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(57)【要約】
【課題】 本発明は、ナノサイズ制御性及び終端安定性
に優れ、かつ高いシリコン粒子充填密度を有するシリコ
ンナノ結晶構造体を低温でしかもドライプロセスのみで
形成できるシリコンナノ結晶構造体の形成方法及び形成
装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 酸素又は窒素で終端されたシリコンナノ
結晶構造体の形成方法及び形成装置であって、水素ラジ
カルにより基板の表面を処理する第一の工程と、シリコ
ン元素を含むガスの熱反応により粒径１０ｎｍ以下のシ
リコン結晶粒を堆積する第二の工程と、酸素ガス又は酸
素ラジカルあるいは窒素ラジカルによりシリコン結晶粒
の表面を酸素終端又は窒素終端する第三の工程と、を行
う構成としたことを特徴とする。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸素又は窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体の形成方法であって、水素ラジカル
により基板の表面を処理する第一の工程と、シリコン元素を含むガスの熱反応により粒径
１０ｎｍ以下のシリコン結晶粒を堆積する第二の工程と、酸素ガス、酸素ラジカル又は窒
素ラジカルによりシリコン結晶粒の表面を酸素終端又は窒素終端する第三の工程と、から
なることを特徴とするシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
【請求項２】
前記第一の工程、第二の工程、及び第三の工程を、所定の膜厚まで繰り返し行うことを
特徴とする請求項１に記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
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【請求項３】
前記水素ラジカルは、水素（Ｈ２ ）ガスのプラズマ解離反応により生成させることを特
徴とする請求項１又は２に記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
【請求項４】
前記シリコン元素を含むガスは、モノシラン（ＳｉＨ４ ）又はジシラン（Ｓｉ２ Ｈ６ ）
あるいはこれらと水素（Ｈ２ ）との混合ガスであることを特徴とする請求項１〜３のいず
れか１項に記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
【請求項５】
前記酸素ラジカル又は窒素ラジカルは、酸素（Ｏ２ ）ガス、亜酸化窒素（Ｎ２ Ｏ）又は
アンモニア（ＮＨ３ ）のプラズマ解離反応により生成させたことを特徴とする請求項１〜
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４のいずれか１項のに記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
【請求項６】
前記第一の工程、第二の工程及び第三の工程をひとつの真空室内で連続して行うことを
特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法。
【請求項７】
請求項１〜５のいずれか１項に記載のシリコンナノ結晶構造体の形成方法を実施する装
置であって、内部に基板サセプタを設けた真空室に、誘導結合型プラズマ発生機構と前記
基板サセプタに載置される基板の加熱機構とを備えて、前記第一の工程、第二の工程及び
第三の工程を前記真空室内で連続して行う構成としたことを特徴とする酸素又は窒素で終
端されたシリコンナノ結晶構造体の形成装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸素又は窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体の形成方法及び形成装置
に係り、特にドライブロセスだけを用いたシリコンナノ結晶構造体の形成方法及び形成装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
酸素又は窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体は、粒径１０ｎｍ以下で表面が酸素
又は窒素で終端されたシリコン単結晶粒が多数合体して形成される構造体であり、電子閉
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じ込め、発光及び電子放出等に関して特異な物理現象を示すことから、単一電子メモリＬ
ＳＩ、光インターコネクションＬＳＩ、発光素子及び軽量大画面の表示パネル等のデバイ
スへの応用が注目されている。
このシリコンナノ結晶構造体の形成方法は、主に、結晶粒の形成工程に陽極酸化法を用
いる方法と、シリコン過剰のアモルファス窒化シリコン膜等を熱処理してシリコン単結晶
粒を析出させる方法との２つが知られている。
【０００３】
前者は、例えば特開２００３−８６０９３に記載されているように、基板上に、ＣＶＤ
（ Chemical Vapor Deposition： 化 学 気 相 成 長 ） で 多 結 晶 シ リ コ ン 膜 を 成 長 さ せ 、 ア ニ ー
ル処理を行い、続いてフッ化水素溶液中で陽極酸化処理を行って、結晶粒を形成する方法
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である。即ち、陽極酸化処理で多結晶シリコンの一部がエッチングされて多数のナノスケ
ールのシリコン結晶粒からなるシリコンナノ結晶構造体が形成される。陽極酸化処理後に
、例えば硫酸中で電気化学的に結晶粒表面を処理し、結晶粒の末端を酸素で終端して酸素
終端シリコンナノ結晶構造体が形成される。この構造体は、多結晶シリコンの一部がエッ
チングされる結果として形成されるため、ポーラス構造でありポーラスシリコンと一般的
に呼ばれている。
【０００４】
後者は、例えば特開２０００−２７３４５０に記載されているように、基板上に、ＣＶ
Ｄ法によりアモルファス窒化シリコン膜を形成する。ここで、シラン（ＳｉＨ４ ）のよう
な原料ガスとアンモニアガス（ＮＨ３ ）との比を調節して、窒化シリコンの化学量論組成
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よりもシリコン原子が過剰となるアモルファス窒化シリコン膜ＳｉＮｘ（ｘ＜４／３）を
成長させる。続いて、これに熱処理を行うことによりナノスケールのシリコン結晶粒を析
出させ、窒素終端のシリコンナノ結晶構造体が形成される。ＳｉＮｘの代わりにＳｉＯｘ
を成長させれば、同様の工程で酸素終端のシリコンナノ結晶構造体を形成することができ
る。
【特許文献１】特開２００３−８６０９３
【特許文献２】特開２０００−２７３４５０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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上述したように、シリコンナノ結晶構造体は、種々のデバイスへの応用が検討されてい
るが、その応用に際し、ナノサイズ制御性が良いこと、ナノスケールのシリコン結晶粒の
充填密度が高いこと、終端安定性が良いことが要求され、このような構造体の形成方法と
してはさらに、ガラス基板を使用できる低温プロセス（６００℃以下）であること、生産
コストが低いことも重要な要件になる。さらにはＬＳＩへの応用を行う場合、ドライブロ
セスのみでシリコンナノ結晶構造体を形成できることが望ましい。
【０００６】
しかしながら、 特開２００３−８６０９３に開示されている方法は、ナノサイズ制御
性、終端安定性、低温プロセス（６００℃以下）の観点では十分満足できる性能を有して
いるものの、陽極酸化処理法が上述したようにシリコンをエッチングして形成するもので
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あるため、ナノスケールのシリコン結晶粒の充填密度は必ずしも満足できるものではなく
、さらに、陽極酸化処理のようなウエット処理工程が不可欠という問題がある。
一方、特開２０００−２７３４５０に開示された形成方法は、ドライプロセスのみで結
晶構造体を形成することはできるが、ナノスケールのシリコン結晶粒の充填密度は陽極酸
化法に比べてもはるかに低いものしか得ることができないという欠点がある。また、ナノ
スケールのシリコン単結晶粒を析出させるためには、１０００℃程度の高温での熱処理が
必要となり、ガラス基板等を用いることができないという問題がある。
【０００７】
かかる状況に鑑み、本発明は、ナノサイズ制御性及び終端安定性に優れ、かつシリコン
結晶粒の高い充填密度を有するシリコンナノ結晶構造体を低温でしかもドライプロセスの
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みで形成できるシリコンナノ結晶構造体の形成方法及び形成装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決すべく、本発明のシリコンナノ結晶構造体の形成方法は、酸素又は窒素
で終端されたシリコンナノ結晶構造体の形成方法であって、水素ラジカルにより基板の表
面を処理する第一の工程と、シリコン元素を含むガスの熱反応により粒径１０ｎｍ以下の
シリコン結晶粒を堆積する第二の工程と、酸素ガス、酸素ラジカル又は窒素ラジカルによ
りシリコン結晶粒の表面を酸素終端あるいは窒素終端する第三の工程と、からなることを
特徴とする。
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この３つ工程を経ることにより、従来法に比べ粒子サイズが揃った結晶粒を高密度に形
成することが可能となり、種々の高機能デバイスに対応可能なシリコンナノ結晶構造体を
提供することができる。
さらに、前記第一の工程、第二の工程、及び第三の工程を繰り返し行うことを特徴とし
、用途に応じて、所望の厚さのシリコンナノ結晶構造体を形成することができる。
【０００９】
なお、前記水素ラジカルは、水素（Ｈ２ ）ガスのプラズマ解離反応により、また、酸素
ラジカル又は窒素ラジカルは、酸素（Ｏ２ ）ガス、亜酸化窒素（Ｎ２ Ｏ）又はアンモニア
（ＮＨ３ ）のプラズマ解離反応により生成させるのが好ましい。プラズマ解離反応を利用
することにより、水素、酸素及び窒素等のラジカルが高密度に安定して生成でき、基板表
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面処理及び終端処理の均一性、高速化を図ることができる。なお、アンモニアガスを用い
ることにより、シリコン原子に結合している水素結合を取り除いて、窒素終端を完全に行
うことができる。
前記シリコン元素を含むガスは、モノシラン（ＳｉＨ４ ）又はジシラン（Ｓｉ２ Ｈ６ ）
あるいはこれらと水素（Ｈ２ ）との混合ガスが好適に用いられ、基板の温度制御により、
再現性よく結晶粒径を形成することができる。水素（Ｈ２ ）ガスとの混合ガスを用いるの
は、結晶構造体の形成過程で、シリコンのダングリングボンドをまず水素終端しておくこ
とができ、これにより結晶構造の一層の完全化をはかることができる。
さらに、前記第一の工程、第二の工程及び第三の工程をひとつの真空室内で連続して行
うのが好ましく、結晶粒サイズ及び終端安定性により一層優れ、デバイス特性の均一性及
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び再現性が一層向上する。
【００１０】
一方、本発明のシリコンナノ結晶構造体の形成装置は、上記シリコンナノ結晶構造体の
形成方法を実施する装置であって、内部に基板サセプタを設けた真空室に、誘導結合型プ
ラズマ発生機構と前記基板サセプタに載置される基板の加熱機構とを備えて、前記第一の
工程、第二の工程及び第三の工程を前記真空室内で連続して行う構成としたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
本発明のシリコンナノ結晶構造体の形成方法によれば、ナノサイズ制御性に優れ、結晶
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粒の充填密度が高く、終端安定性が良いシリコンナノ結晶構造体を再現性よく形成できる
。その結果、電子閉じ込め、発光、電子放出等の新規物理現象に係る特性がより向上する
。
即ち、本発明の方法によって形成した酸素又は窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造
体を用いたデバイスの性能を格段に向上させることができる。さらには、ガラス基板を使
用できる低温プロセス（６００℃以下）で、しかもドライブロセスのみでシリコンナノ結
晶構造体を形成できるため、ＬＳＩへの応用も含め多岐にわたるデバイス製造に適用する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。
図１は、本発明を説明するフローチャートである。図に示すように、本発明のシリコン
ナノ結晶構造体の形成方法を、水素ラジカルにより基板の表面を処理する第一の工程と、
シリコン元素を含むガスの熱反応によりシリコン結晶粒を堆積する第二の工程と、酸素又
は酸素ラジカルあるいは窒素ラジカルによりシリコンナノ結晶粒の表面を酸素終端又は窒
素終端する第三の工程、とから構成され、所望の厚さの薄膜となるまで、以上の工程を繰
り返し行われる。
【００１３】
即ち、水素ラジカル処理により、基板の表面全面にシリコンナノ結晶粒成長の核が形成
される。例えば、シリコン基板の場合は通常表面に自然酸化膜が形成されているが、水素
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ラジカル処理により基板表面はＯ−Ｈ基で覆われ、これが核として作用し、高充填密度の
シリコンナノ結晶構造体を形成することができる。
続いて、シラン等のケイ素（シリコン）原子を含むガスを導入し、それぞれを核として
結晶粒が成長する。なお、結晶粒の大きさは、基板温度によって再現性よく制御すること
ができる。
シリコン結晶粒の終端処理には、酸素ラジカル又は窒素ラジカルが好適に用いられ、こ
れにより、終端をより完全に行うことができる。
【００１４】
なお、本発明の基板は、特に限定するものではなく、例えばシリコン、石英、窒化シリ
コン、ガラス等の各種基板を用いることができる。また、シリコン元素を含むガスは、種
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々のシラン系ガス、とりわけ、モノシラン（ＳｉＨ４ ）又はジシラン（Ｓｉ２ Ｈ６ ）が好
適に用いられる。酸素ラジカル及び窒素ラジカル源としては、窒素元素及び酸素元素を含
む種々のガスを用いることができるが、特に酸素（Ｏ２ ）ガス、亜酸化窒素（Ｎ２ Ｏ）又
はアンモニア（ＮＨ３ ）が好適に用いられる。
【００１５】
次に、本発明のシリコンナノ結晶構造体の形成方法を実施するために好適に用いられる
形成装置を以下に説明する。図２は８インチ基板にシリコンナノ結晶構造体を堆積する形
成装置の一構成例を示す模式的縦断面図である。
本実施例の装置は、図に示すように、基板１２０を載置する石英製のサセプタ１０７が
取り付けられた真空室１０１と、プラズマ発生室１０２と、基板加熱用ランプ１０４を配
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置したランプ室１０３と、から構成される。プラズマ発生室１０２は、ガス導入部１１１
を有する円筒状絶縁体（例えばガラス）１０６からなり、その大気側外周には２〜３ター
ンの誘導結合用コイル１０８が取り付けられ、マッチングボックス１０９を介して数ＭＨ
ｚ程度の高周波電源（不図示）に接続されている。誘導結合プラズマを励起方法の採用に
より、基板から離れた位置でのプラズマ生成を容易に行うことができ、そのプラズマ解離
反応で生成されるラジカルのみを基板表面に供給することができる。
【００１６】
ガス導入部１１１は、ガス配管１１２を介してガス切換ユニット１１３に連結され、さ
らに、ユニットの水素ガス導入口１１４、シランガス導入口１１５、酸素ガス導入口１１
６及び不活性ガス導入口１１７はそれぞれのガス供給源に連結されている。これらプロセ
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スガスはガス切替ユニット１１３により、予めプログラムされたシーケンスに従いガス配
管１１２を通してプラズマ発生室内へ導入される。プラズマ発生室１０２に導入されたガ
スは、真空室１０１のガス排気口１１９を介し不図示のドライポンプ等の排気装置により
排気される。また、基板１２０は、ゲートバルブ１１８を通して搬入・搬出される。
【００１７】
真空室１０１とランプ室１０２の間には、石英窓１０５がＯ−リングを介して取り付け
られ、真空室の気密が保たれている。ランプ１０４の輻射熱は石英窓１０５及び石英製サ
セプタ１０７を通過して基板を所定の温度に加熱する。なお、基板温度はプラズマ室１０
２上部に取り付けられた輻射温度計１１０により測定され、所定の温度に制御される。
ランプ光加熱方式及び輻射温度計の採用により、真空室内には装置内配線等の部品導入
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の必要もなくなり、真空室内は極めて簡単な構造、すなわちガス流を妨げる要素がなくな
るので、水素、シラン、酸素と連続するガスの切替がスムースになり、生産性をより高め
ることができる。
【００１８】
以上のように、装置を構成する石英窓１０５と円筒状絶縁体１０６とは、それぞれの中
心軸が一致するように配置し、さらに円筒状絶縁体内空間の断面面積が基板面積よりも小
さく、かつ石英窓面積が基板面積よりも大きくした構造としてある。これにより、基板か
らの熱輻射の対称性を確保し、その結果として基板温度分布均一性を向上させることがで
きる。また、プラズマ処理と熱ＣＶＤ（化学気相成長）とをひとつの真空室内で行うこと
ができることから、第一の工程、第二の工程及び第三の工程を連続処理することができ、
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低コストでかつ高品質のシリコンナノ結晶構造体を形成することができる。
【００１９】
次に、図２に示した形成装置を用いて、シリコンナノ結晶構造体を作製した実験につい
て説明する。ここで、基板１２０として８インチ径、厚さ０．８ｍｍのシリコン基板を用
いた。
予め洗浄したシリコン基板１２０をゲートバルブ１１８を介して真空室１０１内に搬入
しサセプタ１０７上に設置した後、プログラムされた以下のシーケンスに従って作製プロ
セスを実行した。
【００２０】
工程１（ランプ加熱）
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ランプ１０４に所定の電力を投入し、輻射温度計１１０からの信号によりランプ電力を
制御して基板温度を５４０℃に保持した。基板温度が５４０℃に保持されるまでランプの
点灯から約２０秒間を要した。以下のプロセスにおいて、基板温度を５４０℃に保持した
。
工程２（真空引き）
真空室１０１の排気口１１９に取り付けられたバルブ（不図示）を開け内部を１０秒間
排気した（圧力４０Ｐａ）。
工程３（水素プラズマ処理）
水素ガスを１００ｍｌ／分の流量で導入し、１０秒経過した後（圧力５０Ｐａ）に誘導
結合コイル１０８に１０００Ｗの高周波電力を供給して水素プラズマを発生させた。生成
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した水素ラジカルによりシリコン基板１２０の表面処理を７秒行った。
工程４（真空引き）
高周波電力の供給及び水素ガスの導入を停止し、真空室内を８秒間排気した。
工程５（シリコンナノ結晶粒成長）
シランガスを１００ｍｌ／分の流量で３秒間導入した（圧力１００Ｐａ）。３秒間の導
入で、約２ｎｍ径のシリコン結晶粒が水素プラズマ処理工程で形成されたＯ−Ｈ基を核に
、基板全面にわたって成長した。
工程６（真空引き）
シランガスの導入を停止し真空室内を５秒間排気した。
工程７（不活性ガスパージ）
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不活性ガスとしてアルゴンガスを１０００ｍｌ／分の流量で５秒間導入した。
工程８（真空引き〕
アルゴンガス（不活性ガス）の導入を止め、１０秒間排気した。
工程９（シリコンナノ結晶粒の表面酸化処理）
酸素ガスを１００ｍｌ／分の流量で導入してシリコン結晶粒の酸素終端処理を行った。
酸素ガス導入して５秒経過後に誘導結合コイル１０８に５００Ｗの高周波電力を供給し、
酸素プラズマによりシリコン結晶粒の表面酸化処理を５秒間行った。処理後には酸素ガス
の導入を停止し、排気した。
【００２１】
以上の工程１から工程９のプロセスフローにより、第１層目の酸素終端のシリコンナノ
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結晶粒構造体を形成した。この後、再び工程３に戻り、形成したシリコンナノ結晶構造体
に水素ラジカル処理を行って表面をＯ−Ｈ基で覆い、それを核としてシリコン結晶粒を成
長させる。これを繰り返し行い、所望の厚さのシリコンナノ結晶構造体を形成することが
できる。
【００２２】
以上のプロセスで、基板温度を変えることにより、ナノスケールのシリコン結晶粒の粒
径を制御することができた。即ち、基板温度を５４０℃とすると。約２ｎｍのシリコンナ
ノ結晶粒が得られ、基板温度が５５０℃では約１０ｎｍのシリコン結晶粒が得られた。従
って、実用性の範囲でシリコン結晶粒のサイズを制御するためには、形成装置の基板温度
制御を±２℃以内に設計するのが好ましい。
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なお、工程５でシランガスの代わりにジシランガスを用いても同様の結果が得られたが
、同等の大きさの結晶粒を得るためには、基板温度をシランガスの場合に比べ約５℃程低
めに設定する必要があった。さらに、工程９において酸素ガスの代わりに亜酸化窒素ガス
を用いても同様の結果が得られた。この場合は、プラズマ条件などを特に変更する必要は
ない。また、工程９において、プラズマ解離をさせない酸素ガスそのものでも表面酸化処
理は可能であるが、この場合、完全な酸素終端結合を作るのに１分程度の時間を要するこ
とが分かった。
【００２３】
以上のようにして作製した酸素終端シリコンナノ結晶構造体（１層）の高感度電子顕微
鏡写真を図３に示す。図３が示すように、粒径７ｎｍで均一なシリコン結晶粒が、高密度
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に充填されたシリコンナノ結晶構造体が形成されていることが分かる。
【００２４】
次に、作製したシリコンナノ結晶構造体（１００層）を用いて発光素子を作製し、その
発光効率を陽極酸化処理によるシリコンナノ結晶構造体（ポーラスシリコン）と比較した
。発光素子は、シリコンナノ結晶構造体上に、反射防止を兼ねた透明導電膜（ＩＴＯ膜）
を上部電極として形成し、シリコン基板の裏面にＡｕのオーミック電極を形成して作製し
た。
測定の結果、従来の陽極酸化処理によるシリコンナノ結晶構造体（ポーラスシリコン）
を用いた場合に比べ、本実施例のシリコンナノ結晶構造体を用いた発光素子では、約２０
０％の発光効率が得られた。
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【００２５】
以上、酸素終端したシリコンナノ結晶構造体について述べてきたが、窒素終端した シ
リコンナノ結晶構造体も酸素ラジカルの代わりに窒素ラジカルで終端処理することにより
同様にして形成することができる。この場合は、窒素ラジカル処理後の水素ラジカル処理
により、−Ｎ−Ｈ基が表面全体に形成され、これが核となってナノスケールのシリコン結
晶粒が成長する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のシリコンナノ結晶構造体の形成方法を説明するフローチャートである。
【図２】本発明に好適なシリコンナノ結晶構造体形成装置を示す模式的縦断面図である。
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【図３】本発明により作製したシリコンナノ結晶構造体の高感度電子顕微鏡写真である。
【符号の説明】
【００２７】
１０１

真空室、

１０２

プラズマ発生室、

１０３

ランプ室、

１０４

ランプ、

１０５

石英窓、

１０６

円筒状絶縁体、

１０７

基板サセプタ、

１０８

誘導結合用コイル、

１０９

マッチングボックス、

１１０

輻射温度計、

１１１

ガス導入部、

１１２

ガス配管、

１１３

ガス切替ユニット、

１１４

水素ガス導入ロ、

１１５

シランガス導入口、

１１６

酸素ガス導入口、

１１７

不活性ガス導入口、
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１１８

ゲートバルブ、

１１９

ガス排気口、

１２０

基板。

【図１】

【図２】
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