
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素 フッ 、シリコン 含む反応ガスをグロー放電分解することにより

　前記 時に 前記反応ガスには
を含む気体が添加され、

　前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする微結晶シリコン膜の作製方法。
【請求項２】
　

　

　

【請求項３】
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または 素と とを 、微
結晶シリコン膜を作製する方法であって、

作製 、 、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ
、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素

水素またはフッ素と、シリコンとを含む反応ガスをグロー放電分解することにより、微
結晶シリコン膜を作製する方法であって、

前記作製時に、前記反応ガスには、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ
、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素を含む気体と、Ｐ型のド
ーパントガスが添加され、

前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする微結晶シリコン膜の作製方法。

水素またはフッ素と、シリコンとを含む反応ガスをグロー放電分解することにより、微
結晶シリコン膜を作製する方法であって、

前記作製時に、前記反応ガスには、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ



　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

　
　
　

　

【請求項８】
　

　
　
　

　

【請求項９】
　

　
　
　

　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
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、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素を含む気体と、Ｎ型のド
ーパントガスが添加され、

前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする微結晶シリコン膜の作製方法。

請求項２において、前記Ｐ型のドーパントガスは、ジボランガスであることを特徴とす
る微結晶シリコン膜の作製方法。

請求項３において、前記Ｎ型のドーパントガスは、フォスフィンガスであることを特徴
とする微結晶シリコン膜の作製方法。

請求項１乃至５のいずれか一において、前記反応ガスは、シランガス、ジシランガス又
は四フッ化シリコンガスであることを特徴とする微結晶シリコン膜の作製方法。

水素またはフッ素と、シリコンとを含む反応ガスをグロー放電分解することにより、微
結晶シリコン膜を形成し、

微結晶シリコン膜に接するゲイト絶縁膜を形成し、
ゲイト絶縁膜に接するゲイト電極を形成し、
前記微結晶シリコン膜の形成時に、前記反応ガスには、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ

、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素を含
む気体が添加され、

前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

水素またはフッ素と、シリコンとを含む反応ガスをグロー放電分解することにより、微
結晶シリコン膜を形成し、

微結晶シリコン膜に接するゲイト絶縁膜を形成し、
ゲイト絶縁膜に接するゲイト電極を形成し、
前記微結晶シリコン膜の形成時に、前記反応ガスには、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ

、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素を含
む気体と、Ｐ型のドーパントガスが添加され、

前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

水素またはフッ素と、シリコンとを含む反応ガスをグロー放電分解することにより、微
結晶シリコン膜を形成し、

微結晶シリコン膜に接するゲイト絶縁膜を形成し、
ゲイト絶縁膜に接するゲイト電極を形成し、
前記微結晶シリコン膜の形成時に、前記反応ガスには、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ

、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素を含
む気体と、Ｎ型のドーパントガスが添加され、

前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

請求項８において、前記Ｐ型のドーパントガスは、ジボランガスであることを特徴とす
る半導体装置の作製方法。

請求項９において、前記Ｎ型のドーパントガスは、フォスフィンガスであることを特徴
とする半導体装置の作製方法。



　

【請求項１３】
　

　

【請求項１４】
　請求項１３において、前記ソース電極又はドレイン電極を、アルミニウム及び チタ
ンとの多層膜によって形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
　 素 フッ 、シリコンと、ボロンとを少なくとも含む反応ガスをグロー放電分
解することにより 形成 、
　前記形成時に 前記反応ガスには

を含む気体が添加され、
　前記Ｐ型微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ
－ ３ 以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする光電変換装置の作製方法。
【請求項１６】
　 素 フッ 、シリコンと、リンとを少なくとも含む反応ガスをグロー放電分解
することにより 形成 、
　前記形成時に 前記反応ガスには

を含む気体が添加され、
　前記Ｎ型微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ
－ ３ 以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする光電変換装置の作製方法。
【請求項１７】
　ＰＩＮ接合を有し、該ＰＩＮ接合を微結晶シリコン膜で構成した光電変換装置の作製方
法において、
　前記ＰＩＮ接合を構成する微結晶シリコン膜は、水素 フッ 、シリコンと、ボ
ロンまたはリ 含む反応ガスをグロー放電分解することにより形成され、
　前記形成時に 前記反応ガスには

を含む気体が添加され、
　前記微結晶シリコン膜中に取り込まれる前記金属元素の濃度が、５×１０１ ６ ｃｍ－ ３

以上、５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ 以下であることを特徴とする光電変換装置の作製方法。
【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

【請求項２０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本明細書で開示する発明は、太陽電池や薄膜トランジスタの構成材料に用いられる微結晶
シリコン膜、および微結晶シリコン膜の作製方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、非晶質シリコンと結晶シリコンとの中間的な性質を示す材料として微結晶シ
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請求項７乃至１１のいずれか一において、前記反応ガスは、シランガス、ジシランガス
又は四フッ化シリコンガスであることを特徴とする半導体装置の作製方法。

請求項７乃至１２のいずれか一において、前記微結晶シリコン膜にソース領域及びドレ
イン領域を形成し、

前記ソース領域及びドレイン領域にそれぞれ接する、ソース電極及びドレイン電極を形
成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

窒化

水 または 素と
、Ｐ型微結晶シリコン膜を し

、 、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ
、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素

水 または 素と
、Ｎ型微結晶シリコン膜を し
、 、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ

、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素

または 素と
ンを

、 、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ
、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の金属元素

請求項１５または１７において、前記反応ガスには、ジボランガスが含まれることを特
徴とする光電変換装置の作製方法。

請求項１６または１７において、前記反応ガスには、フォスフィンガスが含まれること
を特徴とする光電変換装置の作製方法。

請求項１５乃至１９のいずれか一において、前記反応ガスには、シランガス、ジシラン
ガス又は四フッ化シリコンガスが含まれることを特徴とする光電変換装置の作製方法。



リコンが知られている。微結晶シリコンの作製方法は、例えば特公平３－８１０２号公報
や特開昭５７－６７０２０号公報に示されているように、シランガスと水素ガスを用い、
この混合ガスをグロ 放電分解し、基板上に微結晶シリコン膜を堆積させるプラズマＣＶ
Ｄ法が知られている。この方法で微結晶シリコン膜を作製するには、被膜が形成される反
応空間に供給される前記混合ガスのシランガスに対する水素ガスの割合 十から数百倍
にするとともに、高密度の電力を投入してグロー放電を発生させることに特徴がある。ま
たこの時、価電子制御を目的として前記混合ガス中にジボランやフォスフィン等のガスを
添加すると、ド ピングが効率良く行われ、非晶質シリコンでは実現できない高い電気伝
導度を得ることが可能となる。従って、微結晶シリコン膜は太陽電池や薄膜トランジスタ
を構成するＰ型やＮ型に価電子制御されたドープ層にしばしば適用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
微結晶シリコン膜の作製においては、原料のシランガスが希釈されているので、成膜速度
はシランガスの供給量でほぼ決まり、非晶質シリコン膜の成膜速度に比べ低下してしまう
。その成膜速度は、およそ０．０１ｎｍ／ｓｅｃから０．１ｎｍ／ｓｅｃの範囲である。
この範囲以下の成膜速度では実用的でなく、またこれ以上の成膜速度では微結晶シリコン
膜は形成されない。
【０００４】
成膜速度を速くするには、シランガスの濃度を高めたり、投入放電電力を高めたりする技
術が考えられる。しかし、微結晶シリコン膜が形成される条件は範囲が限られており、そ
の条件から外れると形成される膜の結晶粒径は小さくなってしまう。また、結晶密度が低
下して良質な微結晶シリコン膜を得ることが出来なくなってしまう。
【０００５】
　また、微結晶シリコン膜は成膜時にジボランや スフィン等のド ピングガスを同時
に添加することで、価電子制御が可能となりＰ型やＮ型の導電性の膜を得ることができる
が、これらド ピングガスの内、特にジボランを添加した場合には、微結晶化がなされに
くいという経験的な事実がある。
【０００６】
微結晶シリコン膜はしばしば太陽電池のＰ型層やＮ型層として応用されているが、通常そ
の厚さは光吸収損失を低減させる目的から、１０ｎｍから厚くても５０ｎｍ程度とされて
いた。しかし、このような膜厚の場合、微結晶シリコン膜は下地の材料との相互作用によ
り、微結晶化が十分成されないことが問題となる。
【０００７】
　例えば、ＰＩＮ接合を有する太陽電池を作製する場合には、Ｉ型の非晶質シリコン膜上
に１０ｎｍ程度のＰ型層を堆積して、いわゆるヘテロ接合を形成するわけであるが、非晶
質膜上に微結晶の膜を堆積すると、格子歪みが発生し、堆積初期段階の領域は十分に微結
晶化せず非晶質成分が支配的となってしまう。従って、従来技術によって作製さ た太陽
電池の微結晶シリコン層は 必ずしも十分な特性を有してはいなかった。
【０００８】
また、ＰＩＮ接合のすべてを微結晶シリコンで作製する太陽電池も作製可能ではあるが、
微結晶シリコン膜の光学的特性との関係から、Ｉ型層の膜厚は少なくとも１０００ｎｍ程
度好ましくはそれ以上必要とされる。しかし、そもそも微結晶シリコン膜の成膜速度が遅
いのでこのような構成は実用的ではない。例えば、微結晶シリコン膜の代表的な成膜速度
である０．０３ｎｍ／ｓｅｃの成膜条件を使用した場合、１０００ｎｍの厚さの膜を堆積
するためには９時間以上の時間が必要となってしまいその実用性は大きく低下する。
【０００９】
従って、上記の課題を解決するために、本明細書で開示する発明では、結晶性の優れた良
質な微結晶シリコン膜を作製すると共に、微結晶シリコン膜の成膜速度の向上を課題とる
。また、本明細書で開示する発明では、太陽電池のＰ型層やＮ型層、または薄膜トランジ
スタ等の薄膜素子において結晶性の良好な微結晶シリコン膜を作製することを課題とする
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明は、上記課題を解決するための手段として、従来のプラズマＣＶ
Ｄ法を用い、従来以上の良質な微結晶シリコン膜を作製する為に、膜の微結晶化を促進さ
せる手段として、成膜時に珪素の結晶化を助長する金属元素を添加する。
【００１１】
上記金属元素としては、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｕから選ばれた一種または複数種類の元素を利用することができる。特にＮｉを利用
することはその効果の高さと再現性の高さとから非常に好ましいものとなる。
【００１２】
上記の金属元素を利用することにより、微結晶化が容易に進行し、さらに成膜速度を向上
させることができる。その結果、１０ｎｍ程度の薄膜においても結晶性の優れた良質な微
結晶シリコン膜を得ることができる。
【００１３】
金属元素としてニッケルを利用する場合、ニッケルを主成分とする化合物の気体を従来の
プラズマＣＶＤ法の技術を使用して、原料ガス中に同時に添加することで、堆積される膜
中に添加する。その濃度は５×１０ 1 6ｃｍ - 3～５×１０ 1 9ｃｍ - 3の濃度が適当である。こ
の濃度範囲よりも少ない場合は、顕著な効果は観測されず、また多い場合には膜の特性は
かえって悪化する。
【００１４】
また、ニッケルを添加するための、他の方法としては、やはり同様に従来のプラズマＣＶ
Ｄ法を基本として、さらにグロ─放電が形成される空間にニッケル等の金属元素によるフ
ィラメントを設け、成膜中に高温に加熱することで、膜中に添加することも可能である。
【００１５】
本明細書で開示する発明は、一般に称される太陽電池のみではなく、原理的には同様な機
能を有する光電変換装置、即ち、光を電気エネルギーに変換する機能を有する光センサー
等の光電変換装置に利用することができる。
【００１６】
【作用】
微結晶シリコン膜をプラズマＣＶＤ法で堆積する時、反応ガス中にシリコンの微結晶化を
促進する金属元素を同時に添加することにより、当該金属元素が結晶成長の核となり、当
該金属元素が添加されない場合に比べ微結晶化が容易に進行する。さらに微結晶化は堆積
された膜の初期の極めて薄い段階から起こる。そして金属元素が結晶成長の核となること
により、微結晶シリコン膜の成膜速度を速くすることが容易となる。
【００１７】
結晶性が向上することは、膜の電気的特性に対し、例えばＰ型やＮ型に価電子制御された
膜では、ドーピングが効果的になされ、従来よりも低抵抗の膜の作製が可能となる。さら
に従来の膜と同程度の電気的特性がより薄い膜厚で実現できる。
【００１８】
さらにこのような特徴は、太陽電池のＰ型層やＮ型層として使用される微結晶シリコン膜
に対して効果的に作用する。通常これらのド─プ層は１０ｎｍからせいぜい５０ｎｍの厚
さで形成されるが、このような厚さでは従来十分結晶化しなかったのに対し、本明細書で
開示する発明の方法に従えば、結晶性が大きく改善される。このような効果により、太陽
電池の光入射側に形成されるＰ型またはＮ型の微結晶シリコン層に対してはその厚さを十
分薄くすることが可能となる。
【００１９】
【実施例】
〔実施例１〕
本実施例は、微結晶シリコン膜をガラス基板上に作製する例について示す。ここでは微結
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晶シリコン膜を作製するための装置として、図１に示す従来から良く知られた容量結合型
のプラズマＣＶＤ装置を利用する。
【００２０】
なお微結晶シリコン膜を作製するための装置としては、誘導結合型の装置やマイクロ波Ｃ
ＶＤ装置やＥＣＲ－ＣＶＤ装置を用いることも可能である。
【００２１】
図１に示すプラズマＣＶＤ装置は反応室１０１、真空排気手段１０２、ガス供給手段１０
３、珪素の結晶化を助長する金属元素の供給源１０８、グロー放電発生手段１０４（高周
波電源）、基板加熱手段１０５（ヒーター電源）が設けられている。基板１０６はグロ─
放電発生手段１０４のアノ─ド電極側に設置され、基板加熱手段１０５により室温から３
００℃の温度に加熱される。
【００２２】
　グロー放電発生手段１０４（高周波電源）から供給される電力は、通常１３．５６ＭＨ
ｚの高周波が利用される。しかし、さらに高い周波数を利用 もよい。
【００２３】
微結晶シリコン膜の作製に用いるガスは、シランガスと水素ガスと金属元素となるニッケ
ルのソースガスとを混合したものを用いる。ニッケルのソースガスとしては、ビスメチル
シクロベンタジェニルニッケル（以下Ｂｉｓ－Ｎｉと記す）を用いる。また、シランガス
の替わりにジシランガスや四フッ化シリコンガス等を用いることも可能である。さらに、
ジボランやフォスフィンを添加することでＰ型やＮ型の微結晶シリコン膜を作製すること
も可能である。
【００２４】
微結晶シリコン膜の作製は、プラズマＣＶＤ法で通常行われるプロセスが適用可能であり
、真空排気、基板加熱、原料ガスの供給、グロー放電の発生といった工程により行われる
。
【００２５】
Ｂｉｓ－Ｎｉは専用の容器に入れられ、反応室に供給するために温度を約４０℃に加熱す
る。この時Ｂｉｓ－Ｎｉの飽和蒸気圧は約０．０５ｍｍＨｇである。またＢｉｓ－Ｎｉの
反応室への供給量を制御するために、キャリアガスに水素を用いる。この水素は、前記容
器中の圧力を２ｋｇｆ／ｃｍ 2  として、マスフローコントローラーを介して反応室へ供給
する。
【００２６】
膜を堆積する基板にはコ─ニング社の＃７０５９ガラス基板を用いる。基板１０６は接地
されたアノード電極にセットする。成膜時の基板温度は８０℃～３００℃の範囲で行う。
この基板温度は、好ましくは１００℃～１６０℃とする。
【００２７】
なお、基板の加熱温度を１００℃程度またはそれ以下とすると、基板としてＰＥＴフィル
ムに代表される樹脂材料を用いることができる。即ち、樹脂材料上に本明細書で開示する
微結晶シリコン膜を成膜することができる。
【００２８】
反応ガスは純水素ガスを１００ＳＣＣＭ、Ｂｉｓ－Ｎｉの蒸気が混合された水素ガスを１
００ＳＣＣＭ、シランガスを５ＳＣＣＭ導入し、反応空間における圧力を０．１Ｔｏｒｒ
に保持する。
【００２９】
Ｐ型やＮ型へのドーピングはシランガスに対して０．２～５％の割合でジボランガスやフ
ォスフィンガスを添加することで行うことができる。放電は通常用いられる１３．５６Ｍ
Ｈｚの高周波電源を用い、５０Ｗの電力を投入して行う。
【００３０】
　放電は９０分間行うことにより、５００ｎｍの厚さの膜が得られる。従って、成膜速度
は０．１２ｎｍ／ｓｅｃとなる。これは従来の２倍から５倍の速度で 。
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【００３１】
以上のようにして、微結晶シリコン膜が作製される。得られた膜の結晶性についてはラマ
ン分光法により調べると、結晶シリコンによる５２０ｃｍ - 1のピークと、非晶質シリコン
に起因する４８０ｃｍ - 1のピークの２つが観測され、この膜が微結晶シリコンであること
が確認される。
【００３２】
結晶性の良さはこの２つのピーク強度比をとることにより比較することができる。本方法
で得られた膜は１０：１の強度比が得られる。なお比較の為に測定した従来の成膜法で得
られた強度比は２：１から良くても７：１程度である。
【００３３】
また膜中に取り込まれたニッケルの濃度を２次イオン質量分析法により測定すると、膜の
厚さ方向に対して８×１０ 1 7 cm- 3のニッケルが含有していることが観測された。
【００３４】
　膜中に含まれるニッケルの濃度は５×１０１ ６ ｃｍ－ ３ ～５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ が好ま
しい。即ち、この範囲以上の濃度では膜の微結晶性はかえって悪化する。またこれ以下の
濃度ではニッケル添加による効果は観測され 。また その効果が顕著に小さいもの
となる。
【００３５】
またこのときニッケルのガスソースに含まれる炭素の存在も確認されるが、その濃度は６
×１０ 1 8 cm- 3である。これは、なにも添加されていない従来の微結晶シリコン膜の２倍程
度の値であり、膜の特性を損なう濃度レベルではない。
【００３６】
本実施例では微結晶シリコン膜をガラス基板上に作製した例について示したが、このガラ
ス基板上に形成される微結晶シリコン膜は、太陽電池や薄膜トランジスタ等の薄膜素子に
適用することが可能である。
【００３７】
〔実施例２〕
本実施例は、微結晶シリコン膜の形成に際し、プラズマＣＶＤ法で成膜時にニッケルを添
加するためにニッケルフィラメントを用いた例について示す。この装置の構成を図２に示
す。
【００３８】
図２に示すのは、従来の容量結合型のプラズマＣＶＤ装置のアノードとカソードの２つの
電極間にニッケルフィラメントを設け、成膜時に電流を流し加熱させて微量のニッケルの
蒸気を放出させるものである。
【００３９】
図２において、反応室２０１はロ─タリ─ポンプ、タ─ボ分子ポンプを併用した排気手段
２０２により真空排気される。ガラス基板２０６は基板加熱手段２０５により加熱される
。微結晶シリコン膜の作製において基板温度は８０℃～３００℃の範囲で作製可能である
が、本実施例では１２０℃とする。
【００４０】
また水素ガスをガス導入手段２０３により反応室２０１に導入し、排気手段２０２に設け
られたコンダクタンスバルブにより反応圧力を０．０１Ｔｏｒｒから１０Ｔｏｒｒの範囲
で制御する。本実施例では代表的な値として１．０Ｔｏｒｒとした。その状態でニッケル
フィラメント２０７に電流を流し加熱する。ニッケルフィラメントは太さ１ｍｍのものを
用いる。
【００４１】
ニッケルフィラメントの温度は電流により制御し、色温度計を用いて温度測定をする。ニ
ッケルフィラメントの温度は、ニッケルの融点が１４５５℃であることからそれ以下の温
度が望ましく、７００℃から１４００℃の範囲で制御する。但し、温度が低い場合にはニ
ッケルフィラメントの表面に膜の堆積が起こり、長時間の使用は困難となる。フィラメン
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トの温度が１３００℃以上の場合にはやはり膜の堆積は起こるもののその傾向は穏やかな
ものとなる。
【００４２】
このことから、ニッケルフィラメントの温度は１３５０℃程度が妥当であると判断される
。この状態でシランガスを導入し、放電発生手段２０５によりグロ─放電を発生させ膜の
堆積を行う。ガスの流量はシランガスが５ＳＣＣＭであり、水素ガスを２００ＳＣＣＭと
して１．０Ｔｏｒｒの圧力に制御する。放電電力は５０Ｗの電力を投入する。成膜時間は
９０分であり、５００ｎｍの厚さの膜が堆積される。
【００４３】
　以上のようにして、微結晶シリコン膜が作製される。この微結晶シリコン膜の結晶性に
ついて、ラマン分光法により調べ ところ結晶シリコンによる５２０ｃｍ－ １ のピ クと
、非晶質シリコンに起因する４８０ｃｍ－ １ の クの２つが観測される。結晶性の良さ
は相対的にこの２つのピーク強度比をとることにより比較することができる。ここでは、
この２つのピーク強度比は１０：１程度得られる。
【００４４】
比較のために測定した従来の成膜法で得られた微結晶シリコン膜では、その強度比は２：
１から良くても７：１程度となる。
【００４５】
　また 膜中に取り込まれたニッケルの濃度を２次イオン質量分析法により測 ると、
膜の厚さ方向に対して８×１０１ ７ ｃｍ－ ３ のニッケルの濃度が観測される。膜中に含ま
れるニッケルの濃度は ５×１０１ ６ ｃｍ－ ３ ～５×１０１ ９ ｃｍ－ ３ が好ましく、この
範囲以上の濃度では膜の微結晶性はかえって悪化し、またこれ以下の濃度ではニッケル添
加による効果が低いものとなる。
【００４６】
ここでは、微結晶シリコン膜をガラス基板上に作製した例について示したが、この技術は
その他の応用として太陽電池や薄膜トランジスタ等の薄膜素子に適用することが可能であ
る。
【００４７】
〔実施例３〕
本実施例では、微結晶シリコン膜を薄膜トランジスタに応用した例について示す。本実施
例ではトップゲート型の構造について示すが、ボトムゲート型の構造においても当然適用
できるものである。
【００４８】
本実施例では薄膜トランジスタを作製する基板３０１には安価なソーダガラスを用いる。
このガラス基板上に公知のプラズマＣＶＤ法でＩ型の非晶質シリコン膜３０２を２００ｎ
ｍの厚さに形成する。そしてフォトリソグラフィ─の技術を用いてアイランド状に形成す
る。
【００４９】
次に実施例１に示す方法を利用して、Ｎ型の微結晶シリコン膜を全面に形成する。微結晶
シリコン膜の作製に用いたガスはシランガスと水素ガスと触媒元素となるニッケルのソー
スガスとを混合したものである。
【００５０】
ニッケルのソースガスは、ビスメチルシクロベンタジェニルニッケル（以下Ｂｉｓ－Ｎｉ
と記す）を用いる。また、シランガスの替わりにジシランガスや四フッ化シリコンガス等
を用いることも可能である。さらにフォスフィンをシランに対して１％添加しＮ型にド─
ピングする。
【００５１】
Ｂｉｓ－Ｎｉは専用の容器に入れられ、反応室に供給するために温度を約４０℃に加熱す
る。このときＢｉｓ－Ｎｉの飽和蒸気圧は約０．０５ｍｍＨｇとなる。Ｂｉｓ－Ｎｉの反
応室への供給量を制御するたに、キャリアガスに水素を用いる。
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【００５２】
成膜時の基板温度は８０℃～３００℃の範囲で制御する。この基板温度は、好ましくは１
００℃～１６０℃とする。使用した反応ガスの供給量は純水素ガスを１００ＳＣＣＭ、Ｂ
ｉｓ－Ｎｉの蒸気が混合された水素ガスを１００ＳＣＣＭ、１％のフォスフィンが添加さ
れたシランガスを５ＳＣＣＭ導入する。反応圧力は、０．１Ｔｏｒｒとする。
【００５３】
放電は通常用いられる１３．５６ＭＨｚの高周波電源を用い、５０Ｗの電力を投入して行
う。堆積する膜の厚さは５０ｎｍとする。そしてフォトリソグラフィーの技術を用いソー
ス領域３０３、ドレイン領域３０４を残すようにパターニングを行う。
【００５４】
次にゲイト絶縁膜３０５として酸化シリコン膜をスパッタリング法により１００ｎｍの厚
さに堆積する。スパッタリングにはタ─ゲットとして純度９９．９９％の酸化シリコンを
用い、スパッタリング時の基板温度は８０～３００℃、例えば１５０℃とする。
【００５５】
スパッタリング雰囲気は酸素とアルゴンで、アルゴン／酸素＝０～０．５、例えば０．１
以下とする。そしてソース、ドレイン領域にそれぞれコンタクトホ─ルを形成し、ゲイト
電極３０６、ソース電極３０７、ドレイン電極３０８を金属材料、例えばＡｌや窒化チタ
ンとＡｌの多層膜により形成し、薄膜トランジスタを完成させる。
【００５６】
〔実施例４〕
本実施例は、微結晶シリコン膜をＰＩＮ接合を有する太陽電池に応用した例について示す
。太陽電池の断面構造を図４に示す。太陽電池は、基板４０１上に金属電極４０２、Ｎ型
微結晶シリコン層４０３、真性または実質的に真性な非晶質シリコン層４０４、Ｐ型微結
晶シリコン層４０５、透明電極４０６が積層された構造となっている。基板４０１はソー
ダガラスやその他の材料としてステンレス等の金属板やプラスチックフィルム等も適用で
きる。裏面電極４０２はアルミニウムや銀等の金属が好ましく、３０００Åの厚さに形成
する。
【００５７】
さらにこのような金属上にクロムやステンレス、または酸化亜鉛等の金属が数ｎｍの厚さ
で形成されているとさらに良好な特性が得られる。
【００５８】
　ＰＩＮ層は従来のプラズマＣＶＤ装置を用いて作製する。ＰＩＮ層は金属電極側からＮ
型微結晶シリコン、Ｉ型非晶質シリコン、Ｐ型微結晶シリコンの順で堆積する。それぞれ
の層の厚さは３０ｎｍ、５００ｎｍ、１０ｎｍ する。しかし、これらの膜厚は特に限定
されるものではない。微結晶シリコン膜の成膜にあたっては 微結晶化を促進するための
触媒元素としてニッケルをガス中に添加する。ニッケルを効果的に添加するためにビスメ
チルシクロベンタジェニルニッケル（ ）を用いる。
【００５９】
Ｂｉｓ－Ｎｉは専用の容器に入れられ、反応室に供給するために温度を約４０℃に加熱す
る。このときＢｉｓ－Ｎｉの飽和蒸気圧は約０．０５ｍｍＨｇである。Ｂｉｓ－Ｎｉの反
応室への供給量を制御するたに、キャリアガスに水素を用いる。前記容器中の水素の圧力
を２ｋｇｆ／ｃｍ 2  として、マスフローコントローラーを介して反応室へ供給する。
【００６０】
成膜時の基板温度は８０℃～３００℃の範囲で行う。この基板温度は、好ましくは１００
℃～１６０℃とする。使用する反応ガスの供給量は純水素ガスを１００ＳＣＣＭ、Ｂｉｓ
－Ｎｉの蒸気が混合された水素ガスを１００ＳＣＣＭとし、Ｐ型層の場合にはジボランガ
ス、またＮ型層の場合にはフォスフィンガスを１％添加したシランガスを５ＳＣＣＭ導入
し１．０Ｔｏｒｒの圧力に保持して行う。
【００６１】
放電は通常用いられる１３．５６ＭＨｚの高周波電源を用い、５０Ｗの電力を投入して行

10

20

30

40

50

(9) JP 3907726 B2 2007.4.18

と
、

Ｂｉｓ－Ｎｉ



う。また、Ｉ型の非晶質シリコン層は純シランガスを用い１．０Ｔｏｒｒ、２０Ｗの条件
で堆積する。最後に光入射側の透明電極を公知のスパッタリング法を用いＩＴＯ膜を６０
ｎｍの厚さに成膜して太陽電池とする。
【００６２】
このようにして得られる、本明細書で開示する微結晶シリコン膜を用いた太陽電池は、同
じ構造で作製した従来の太陽電池と比較して開放電圧が向上する。
【００６３】
例えば従来の太陽電池の開放電圧は０．８６Ｖであったのに対し、本実施例の太陽電池で
は０．９３Ｖが得られる。その結果従来に比べ変換効率が約８％向上する。
【００６４】
〔実施例５〕
本実施例は、本明細書に開示する微結晶シリコン膜をＰＩＮ接合を有する太陽電池に応用
した例について示す。太陽電池の断面構造を図４に示す。太陽電池は、基板４０１上に金
属電極４０２、Ｎ型微結晶シリコン層４０３、真性微結晶シリコン層４０４、Ｐ型微結晶
シリコン層４０５、透明電極４０６が積層された構造となっている。基板４０１はソ─ダ
ガラスやその他の材料としてステンレス等の金属板やプラスチックフィルム等も適用でき
る。
【００６５】
裏面電極４０２はアルミニウムや銀等の金属が好ましく、３０００Åの厚さに形成する。
さらにこのような金属上にクロムやステンレス、または酸化亜鉛等の金属が数ｎｍの厚さ
で形成されているとさらに良好な特性が得られた。
【００６６】
ＰＩＮ層は従来のプラズマＣＶＤ装置を用いて作製する。ＰＩＮ層は金属電極側からＮ型
微結晶シリコン、Ｉ型微結晶シリコン、Ｐ型微結晶シリコンの順で堆積する。それぞれの
層の厚さは３０ｎｍ、１０００ｎｍ、１０ｎｍとする。なお、これらの膜厚は特に限定さ
れるものではない。
【００６７】
　微結晶シリコン膜の成膜にあたっては 微結晶化を促進するための金属元素としてニッ
ケルをガス中に添加する。ニッケルを効果的に添加するためにビスメチルシクロベンタジ
ェニルニッケル（ ）を用いる。
【００６８】
Ｂｉｓ－Ｎｉは専用の容器に入れられ、反応室に供給するために温度を約４０℃に加熱す
る。この時Ｂｉｓ－Ｎｉの飽和蒸気圧は約０．０５ｍｍＨｇとする。Ｂｉｓ－Ｎｉの反応
室への供給量を制御するために、キャリアガスに水素を用いる。成膜時の基板温度は８０
℃～３００℃の範囲で行うが、好ましくは１００℃～１６０℃とする。使用した反応ガス
の供給量は純水素ガスを１００ＳＣＣＭ、Ｂｉｓ－Ｎｉの蒸気が混合された水素ガスを１
００ＳＣＣＭとし、Ｐ型層の場合にはジボランガス、またＮ型層の場合にはフォスフィン
ガスを１％の添加したシランガスを５ＳＣＣＭ導入する。また反応圧力は１．０Ｔｏｒｒ
とする。
【００６９】
放電は通常用いられる１３．５６ＭＨｚの高周波電源を用い、５０Ｗの電力を投入して行
う。このときの成膜速度は０．１２ｎｍ／ｓｅｃとなる。これは従来の成膜法に比べ約３
．５倍となる。このように本明細書に開示する発明を利用すると、プロセスのスル─プッ
トが大幅に向上させることができる。最後に光入射側の透明電極を公知のスパッタリング
法を用いＩＴＯ膜を６０ｎｍの厚さに成膜して太陽電池とする。
【００７０】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本明細書に開示する発明によれば、微結晶シリコン膜を
プラズマＣＶＤ法で堆積させる時、反応ガス中にシリコンの微結晶化を促進させる金属元
素を同時に添加させることにより、金属元素が結晶成長の核となり、この金属元素が添加
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されない場合に比べ微結晶シリコン膜を容易に作製することができる。
【００７１】
即ち、金属元素が微結晶の成長の核となることにより、従来の成膜法とくらべ、成膜速度
を速くすることが可能となる。また、触媒元素が微結晶の成長の核となることにより、膜
堆積時の最初から微結晶化がなされ、１０ｎｍ程度の薄膜においても良質な微結晶膜が得
られる。
【００７２】
微結晶性が向上することにより、微結晶シリコン膜の電気的特性が向上し、Ｐ型やＮ型に
価電子制御された膜に対し、ド─ピングが効果的に行われ、従来よりも低抵抗の膜を得る
ことができる。
【００７３】
　このような特徴は、太陽電池や薄膜トランジスタのＰ型層やＮ型層に使用することによ
って、素子の特性を向上させることができる。例えば、ＰＩＮ接合を有する太陽電池の光
入射側の層では、その厚さを１０ｎｍ程度とするが、従来の技術では十分結晶化せず、開
放電圧 低下させ た に対し、本明細書で開示する発明の微結晶シリコン膜を用いる
ことで、微結晶性が改善され、開放電圧が向上する。このような効果により、太陽電池の
光入射側に形成される窓層の厚さを十分薄くすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１で用いたプラズマＣＶＤ装置を示す図
【図２】実施例２で用いたプラズマＣＶＤ装置を示す図
【図３】実施例３で作製した薄膜トランジスタの断面構造を示す図
【図４】実施例４、実施例５で作製した太陽電池の断面構造を示す図
【符号の説明】
１０１、２０１・・・反応室
１０２、２０２・・・排気手段
１０３、２０３・・・ガス供給手段
１０４、２０４・・・放電発生手段
１０５、２０５・・・基板加熱手段
１０６、２０６・・・基板
１０８・・・・・・・触媒元素供給源
２０７・・・・・・・ニッケルフィラメント及び加熱手段
３０１・・・・・・・基板
３０２・・・・・・・非晶質シリコン層
３０３・・・・・・・ソ─ス領域
３０４・・・・・・・ドレイン領域
３０５・・・・・・・ゲ─ト絶縁膜
３０６・・・・・・・ゲ─ト電極
３０７・・・・・・・ソ─ス電極
３０８・・・・・・・ドレイン電極
４０１・・・・・・・基板
４０２・・・・・・・金属電極
４０３・・・・・・・Ｎ型半導体層
４０４・・・・・・・真性半導体層
４０５・・・・・・・Ｐ型半導体層
４０６・・・・・・・透明電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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