエッチング効果の方が大きくなり、結晶粒が成長しなくなる。発光強度比〔Ｓｉ(288
nm) ／Ｈβ〕は、他の種々の条件等にもよるが、概ね０．１以上とすればよい。
【００４０】
　発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕の値は、例えば各種ラジカルの発光スペクトルをプ
ラズマ発光分光計測装置により測定し、その測定結果に基づいて得ることができる。また
、発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕の制御は、導入ガスに印加する高周波電力（例えば
周波数や電力の大きさ）、シリコンドット形成時の真空チャンバ内ガス圧、真空チャンバ
内へ導入するガス（例えば水素ガス、或いは水素ガス及びシラン系ガス）の流量等の制御
により行える。
【００４１】
　前記いずれのシリコンドット形成方法においても、スパッタリング用ガスとして水素ガ
スを採用する場合、シリコンスパッタターゲットを発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が
１０．０以下、より好ましくは３．０以下、或いは０．５以下であるプラズマでケミカル
スパッタリングすることで基板上に結晶核の形成が促進され、該核からシリコンドットを
成長させることが可能である。
【００４２】
　このように結晶核形成が促進され、シリコンドットが成長するため、予めシリコンドッ
ト形成対象基板上にダングリングボンドやステップなどの核となり得るものが存在しなく
ても、シリコンドットが成長するための核を比較的容易に高密度に形成することができる
。また、水素ラジカルや水素イオンがシリコンラジカルやシリコンイオンより豊富であり
、核密度の過剰に大きい部分については、励起された水素原子や水素分子とシリコン原子
との化学反応によりシリコンの脱離が進み、これによりシリコンドットの核密度は基板上
で高密度となりつつも均一化される。
【００４３】
　またプラズマにより分解励起されたシリコン原子やシリコンラジカルは核に吸着し、化
学反応によりシリコンドットへと成長するが、この成長の際も水素ラジカルが多いことか
ら吸着脱離の化学反応が促進され、核は結晶方位と粒径のよく揃ったシリコンドットへと
成長する。以上より、基板上に結晶方位と粒径サイズの揃ったシリコンドットを高密度且
つ均一分布で形成することが可能である。
【００４４】
　以上説明したシリコンドット形成方法は、シリコンドット形成対象基板上に微小粒径の
シリコンドット、例えば、粒径が２０ｎｍ以下、より好ましくは粒径が１０ｎｍ以下のシ
リコンドットを形成しようとするものであるが、実際には極端に小さい粒径のシリコンド
ットを形成することは困難であり、それには限定されないが粒径１ｎｍ程度以上のものに
なるであろう。例えば３ｎｍ～１５ｎｍ程度のもの、より好ましくは３ｎｍ～１０ｎｍ程
度のものを例示できる。
【００４５】
　かかるシリコンドット形成方法によると、５００℃以下の低温下で（換言すれば、基板
温度を５００℃以下の低温として）、条件次第では４００℃以下の低温下で（換言すれば
条件次第では、基板温度を４００℃以下として）、基板上にシリコンドットを形成できる
ので、基板材料の選択範囲がそれだけ広くなる。例えば耐熱温度５００℃以下の安価な低
融点ガラス基板へのシリコンドット形成が可能である。
【００４６】
　このように、低温下でシリコンドットを形成できるが、シリコンドット形成対象基板温
度が低すぎると、シリコンの結晶化が困難となるので、他の諸条件にもよるが、概ね１５
０℃以上、或いは２００℃以上の温度で（換言すれば、基板温度を概ね１５０℃以上、或
いは２００℃以上として）シリコンドットを形成することが望ましい。
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【００４７】
　前記いずれのシリコンドット形成方法においても、スパッタリング用プラズマ形成時の
真空チャンバ内圧力としては、０．１Ｐａ～１０．０Ｐａ程度を例示できる。
　０．１Ｐａより低くなってくると、結晶粒（ドット）の成長が遅くなり、要求されるド
ット粒径を得るのに時間がかかる。さらに低くなってくると、結晶粒が成長しなくなる。
１０．０Ｐａより高くなってくると、結晶粒（ドット）が成長し難くなり、基板上にはア
モルファスシリコンが多くできるようになる。
【００４８】
　前記第２のシリコンドット形成方法や、前記シリコンスパッタターゲットとして予め準
備された、例えば市販のシリコンスパッタターゲットを利用する前記第３のシリコンドッ
ト形成方法のように、シリコンスパッタリングターゲットをシリコンドット形成用真空チ
ャンバ内に後付け配置する場合、該ターゲットの該真空チャンバ内における配置としては
、これがスパッタリング用プラズマによりケミカルスパッタリングされる配置であればよ
いが、例えば、真空チャンバ内壁面の全部又は一部に沿って配置する場合を挙げることが
できる。チャンバ内に独立して配置してもよい。チャンバ内壁に沿って配置されるものと
、独立的に配置されるものを併用してもよい。
【００４９】
　真空チャンバの内壁にシリコン膜を形成してこれをシリコンスパッタターゲットとした
り、シリコンスパッタターゲットを真空チャンバ内壁面に沿って配置すると、真空チャン
バを加熱することでシリコンスパッタターゲットを加熱することができ、ターゲットを加
熱すると、ターゲットが室温である場合よりもスパッタされやすくなり、それだけ高密度
にシリコンドットを形成し易くなる。真空チャンバを例えばバンドヒータ、加熱ジャケッ
ト等で加熱してシリコンスパッタターゲットを８０℃以上に加熱する例を挙げることがで
きる。加熱温度の上限については、経済的観点等から概ね３００℃程度を例示できる。チ
ャンバにオーリング等を使用している場合はそれらの耐熱性に応じて３００℃よりも低い
温度にしなければならないこともある。
【００５０】
　いずれのシリコンドット形成方法においても、シリコンドット形成用真空チャンバ内へ
導入されるスパッタリング用ガスへの高周波電力の印加は、電極を用いて行うが、誘導結
合型電極、容量結合型電極のいずれも採用することができる。誘導結合型プラズマを発生
させるために誘導結合型電極（高周波アンテナ）を採用するとき、それは真空チャンバ内
に配置することも、チャンバ外に配置することもできる。
【００５１】
　誘導結合型電極（高周波アンテナ）を採用すると、容量結合型電極を採用する場合より
、高密度で均一なプラズマを得やすい。また、誘導結合型アンテナは、チャンバ外部に配
置するよりも内部に配置する方が、投入される高周波電力の利用効率が向上する。
【００５２】
　真空チャンバ内に配置する電極については、シリコンを含む電気絶縁性膜、アルミニウ
ムを含む電気絶縁性膜のような電気絶縁性膜（例えばシリコン膜、窒化シリコン膜、酸化
シリコン膜、アルミナ膜等）で被覆して、高密度プラズマの維持、電極表面のスパッタリ
ングによるシリコンドットへの不純物の混入抑制等を図ってもよい。
【００５３】
　容量結合型電極を採用する場合には、基板へのシリコンドット形成を妨げないように、
該電極を基板表面に対し垂直に配置すること（さらに言えば、基板のシリコンドット形成
対象面を含む面に対して垂直姿勢に配置すること）が推奨される。
【００５４】
　いずれにしてもプラズマ形成のための高周波電力の周波数としては、比較的安価に済む
１３ＭＨｚ程度から１００ＭＨｚ程度の範囲のものを例示できる。１００ＭＨｚより高周
波数になってくると、電源コストが高くなってくるし、高周波電力印加時のマッチングが
とり難くなってくる。
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【００５５】
　また、いずれにしても、高周波電力の電力密度〔印加電力（Ｗ）／真空チャンバ容積（
Ｌ：リットル）〕は５Ｗ／Ｌ～１００Ｗ／Ｌ程度が好ましい。５Ｗ／Ｌより小さくなって
くると、基板上のシリコンがアモルファスシリコンとなってきて、結晶性のあるドットに
なり難くなってくる。１００Ｗ／Ｌより大きくなってくると、シリコンドット形成対象基
板表面（例えば、酸化シリコン膜を形成した基板の該酸化シリコン膜）のダメージが大き
くなってくる。上限については５０Ｗ／Ｌ程度でもよい。
【００５６】
　以上、シリコンドット形成方法について説明してきたが、本発明は、前記第２の課題を
解決するために、次の第１から第３のシリコンドット形成装置を提供する。
（１）第１のシリコンドット形成装置
　シリコンドット形成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用真空チャ
ンバと、
　該真空チャンバ内に設けられるシリコンスパッタターゲットと、
　該真空チャンバ内に水素ガスを供給する水素ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内から排気する排気装置と、
　該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素ガスに高周波電力を印加
して前記シリコンスパッタターゲットをケミカルスパッタリングするためのプラズマを形
成する高周波電力印加装置と、
　前記プラズマによる前記シリコンスパッタターゲットのケミカルスパッタリングにあた
り、該シリコンスパッタターゲットにケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加
するバイアス印加装置と
　を備えているシリコンドット形成装置。
【００５７】
（２）第２のシリコンドット形成装置
　シリコンドット形成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用真空チャ
ンバと、
　該真空チャンバ内に水素ガスを供給する水素ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内にシラン系ガスを供給するシラン系ガス供給装置と、
　該真空チャンバ内から排気する排気装置と、
　該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素ガス及び前記シラン系ガ
ス供給装置から供給されるシラン系ガスに高周波電力を印加して、該真空チャンバの内壁
にシリコン膜を形成するためのプラズマを形成する第１高周波電力印加装置と、
　該シリコン膜形成後に、該真空チャンバ内に前記水素ガス供給装置から供給される水素
ガスに高周波電力を印加して、該シリコン膜をシリコンスパッタターゲットとしてケミカ
ルスパッタリングするためのプラズマを形成する第２高周波電力印加装置と、
　前記水素ガスから形成されるケミカルスパッタリング用プラズマによる前記シリコンス
パッタターゲットのケミカルスパッタリングにあたり、該シリコンスパッタターゲットに
ケミカルスパッタリング制御用バイアス電圧を印加するバイアス印加装置と
　を備えているシリコンドット形成装置。
【００５８】
　この第２の装置は前記の第１のシリコンドット形成方法を実施できる装置である。第１
、第２の高周波電力印加装置は、互いに一部又は全部が共通であってもよい。
【００５９】
（３）第３のシリコンドット形成装置
　ターゲット基板を支持するホルダを有する第１真空チャンバと、
　該第１真空チャンバ内に水素ガスを供給する第１水素ガス供給装置と、
　該第１真空チャンバ内にシラン系ガスを供給するシラン系ガス供給装置と、
　該第１真空チャンバ内から排気する第１排気装置と、
　該第１真空チャンバ内に前記第１水素ガス供給装置から供給される水素ガス及び前記シ
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ラン系ガス供給装置から供給されるシラン系ガスに高周波電力を印加して、前記ターゲッ
ト基板上にシリコン膜を形成してシリコンスパッタターゲットを得るためのプラズマを形
成する第１高周波電力印加装置と、
　前記第１真空チャンバに外部から気密に遮断される状態に連設され、シリコンドット形
成対象基板を支持するホルダを有するシリコンドット形成用の第２真空チャンバと、
　前記シリコンスパッタターゲットを前記第１真空チャンバから第２真空チャンバへ、外
気に触れさせることなく搬入配置する搬送装置と、
　該第２真空チャンバ内に水素ガスを供給する第２水素ガス供給装置と、
　該第２真空チャンバ内から排気する第２排気装置と、
　該第２真空チャンバ内に前記第２水素ガス供給装置から供給される水素ガスに高周波電
力を印加して、該第２真空チャンバ内に搬入配置される前記シリコンスパッタターゲット
をケミカルスパッタリングするためのプラズマを形成する第２高周波電力印加装置と、
　前記ケミカルスパッタリング用プラズマによる前記シリコンスパッタターゲットのケミ
カルスパッタリングにあたり、該シリコンスパッタターゲットにケミカルスパッタリング
制御用バイアス電圧を印加するバイアス印加装置と
　を備えているシリコンドット形成装置。
【００６０】
　この第３の装置は前記の第２のシリコンドット形成方法を実施できる装置である。
　第１、第２の高周波電力印加装置は、互いに一部又は全部が共通であってもよい。
　第１、第２の水素ガス供給装置も、互いに一部又は全部が共通でもよい。
　第１、第２の排気装置についても、互いに一部又は全部が共通でもよい。
【００６１】
　前記の搬送装置の配置としては、第１又は第２の真空チャンバに配置する例を挙げるこ
とができる。第１、第２の真空チャンバの連設は、ゲートバルブ等を介して直接的に連設
してもよいし、前記搬送装置を配置した真空チャンバを間にして間接的に連設することも
可能である。
【００６２】
　以上のいずれのシリコンドット形成装置においても、前記シリコンドット形成用真空チ
ャンバにおいて水素ガスから前記ケミカルスパッタリング用プラズマを発生させるための
前記高周波電力印加装置は、該プラズマとして誘導結合型プラズマを発生させるための高
周波放電アンテナを含むものでもよい。
　また、水素ガスは、例えば希ガスが混合されたものでもよい。
【００６３】
　いずれのシリコンドット形成装置においても、前記シリコンドット形成用真空チャンバ
内での前記ケミカルスパッタリング用プラズマのプラズマ発光における波長２８８ｎｍで
のシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) と波長４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβと
の比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求めるプラズマ発光分光計測装置を含める。
【００６４】
　この場合、プラズマ発光分光計測装置で求められる発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕
と１０．０以下の範囲から定めた基準発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕とを比較して、
前記シリコンドット形成用真空チャンバ内の前記ケミカルスパッタリング用プラズマにお
ける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が該基準発光強度比に向かうように、該ケミカル
スパッタリング用プラズマ生成のための前記高周波電力印加装置の電源出力、該ケミカル
スパッタリング用プラズマ生成のための前記水素ガス供給装置から該真空チャンバ内への
水素ガス供給量及び該真空チャンバから排気するための前記排気装置による排気量のうち
少なくとも一つを制御する制御部をさらに有していてもよい。
　基準発光強度比は、３．０以下、或いは０．５以下の範囲から定めてもよい。
【００６５】
　前記プラズマ発光分光計測装置の例として、プラズマ発光における波長２８８ｎｍでの
シリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) を検出する第１検出部と、プラズマ発光における波
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長４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβを検出する第２検出部と、該第１検出部で検出
される発光強度Ｓｉ(288nm) と該第２検出部で検出される発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288
nm) ／Ｈβ〕を求める演算部とを備えているものを挙げることができる。
【００６６】
　以上説明したシリコンドット形成装置によると、低温で（例えば５００℃以下の低温で
）シリコンドット形成対象基板上に直接、粒径の揃ったシリコンドットを均一な密度分布
で形成することが可能である。
【発明の効果】
【００６７】
　以上説明したように本発明によると、シリコンドット形成対象基板上に、従来より、低
温で、粒径の揃ったシリコンドットを均一な密度分布で形成できるシリコンドット形成方
法を提供することができる。
　また本発明によると、シリコンドット形成対象基板上に、従来より、低温で、粒径の揃
ったシリコンドットを均一な密度分布で形成できるシリコンドット形成装置を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　以下図面を参照してシリコンドット形成装置の例とそれによるシリコンドット形成方法
等について説明する。
＜シリコンドット形成装置の１例（装置Ａ）＞
　図１はシリコンドット形成装置の１例の概略構成を示している。
　図１に示す装置Ａは、板状のシリコンドット形成対象基板Ｓにシリコンドットを形成す
るもので、真空チャンバ１、チャンバ１内に設置された基板ホルダ２、該チャンバ１内の
基板ホルダ２の上方領域において左右に設置された一対の放電電極３、各放電電極３にマ
ッチングボックス４１を介して接続された放電用高周波電源４、チャンバ１内に水素ガス
を供給するためのガス供給装置５、チャンバ１内にシリコンを組成に含む（シリコン原子
を有する）シラン系ガスを供給するためのガス供給装置６、チャンバ１内から排気するた
めにチャンバ１に接続された排気装置７、チャンバ１内に生成されるプラズマ状態を計測
するためのプラズマ発光分光計測装置８等を備えている。電源４、マッチングボックス４
１及び電極３は高周波電力印加装置を構成している。
【００６９】
　前記シラン系ガスとしてはモノシラン（ＳｉＨ4 ）の他、ジシラン（Ｓｉ2 Ｈ6 ）、四
フッ化ケイ素（ＳｉＦ4 ）、四塩化ケイ素（ＳｉＣｌ4 ）、ジクロルシラン（ＳｉＨ2 Ｃ
ｌ2 ）などのガスも使用できる。
【００７０】
　基板ホルダ２は基板加熱用ヒータ２Ｈを備えている。
　電極３はその内側面に絶縁性膜として機能させるシリコン膜３１を予め設けてある。電
極３はいずれも、基板ホルダ２上に設置される後述するシリコンドット形成対象基板Ｓ表
面（より正確に言えば、基板Ｓ表面を含む面）に対し垂直な姿勢で配置されている。
【００７１】
　チャンバ１内には、チャンバ壁（本例では天井壁）に沿って内壁Ｗ１を設けてある。内
壁Ｗ１は図示を省略した絶縁性部材によりチャンバ壁に支持されている。内壁Ｗ１の下面
にはシリコンスパッタターゲット３０を貼着してある。さらに内壁Ｗ１には、ケミカルス
パッタリング制御用のＤＣバイアス電源ＢＰＷが接続されている。従って、シリコンスパ
ッタターゲット３０に電源ＢＰＷからスパッタリング制御用のバイアス電圧を印加できる
。
【００７２】
　シリコンスパッタターゲット３０は、形成しようとするシリコンドットの用途等に応じ
て、例えば、市場で入手可能な次の(1) ～(3) に記載のシリコンスパッタターゲットから
選択したものを採用できる。
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(1) 単結晶シリコンからなるターゲット、多結晶シリコンからなるターゲット、微結晶シ
リコンからなるターゲット、アモルファスシリコンからなるターゲット、これらの２以上
の組み合わせからなるターゲットのうちのいずれかのターゲット、
(2) 前記(1) 記載のいずれかのターゲットであって、燐（Ｐ）、ホウ素（Ｂ）及びゲルマ
ニウム（Ｇｅ）のそれぞれの含有量がいずれも１０ｐｐｍ未満に抑えられたシリコンスパ
ッタターゲット、
(3) 前記(1) 記載のいずれかのターゲットであって、所定の比抵抗を示すシリコンスパッ
タターゲット（例えば比抵抗が０．００１Ω・ｃｍ～５０Ω・ｃｍであるシリコンスパッ
タターゲット）。
【００７３】
　電源４は出力可変の電源であり、周波数６０ＭＨｚの高周波電力を供給できる。なお、
周波数は６０ＭＨｚに限らず、例えば１３、５６ＭＨｚ程度から１００ＭＨｚ程度の範囲
のもの、或いはそれ以上のものを採用することもできる。
　ＤＣ電源ＢＰＷも出力可変電源である。
　チャンバ１及び基板ホルダ２はいずれも接地されている。
【００７４】
　ガス供給装置５は水素ガス源の他、図示を省略した弁、流量調整を行うマスフローコン
トローラ等を含んでいる。
　ガス供給装置６はここではモノシラン（ＳｉＨ4 ）ガス等のシラン系ガスを供給できる
もので、ＳｉＨ4 等のガス源の他、図示を省略した弁、流量調整を行うマスフローコント
ローラ等を含んでいる。
【００７５】
　排気装置７は排気ポンプの他、排気流量調整を行うコンダクタンスバルブ等を含んでい
る。
　発光分光計測装置８は、ガス分解による生成物の発光分光スペクトルを検出することが
できるもので、その検出結果に基づいて、発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求めるこ
とができる。
【００７６】
　かかる発光分光計測装置８の具体例として、図２に示すように、真空チャンバ１内のプ
ラズマ発光から波長２８８ｎｍにおけるシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288nm) を検出する
分光器８１と、該プラズマ発光から波長４８４ｎｍにおける水素原子の発光強度Ｈβを検
出する分光器８２と、分光器８１、８２で検出される発光強度Ｓｉ(288nm) と発光強度Ｈ
βとから両者の比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を求める演算部８３とを含んでいるものを挙げ
ることができる。なお、分光器８１、８２に代えて、フィルター付きの光センサを採用す
ることも可能である。
【００７７】
＜装置Ａでシリコンスパッタターゲットのスパッタリング用ガスとして水素ガスを用いる
シリコンドット形成＞　
　次に、以上説明したシリコンドット形成装置Ａによる基板Ｓへのシコンドット形成例、
特にプラズマ形成用ガスとして水素ガスのみを用いる場合の例について説明する。
　シリコンドット形成は、真空チャンバ１内の圧力を０．１Ｐａ～１０．０Ｐａの範囲の
ものに維持して行う。真空チャンバ内圧力は、図示を省略しているが、例えば該チャンバ
に接続した圧力センサで知ることができる。
【００７８】
　先ず、シリコンドット形成に先立って、チャンバ１から排気装置７にて排気を開始する
。排気装置７におけるコンダクタンスバルブ（図示省略）はチャンバ１内の前記シリコン
ドット形成時の圧力０．１Ｐａ～１０．０Ｐａを考慮した排気量に調整しておく。
　排気装置７の運転によりチャンバ１内圧力が予め定めておいた圧力或いはそれより低下
してくると、ガス供給装置５からチャンバ１内へ水素ガスの導入を開始するとともに電源
４から電極３に高周波電力を印加し、導入した水素ガスをプラズマ化する。
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　さらにバイアス電源ＢＰＷから、前記の内壁Ｗ１を介してシリコンスパッタターゲット
３０にバイアス電圧を印加する。このときのバイアス電圧はシリコンドット形成時のバイ
アス電圧－２０Ｖ～＋２０Ｖを考慮して調整する。
【００７９】
　かくて発生したガスプラズマから、発光分光計測装置８において発光強度比〔Ｓｉ(288
nm) ／Ｈβ〕を算出し、その値が０．１以上１０．０以下の範囲、より好ましくは０．１
以上３．０以下、或いは０．１以上０．５以下の範囲における予め定めた値（基準発光強
度比）に向かうように、高周波電力の大きさ（コスト等を考慮すると例えば１０００～８
０００ワット程度）、水素ガス導入量、チャンバ１内圧力等を決定する。
【００８０】
　高周波電力の大きさについては、さらに、電極３に印加する高周波電力の電力密度〔印
加電力（Ｗ：ワット）／真空チャンバ容積（Ｌ：リットル）〕が５Ｗ／Ｌ～１００Ｗ／Ｌ
に、或いは５Ｗ／Ｌ～５０Ｗ／Ｌに納まるように決定する。
　このようにしてシリコンドット形成条件を決定したあとは、その条件に従ってシリコン
ドットの形成を行う。
【００８１】
　シリコンドット形成においては、チャンバ１内の基板ホルダ２にシリコンドット形成対
象基板Ｓを設置し、該基板Ｓをヒータ２Ｈにて５００℃以下の温度、例えば４００℃に加
熱する。また、排気装置７の運転にてチャンバ１内をシリコンドット形成のための圧力に
維持しつつチャンバ１内にガス供給装置５から水素ガスを導入し、電源４から放電電極３
に高周波電力を印加し、導入した水素ガスをプラズマ化する。
　さらにバイアス電源ＢＰＷから、前記の内壁Ｗ１を介してシリコンスパッタターゲット
３０に－２０Ｖ～＋２０Ｖ程度の範囲から選んだケミカルスパッタリング制御用バイアス
電圧を印加する。
【００８２】
　かくして、プラズマ発光における波長２８８ｎｍでのシリコン原子の発光強度Ｓｉ(288
nm) と波長４８４ｎｍでの水素原子の発光強度Ｈβとの比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が０．
１以上１０．０以下の範囲、より好ましくは０．１以上３．０以下、或いは０．１以上０
．５以下の範囲における前記基準発光強度比或いは実質上該基準発光強度比のプラズマを
発生させる。そして、該プラズマにてシリコンスパッタターゲット３０をケミカルスパッ
タリングする。
【００８３】
　このとき、バイアス電源ＢＰＷからシリコンスパッタターゲット３０に、前記のケミカ
ルスパッタリング制御用バイアス電圧が印加されることで、該ターゲットのスパッタリン
グが、放電発生の抑制、スパッタ粒子の大きさ制御等の点で良好に行われる。かくして、
基板Ｓ表面に結晶性を示す粒径２０ｎｍ以下のシリコンドットを形成することができる。
  　　
【００８４】
　以上説明したシリコンドット形成装置Ａでは、電極として平板形状の容量結合型電極を
採用しているが、誘導結合型電極を採用することもできる。誘電結合型電極の場合、それ
は棒状、コイル状等の各種形状のものを採用できる。採用個数等についても任意である。
　　　
【００８５】
　誘導結合型電極を採用する場合においてシリコンスパッタターゲットを採用する場合、
該電極がチャンバ内に配置される場合であれ、チャンバ外に配置される場合であれ、該シ
リコンスパッタターゲットはチャンバ内壁面の全部又は一部に沿って配置したり、チャン
バ内に独立して配置したり、それら両方の配置を採用したりできる。
　後ほど図６、図８を参照して、誘導結合型電極を採用したシリコンドット形成装置とそ
れによるシリコンドット形成について説明する。
【００８６】
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　また、装置Ａでは、真空チャンバ１を加熱する手段（バンドヒータ、熱媒を通す加熱ジ
ャケット等）の図示が省略されているが、シリコンスパッタターゲットのスパッタリング
を促進させるために、かかる加熱手段にてチャンバ１を加熱することでシリコンスパッタ
ターゲットを８０℃以上に加熱してもよい。
【００８７】
＜シリコンスパッタターゲットの他の例＞
　以上説明したシリコンドット形成においては、シリコンスパッタターゲットとして、市
場で入手できるターゲットを真空チャンバ１内に後付け配置した。しかし、次の、外気に
曝されないシリコンスパッタターゲットを採用することで、予定されていない不純物混入
が一層抑制されたシリコンドットを形成することが可能である。
【００８８】
　すなわち、前記の装置Ａにおいて、当初は、真空チャンバ１内に、基板Ｓを未だ配置せ
ずに、ガス供給装置５、６から水素ガスとシラン系ガスを導入し、これらガスに電源４か
ら高周波電力を印加してプラズマ化し、該プラズマにより真空チャンバ１の内壁（前記内
壁Ｗ１等）にシリコン膜を形成する。かかるシリコン膜形成においては、チャンバ壁を外
部ヒータで加熱することが望ましい。その後、該チャンバ１内に基板Ｓを配置し、該内壁
上のシリコン膜をスパッタターゲットとして、該ターゲットを、既述のように、水素ガス
由来のプラズマでケミカルスパッタリングして基板Ｓ上にシリコンドットを形成する。
【００８９】
　かかる、シリコンスパッタターゲットとして用いるシリコン膜の形成においても、良質
なシリコン膜を形成するために、プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を
０．１以上１０．０以下の範囲、より好ましくは０．１以上３．０以下、或いは０．１以
上０．５以下の範囲に維持して形成することが望ましい。
【００９０】
＜シリコンドット形成方法及び装置の他の例＞
　図４はシリコンドット形成装置の他の例を示している。図４の装置Ｂは、図１の装置Ａ
にシリコンスパッタターゲット形成用の真空チャンバ１０等を連設したものである。　す
なわち、図４に概略図示するように、シリコンスパッタターゲット形成のための真空チャ
ンバ１０を前記の真空チャンバ１にゲートバルブＶを介して外部から気密に遮断された状
態に連設する。
【００９１】
　チャンバ１０のホルダ２’にターゲット基板１００を配置し、排気装置７’で該真空チ
ャンバ内から排気して該真空チャンバ内圧を所定の成膜圧に維持しつつ該チャンバ内に水
素ガス供給装置５’から水素ガスを、シラン系ガス供給装置６’からシラン系ガスをそれ
ぞれ導入する。さらに、それらガスに出力可変電源４’からマッチングボックス４１’を
介してチャンバ内電極３’に高周波電力を印加することでプラズマを形成する。該プラズ
マにより、ヒータ２Ｈ’で加熱したターゲット基板１００上にシリコン膜を形成する。
【００９２】
　その後、ゲートバルブＶを開け、シリコン膜が形成されたターゲット基板１００を搬送
装置Ｔで真空チャンバ１内へ搬入し、チャンバ１内の台ＳＰ上にセットする。次いで、搬
送装置Ｔを後退させ、ゲートバルブＶを気密に閉じ、チャンバ１内で、該シリコン膜が形
成されたターゲット基板１００をシリコンスパッタターゲットとして、該ターゲットにバ
イアス電源ＢＰＷから所定のバイアス電圧を印加しつつ、水素ガスプラズマにてケミカル
スパッタリングし、それにより、チャンバ１内に配置された基板Ｓ上にシリコンドットを
形成する。
【００９３】
　図５は、かかるターゲット基板１００と、電極３（或いは３’）、チャンバ１０内のヒ
ータ２Ｈ’、チャンバ１内の台ＳＰ、基板Ｓ等との位置関係を示している。それには限定
されないが、ここでのターゲット基板１００は、図５に示すように、大面積のシリコンス
パッタタゲットを得るために、門形に屈曲させた基板である。搬送装置Ｔは、該基板１０
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０を電極等に衝突させることなく搬送できる。搬送装置Ｔは、基板１００を真空チャンバ
１内へ搬入し、セットできるものであればよく、例えば、基板１００を保持して伸縮でき
るアームを有する装置を採用できる。
【００９４】
　チャンバ１０でのターゲット基板上へのシリコン膜形成においては、良質なシリコン膜
を形成するために、プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を０．１以上１
０．０以下の範囲、より好ましくは０．１以上３．０以下、或いは０．１以上０．５以下
の範囲に維持して形成することが望ましい。
【００９５】
　なお、搬送装置に関して言えば、真空チャンバ１０と真空チャンバ１との間に、搬送装
置を設けた真空チャンバを配置し、該搬送装置を設けたチャンバを、ゲートバルブを介し
てチャンバ１０とチャンバ１にそれぞれ連設してもよい。
【００９６】
＜真空チャンバ内圧等の他の制御例＞
　以上説明したシリコンドット形成においては、出力可変電源４の出力、水素ガス供給装
置５による水素ガス供給量（又は水素ガス供給装置５による水素ガス供給量及びシラン系
ガス供給装置６によるシラン系ガス供給量）、排気装置７による排気量等の制御は、発光
分光計測装置８で求められる発光分光強度比を参照しつつマニュアル操作で行われた。
【００９７】
　しかし、図３に示すように、発光分光計測装置８の演算部８３で求められた発光強度比
〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕を制御部８０に入力してもよい。そして、かかる制御部８０とし
て、演算部８３から入力された発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ〕が予め定めた基準発光
強度比か否かを判断し、基準発光強度比から外れていると、基準発光強度比に向けて、前
記の出力可変電源４の出力、水素ガス供給装置５による水素ガス供給量、シラン系ガス供
給装置６によるシラン系ガス供給量及び排気装置７による排気量のうち少なくとも一つを
制御することができるように構成されたものを採用してもよい。
【００９８】
　かかる制御部８０の具体例として、排気装置７のコンダクタンスバルブを制御すること
で該装置７による排気量を制御し、それにより真空チャンバ１内のガス圧を、前記基準発
光強度比達成に向けて制御するものを挙げることができる。
【００９９】
　この場合、出力可変電源４の出力、水素ガス供給装置５による水素ガス供給量（又は水
素ガス供給装置５による水素ガス供給量及びシラン系ガス供給装置６によるシラン系ガス
供給量）及び排気装置７による排気量について、基準発光強度比或いはそれに近い値が得
られる、予め実験等で求めた電源出力、水素ガス供給量（又は水素ガス供給量及びシラン
系ガス供給量）及び排気量を初期値として採用すればよい。
　かかる初期値決定に際しても、排気装置７による排気量は、真空チャンバ１内の圧力が
０．１Ｐａ～１０．０Ｐａの範囲に納まるように決定する。
【０１００】
　電源４の出力は、電極３に印加する高周波電力の電力密度が５Ｗ／Ｌ～１００Ｗ／Ｌに
、或いは５Ｗ／Ｌ～５０Ｗ／Ｌに納まるように決定する。
【０１０１】
　さらに、水素ガス及びシラン系ガスの双方をプラズマ形成のためのガスとして採用する
場合は、それらガスの真空チャンバ１内への導入流量比（シラン系ガス流量／水素ガス流
量）を１／２００～１／３０の範囲のものに決定する。例えば、シラン系ガスの導入流量
を１ｓｃｃｍ～５ｓｃｃｍとし、〔シラン系ガスの導入流量（ｓｃｃｍ）／真空チャンバ
容積（リットル）〕を１／２００～１／３０の範囲のものに決定する。
【０１０２】
　さらに、バイアス電源ＢＰＷからシリコンスパッタターゲットへの印加バイアスは－２
０Ｖ～＋２０Ｖ程度の範囲のものに決定する。
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【０１０３】
　そして、電源４の出力、水素ガス供給装置５による水素ガス供給量（又は水素ガス供給
装置５による水素ガス供給量及びシラン系ガス供給装置６によるシラン系ガス供給量）　
及びバイアス電圧については、それらの初期値をその後も維持し、排気装置７による排気
量を、基準発光強度比達成に向けて、制御部８０に制御させればよい。
【０１０４】
＜シリコンドット形成方法及び装置のさらに他の例＞
　図６は本発明に係るシリコンドット形成装置のさらに他の例を示している。図６に示す
シリコンドット形成装置Ｃは、図１の装置Ａにおいて、容量結合型電極３に代えて誘導結
合型プラズマを発生させるための高周波アンテナ９を真空チャンバ１の天井壁ＳＷからチ
ャンバ内へ吊り下げ配置し、さらに、チャンバ１内にチャンバ壁に沿って内壁Ｗ２を配置
し、該内壁にＤＣバイアス電源ＢＰＷを接続したものである。内壁Ｗ２は絶縁部材を介し
てチャンバ壁に支持させてある。
【０１０５】
　その他の点は、装置Ａと実質上同じであり、装置Ａにおける部分、部品と実質上同じ部
分、部品には装置Ａと同じ参照符号を付してある。
【０１０６】
　高周波放電アンテナ９は、真空チャンバ１外からチャンバ１内へ延び、チャンバ１内で
電気的に並列に分岐し、各分岐部分の終端がチャンバ１に直接的に接続されているアンテ
ナである。チャンバ１は接地電位に設定される。
【０１０７】
　図面を参照してさらに説明すると、図７にも示すように、高周波アンテナ９は立体構造
のアンテナであり、第１部分９１と複数本の第２部分９２とからなっている。第１部分９
１はチャンバ１外から該チャンバの天井壁ＳＷを通り、チャンバ内へ真っ直ぐ棒状に延在
している。第２部分９２は、第１部分９１のチャンバ内側端部９１ｅから放射状に分岐し
て延びるとともに天井壁ＳＷへ向かって延びている。各第２部分９２の終端９２ｅは天井
壁ＳＷにコネクタにて直接接続されており、従ってチャンバ１を介して接地された状態に
ある。
【０１０８】
　第２部分９２の群れは、全体として、コの字形に屈曲した２本のアンテナ部分を平面か
ら見て十字形に組み合わせて第１部分９１につなげた形態を呈している。
　また、高周波アンテナ９はそのアンテナ導体の表面が絶縁性膜（ここではアルミナ膜）
で被覆されている。
【０１０９】
　高周波アンテナ９の第１部分９１はマッチングボックスＭＸを介して高周波電源ＰＷに
接続されている。マッチングボックスＭＸ及び電源ＰＷは高周波電力印加装置を構成して
いる。第１部分９１のうちチャンバ１外に出ているプラズマ生成に寄与しない部分は極力
短くされ、マッチグボックスＭＸに直接的に接続されている。なお、第１部分９１はチャ
ンバ１の天井壁ＳＷに設けた気密シールを兼ねる絶縁部材ＳＷａを貫通している。
　かくして高周波アンテナ９は短く形成され、さらに、チャンバ１内で電気的に並列に分
岐された並列配線構造となっているから、アンテナ９のイダクタンスはそれだけ低減され
ている。
【０１１０】
　かかるシリコンドット形成装置Ｃによると、次のようにしてシリコンドットを形成する
ことができる。
　すなわち、当初は、真空チャンバ１内に、基板Ｓを未だ配置せずに、ガス供給装置５、
６から水素ガスとシラン系ガスを導入し、これらガスに高周波アンテナ９を介して電源Ｐ
Ｗから高周波電力を印加してプラズマ化し、該プラズマにより真空チャンバ１内の内壁Ｗ
２にシリコン膜３０’を形成する。かかるシリコン膜形成においては、チャンバ壁を外部
ヒータで加熱してもよい。
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【０１１１】
　その後、該チャンバ１内に基板Ｓを配置し、該内壁Ｗ２上のシリコン膜３０’をスパッ
タターゲットとして、該ターゲットを、装置Ａにおけるシリコンスパッタターゲット３０
のケミカルスパッタリングの場合と同様に、ターゲット３０’にバイアス電源ＢＰＷから
スパッタリング制御用バイアス電圧を印加しつつ、水素ガス供給装置５から供給される水
素ガス由来のスパッタリング用プラズマでケミカルスパッタリングして、基板Ｓ上にシリ
コンドットを形成することができる。
【０１１２】
　かかる、シリコンスパッタターゲットとして用いるシリコン膜３０’の形成においても
、良質なシリコン膜を形成するために、プラズマにおける発光強度比〔Ｓｉ(288nm) ／Ｈ
β〕を０．１以上１０．０以下の範囲、より好ましくは０．１以上３．０以下、或いは０
．１以上０．５以下の範囲に維持して形成することが望ましい。
【０１１３】
＜シリコンドット形成方法及び装置のさらに他の例＞
　図８は本発明に係るシリコンドット形成装置のさらに他の例を示している。図８に示す
シリコンドット形成装置Ｄは、図６の装置Ｃにおいて、内壁Ｗ２とそれに形成されたシリ
コン膜３０’に代えて、高周波アンテナ９の周囲を囲むように配置されたシリコンスパッ
タターゲット３０”を採用するものである。バイアス電源ＢＰＷはシリコンスパッタター
ゲット３０”に接続してある。その他の点は図６の装置Ｃと略同構造である。但し、シラ
ン系ガス供給装置６は不要であるから省略してある。装置Ｃにおける部分、部品と実質上
同じ部、部品については、装置Ｃと同じ参照符号を付してある。
【０１１４】
　この装置Ｄによると、水素ガス供給装置５からチャンバ１内へ供給されるガスをアンテ
ナ９からの高周波電力の印加によりプラズマ化し、該プラズマで、装置Ａにおけるシリコ
ンスパッタターゲット３０のケミカルスパッタリングの場合と同様に、ターゲット３０”
にバイアス電源ＢＰＷからスパッタリング制御用バイアス電圧を印加しつつターゲット３
０”をケミカルスパッタリングして、基板Ｓ上にシリコンドットを形成することができる
。
【０１１５】
＜実験例＞
　次に幾つかのシリコンドット形成の実験例について説明する。
(1) 実験例１
　図１に示すタイプのシリコンドット形成装置を用い、但しシランガスは採用しないで、
水素ガスとシリコンスパッタターゲットを用いて、基板上に直接シリコンドットを形成し
た。ドット形成条件は以下のとおりであった。
　シリコンスパッタターゲット：単結晶シリコンスパッタターゲット
  　　　　　　　　　　　基板：酸化膜（ＳｉＯ2 ）で被覆されたシリコンウェハ
　　　　　　　　チャンバ容量：１８０リットル
　　　　　　　　　高周波電源：６０ＭＨｚ、４ｋＷ
　　　　　　　　　　電力密度：２２Ｗ／Ｌ
　　　　　　　　　　基板温度：４００℃
　　　　　　　　チャンバ内圧：０．６Ｐａ
　　　　　　　　　水素導入量：１００ｓｃｃｍ
　　　　　　　　バイアス電圧：－２０Ｖ
　　　　　Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ：０．２
【０１１６】
　このようにして、図９に模式的に示す、シリコンドットＳｉＤが形成された基板Ｓを得
た。
　このシリコンドットＳｉＤを有する基板Ｓの断面を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観測し
たところ、それぞれ独立的に形成され、また、均一分布で高密度な状態に形成された、粒
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径の揃ったシリコンドットを確認できた。ＴＥＭ像から５０個のシリコンドットの粒径を
測定し、その平均値を求めたところ、５ｎｍであり、２０ｎｍ以下、さらに言えば１０ｎ
ｍ以下の粒径のシリコンドットが形成されていることが確認された。ドット密度は約２．
０×１０12個／ｃｍ2 であった。
【０１１７】
(2) 実験例２
　図６に示すタイプのシリコンドット形成装置を用い、先ず、真空チャンバ１の内壁Ｗ２
にシリコン膜を形成し、次いで該シリコン膜をスパッタターゲットとしてシリコンドット
を形成した。シリコン膜形成条件及びドット形成条件は以下のとおりであった。
　シリコン膜形成条件
　　　　　　　内壁面積：約３ｍ2 

　　　　　チャンバ容量：４４０リットル
　　　　　　高周波電源：１３．５６ＭＨｚ、１０ｋＷ
　　　　　　　電力密度：２３Ｗ／Ｌ
　　　チャンバ内壁温度：８０℃　（チャンバ内部に設置のヒータでチャンバを加熱）
　　　　　チャンバ内圧：０．６７Ｐａ
　　　モノシラン導入量：１００ｓｃｃｍ
　　　　　　水素導入量：１５０ｓｃｃｍ
　　Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ：２．０
【０１１８】
　ドット形成条件
　　　　　　  　　基板：酸化膜（ＳｉＯ2 ）で被覆されたシリコンウェハ
　　　　　チャンバ容量：４４０リットル
　　　　　　高周波電源：１３．５６ＭＨｚ、５ｋＷ
　　　　　　　電力密度：１１Ｗ／Ｌ
　　　チャンバ内壁温度：８０℃　（チャンバ内部に設置のヒータでチ　　　　　　　　
　　　　　　　　　ャンバを加熱）
　　　　　　　基板温度：４３０℃
　　　　　チャンバ内圧：０．６７Ｐａ
　　　　　　水素導入量：１５０ｓｃｃｍ　（モノシランガスは使用し　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　なかった。）
　　　　　バイアス電圧：－１０Ｖ
　　Ｓｉ(288nm) ／Ｈβ：１．５
【０１１９】
　このようにして、図９に模式的に示す、シリコンドットＳｉＤが形成された基板Ｓを得
た。
　このシリコンドットＳｉＤを有する基板Ｓの断面を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観測し
たところ、それぞれ独立的に形成され、また、均一分布で高密度な状態に形成された、粒
径の揃ったシリコンドットを確認できた。小さいドットでは５ｎｍ～６ｎｍ、大きいドッ
トでは９ｎｍ～１１ｎｍであった。ＴＥＭ像から５０個のシリコンドットの粒粒を測定し
、その平均値を求めたところ、８ｎｍであり、１０ｎｍ以下の粒径のシリコンドットが実
質的に形成されていることが確認された。ドット密度は約７．３×１０11個／ｃｍ2 であ
った。
【０１２０】
(3) 実験例３
　図６に示すタイプのシリコンドット形成装置を用い、先ず、真空チャンバ１の内壁Ｗ２
に実験例２におけるシリコン膜形成条件でシリコン膜を形成し、次いで該シリコン膜をス
パッタターゲットとしてシリコンドットを形成した。ドット形成条件は、チャンバ内圧力
を１．３４Ｐａとし、Ｓｉ(288nm) ／Ｈβを２．５とした以外は実験例２と同じとした。
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【０１２１】
　このようにして、図９に模式的に示す、シリコンドットＳｉＤが形成された基板Ｓを得
た。
　このシリコンドットＳｉＤを有する基板Ｓの断面を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観測し
たところ、それぞれ独立的に形成され、また、均一分布で高密度な状態に形成された、粒
径の揃ったシリコンドットを確認できた。ＴＥＭ像から５０個のシリコンドットの粒粒を
測定し、その平均値を求めたところ、１０ｎｍであり、１０ｎｍ以下の粒径のシリコンド
ットが実質的に形成されていることが確認された。ドット密度は約７．０×１０11個／ｃ
ｍ2 であった。
【０１２２】
(4) 実験例４
　図６に示すタイプのシリコンドット形成装置を用い、先ず、真空チャンバ１の内壁Ｗ２
に実験例２におけるシリコン膜形成条件でシリコン膜を形成し、次いで該シリコン膜をス
パッタターゲットとしてシリコンドットを形成した。ドット形成条件は、チャンバ内圧力
を２．６８Ｐａとし、Ｓｉ(288nm) ／Ｈβを４．６とした以外は実験例２と同じとした。
　　　
【０１２３】
　このようにして、図９に模式的に示す、シリコンドットＳｉＤが形成された基板Ｓを得
た。
　このシリコンドットＳｉＤを有する基板Ｓの断面を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観測し
たところ、それぞれ独立的に形成され、また、均一分布で高密度な状態に形成された、粒
径の揃ったシリコンドットを確認できた。ＴＥＭ像から５０個のシリコンドットの粒粒を
測定し、その平均値を求めたところ、１３ｎｍであり、２０ｎｍ以下の粒径のシリコンド
ットが実質的に形成されていることが確認された。ドット密度は約６．５×１０11個／ｃ
ｍ2 であった。
【０１２４】
(5) 実験例５
　図６に示すタイプのシリコンドット形成装置を用い、先ず、真空チャンバ１の内壁Ｗ２
に実験例２におけるシリコン膜形成条件でシリコン膜を形成し、次いで該シリコン膜をス
パッタターゲットとしてシリコンドットを形成した。ドット形成条件は、チャンバ内圧力
を６．７０Ｐａとし、Ｓｉ(288nm) ／Ｈβを８．２とした以外は実験例２と同じとした。
　　　
【０１２５】
　このようにして、図９に模式的に示す、シリコンドットＳｉＤが形成された基板Ｓを得
た。
　このシリコンドットＳｉＤを有する基板Ｓの断面を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観測し
たところ、それぞれ独立的に形成され、また、均一分布で高密度な状態に形成された、粒
径の揃ったシリコンドットを確認できた。ＴＥＭ像から５０個のシリコンドットの粒粒を
測定し、その平均値を求めたところ、１６ｎｍであり、２０ｎｍ以下の粒径のシリコンド
ットが実質的に形成されていることが確認された。ドット密度は約６．１×１０11個／ｃ
ｍ2 であった。
【０１２６】
＜シコリンドット付き基板形成の他の例＞
　以上の実験例から分かるように、予めＳｉＯ2 等の絶縁物層を表面に形成した基板Ｓを
採用し、該絶縁物層の上にシリコンドットＳｉＤを形成することができる。
【０１２７】
　しかし、例えば、シリコンドット形成のためのチャンバの他に絶縁物層形成のためのチ
ャンバを設け、絶縁物層については、該絶縁物層形成チャンバで形成し、そこで絶縁物層
が形成された基板を外気に曝すことなくシリコンドット形成チャンバに搬入して、該絶縁
物層上にシリコンドットを形成するようにしてもよい。
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【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明は、単一電子デバイス等のための電子デバイス材料や発光材料などとして用いら
れる、シリコンドット、すなわち、微小サイズのシリコンのドット( 所謂シリコンナノ粒
子) を提供することに利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明に係るシリコンドット形成装置の１例を示す図である。
【図２】プラズマ発光分光計測装置例を示すブロック図である。
【図３】排気装置による排気量（真空チャンバ内圧）の制御等を行う回路例のブロック図
である。
【図４】シリコンドット形成装置の他の例を示す図である。
【図５】シリコン膜を形成するターゲット基板と電極等との位置関係を示す図である。
【図６】シリコンドット形成装置のさらに他の例を示す図である。
【図７】図６の装置における誘導結合型プラズマ生成用の高周波アンテナの斜視図である
。
【図８】シリコンドット形成装置のさらに他の例を示す図である。
【図９】シリコンドット形成基板の例を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
【０１３０】
Ａ　シリコンドット形成装置
１　真空チャンバ
２　基板ホルダ
２Ｈ　ヒータ
３　放電電極
３１　シリコン膜
Ｗ１　内壁
３０　シリコンスパッタターゲット
４　放電用高周波電源
４１　マッチングボックス
５　水素ガス供給装置
６　シラン系ガス供給装置
７　排気装置
８　プラズマ発光分光計測装置
Ｓ　シリコンドット形成対象基板
８１、８２　分光器
８３　演算部
８０　制御部
ＢＰＷ　バイアス電源

Ｂ　シリコンドット形成装置
１０　真空チャンバ
Ｖ　ゲートバルブＶ
２’ホルダ
１００　ターゲット基板
７’排気装置
５’水素ガス供給装置
６’シラン系ガス供給装置
４’出力可変電源
４１’マッチングボックス
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３’チャンバ内電極
２Ｈ’ヒータ２Ｈ’
Ｔ　搬送装置
ＳＰ　チャンバ１内の台

Ｃ　シリコンドット形成装置
ＳＷ　真空チャンバの天井壁
ＳＷａ　絶縁性シール部材
Ｗ２　内壁
３０’　シリコン膜
９　高周波アンテナ
９１　アンテナの第１部分
９２　アンテナの第２部分
９１ｅ　第１部分のチャンバ内側端部
９２ｅ　第２部分の終端
ＭＸ　マッチングボックス
ＰＷ　高周波電源

Ｄ　シリコンドト形成装置
３０’　シリコンスパッタターゲット

Ｓ　基板
ＳｉＤ　シリコンドット

【図１】
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【図３】
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【図５】
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【図７】
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【図９】



(28) JP 4497066 B2 2010.7.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  三上　隆司
            京都府京都市右京区梅津高畝町４７番地　日新電機株式会社内
(72)発明者  林　司
            京都府京都市右京区梅津高畝町４７番地　日新電機株式会社内

    審査官  酒井　英夫

(56)参考文献  特開２０００－１５０５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８７８８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１００３９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２４３７６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－２４１２１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　２１／２０３，２１／２０５，２９／０６，
              Ｃ２３Ｃ　１４／１４，１４／３４－１４／４６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

