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概 要

結晶性シリコンゲルマニウム(SiGe)薄膜を用いた低コス トの赤外フォ トダイオー ドの作製を

反応性スパッター法により検討 し、成膜温度 200℃においてすべての組成比の微結晶 SiGe薄 膜

を作製することに成功 した。30%未 満の比較的低 Ge組 成比において約 100倍 の光感度を達成

し、本手法を用いた SiGe素 子において始めて光起電力効果を確認 した。また、Ge組 成比 50%

～100%に おいては現在主流であるプラズマ CVD法 で作製 したものより高い光感度を示し、比

較的高 Ge組 成比ではプラズマ C Oヽよ り優れた製法であることが示唆された。しかし、高い Ge

組成比では Geの 未結合手欠陥が増加 し特性低下を招いている可能性があり、Ge未 結合手の低

減が今後の主な課題であると考えられる。

1,は じめに

本研究では、結晶性のシリコンゲルマニウム

(SiGe)又 はゲルマニウム (Ge)薄 膜を光活

性層 とするフォ トダイオー ドをガラス等の比

較的大型の基板上に作製 し、赤外線二次元セン

サー等の実現を目的とする。SiGeは 両元素の

格子定数が近いことから結晶構造を取 りなが

らも任意の組成を選べる稀な全率国溶材料で

あり、これはシリコンからゲルマニウムの間で

自由にエネルギーギャップを選択出来ること

を示 している。入射光に対して最適なエネルギ

ーギャップが求められる受光素子にとつて大

変適 した材料であり D、Ge100%の 活性層を用

いるとすると 1700nm程 度までの赤外光の光

電変換が可能であると考えられる。

本研究では、均質な組成を持つ結晶性 SiGe

を形成するため、材料の融点の違いが影響 しな

い非熱平衡プロセスである反応性スパ ッター

法による SiGe薄 膜の均一製膜を検討する デ。

非熱平衡の真空プロセスでは気相中の成膜種

が基板表面で固定化されるため、気相中の分布

が堆積膜中の組成に反映する。このため均質な

組成を容易に得ることができ、SiGeの ような

全率固溶の多元系材料の作製には大変適 した

製法であると考えられる。

2.実 験方法

図 1に 示すようにSi及 び Geタ ーゲッ トを施

した RFマ グネ トロンスパ ッタ装置に ぬピ及び

H2を 導入 しコーニング 7059ガ ラス基板上に

SiGe膜 を堆積する。SiGe膜 の組成比は Si及 び

Geタ ーゲットヘ投入する RF電 力を変化 させ

ることで制御 している″。

作製 した SiGe膜 の組成比はXPSに より測定

した。結晶性についてはラマン分光法によ り

Si‐Si、Si―Ge、 Ge'Ge結 合状態を、X線 回折

(XRD)に より結晶方位を夫々評価 した。また、

電気特性は二端子法によつて測定 した暗導電

率 と光導電率から評価 した。尚、光導電率はタ

ングステンハログンランプからの 100mW/cm2

の白色光照射下で測定を行つた。
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3.反 応性スパッターによる結晶化温度の低減

図 2(a)は Al・スパ ッターによつて 600℃

で作製 したGe組 成比0～100%の SiGe薄 膜の

結晶性をラマン分光法によつて評価 した結果

である。図内に示す xは XPSに よつて定量 し

た Ge組 成比を示 している。Ge100%で は高い

結晶性を示 しているが、Ge組 成比が減少する

につれ結晶性を示す ピーク強度が低下 してい

く。Ge組 成比 390/0を下回ると結晶化が確認で

きず非品質の状態であることが分かる。また、

Ge組 成比 390/0～100%の結品化が確認出来る
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図 2 Ge組 成比 0～ 100%の SiGe薄 膜のラマン分

光スペク トル、(a)は Arス パ ッターにより600℃

で、(b)は H2/Ar反 応性スパ ッターにより200℃

で夫々作製

範囲では、Ge‐Ge、飢‐Ge、Si‐Si結合の結晶性

のピークが組成比に沿つて変化 していること

が分かる。600℃は本実験で用いた 7059ガ ラス

基板の限界温度であり、Arス パッターによる成

膜では、石英などの高融点基板を用いない限 り

低 Ge組 成比の結晶化は難 しい。組成比に関し

ては Ge量 が多くなるほど結晶化に要する温度

は低くなる傾向にあり、100%Geで は 400℃以

下に低下するが、Ge量 30%以 下では 700℃に

及ぶ温度を要する。

一方、図 2(b)は H2/Ar混 合ガスを用いた

反応性スパ ッターによつて 200℃で作製 した

Ge組 成比 0～100%の SiGe薄 膜のラマン分光

スペク トルを示す。尚、H2/Ar流 量比 10、ガ

ス圧力 10～20Paで ある。すべて Ge組 成比で

結晶性のピークが観測され、200℃で結晶化が

可能であることが確認できた。Arス パッターに

おける結品化温度は Ge組 成比 50%以 下では

600～700℃であり、H2/Ar反 応性スパッターに

よって 400℃以上の結晶化温度低減に成功 した

ことになる。また、前‐Si、Si‐Ge、 Ge‐Geの 各

ピーク強度がXPSよ り求めたGe組 成比に沿つ

て徐々に変化 してお り、Si及び Ge原 子が均一

な SiGeネ ットワークを構成 していることが示

唆される。100%Ge及 び Siに比べ SiGeの ピー

ク位置が低波数側にシフ トしているのは、合金

化によるス トレスの影響または結晶粒の微細

化による効果だと思われる。

4.反 応性スパッターの結晶構造への影響

図 3(a)は Arス パッターにより 600℃で、

(b)はH2/Ar反 応性スパッターによつて200℃

で作製 した Ge組 成比 0～100%の SiGe膜 の

XRDパ ターンである。試料は図 2で 用いたもの

と夫々同じである。600℃の Arス パッターでは

Ge組 成比 39%以 上の結晶化 した試料すべてに

おいてランダムな配向性を示 しているのに対
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図 1 反 応性スパッター装置の概略図
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図3 Ge組 成比0～100%の SiGe薄膜のXRD

パターン、(a)はArスパッターにより600℃で、

(b)は H2/Ar反応性スパッターにより200℃

で夫々作製

し、200℃の反応性スパ ッターでは (111)面ヘ

の優先配向を示 している。 これは Arス パ ッタ

~と H2/Ar反 応性スパ ッターでは結晶化機構

が大きく異なることを示唆 している。おそらく

Arス パ ッターでは基板温度を起源 とする熱エ

ネルギーによつてランダムな方向に核形成 さ

れることがランダム配向の原因と思われる。
一

方、反応性スパ ッターでは水素化された成膜種

が表面で水素脱離を伴い成長するとき放出さ

れる化学エネルギーが結晶化の起源であり成

膜最表面で結晶核成長が起こると考えられる。

このため、結晶核が最も発生しやすい方向に結

晶が成長することが (111)面優先配向の原因だ

と思われる。また、Si100%か ら Ge100%ま で

(111)面のピーク位置が徐々に移動 してお り、

格子定数が連続的に変化 していることを示 し

ている。これは Siまたは Geの 偏析がなく均一

な組成が得られていることを示 している。

反応性スパ ッターの Gc100%の試料において

若干 (220)配向が見られるように、この優先

配向は Ge組 成比にも依存 してお り、同一温度

では Ge組 成比が少ない程ほど (111)面優先配

向となり、多いとランダム配向となる傾向を示

す。この特性を詳 しく検討するため、比較的低

温で (111)面優先配向を示す 100%Ge及 び Gc

組成比 75%の SiGeの作製条件から成膜温度の

みを上昇させた際の影響を調べた。図 4(a)

は 100%Geの 成膜温度変化に伴 うXRDパ ター

ンの変化を示す。25℃では全 く観測できない

(220)配向ピークが温度上昇とともに頭在化

してき、300℃ではランダム配向となつた。ま

た、図4(b)は Ge組 成比 75%の SiGcの場合

の XRDパ ターンで、100℃ではほぼ観測できな

い (220)配向ピークが温度上昇 とともに顕在

化 し 400℃ではランダム配向となった。両試料

とも酷似 した温度依存性を示すが、温度領域に

約 100℃の差があることが分かる。おそらく熱

により結晶化が起こる温度が Ge組 成比で異な

ることに起因してお り、より低温で結晶化する

100%Geで はより低温で熱による結晶核生成の

影響を受け、ランダム配向を示すようになるの

ではないかと思われる。また、熱による結晶核

生成に 700℃程度必要な 100%Siで は、600℃ま

で成膜温度を上げても (Hl)面 優先配向を維持

しランダム配向とはならないことからも、熱に

よる結晶化の関与が示唆される。
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図 4 100%Ge薄 膜 :(a)と Ge組 成比 75%の

SiCe薄膜 :(b)の 成膜温度変化に伴 う XRDパ

ターンの変化
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5.H2化 学輸送堆積法

Arの スパ ッター効果は Si及 び Geを 効率よ

く気相へ供給することから、早い成膜速度に貢

献 していると考えられる。しかし、半導体膜の

作製においてArtイ オンによる成長表面への衝

撃は品質の高い結晶成長を阻害する要因とな

つている。そこでAr十ィォンによる欠陥生成を

避け高いキャリア特性を実現するため、H2の み

を用いた化学輸送堆積法によるμc‐SiGe膜 の作

製を試みた '。

図 5に 化学輸送堆積法により成膜 したGe組

成比約40%の μc‐SiGe膜のラマン分光スペク ト

ル及びXRDパ ターンの基板温度依存性を示 し

てお り、双方とも 150～300℃のすべての基板

温度で結晶化 していることを示 している。XRD

ではH2/Ar反応性スパッターより (111)面優先

配向が更に強く現れ、同程度のGe組 成比におけ

るH2/Ar反応性スパ ッターと比較 して結晶性が

大きく向上 している。半値幅より求めた粒径は

H2/Ar反応性スパ ッターが約13nmで あるのに

対 し、化学輸送堆積法では約26nmと 拡大 して

いることが確認できた。一方、ラマン分光法で

もH2/Ar反応性スパッターに比べより鋭いSi‐Si
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図 5 化 学輸送堆積法により基板温度を変化 さ

せ成膜 した Ge組 成比約 40%の μc‐SiGe膜 のラマ

ン分光スペ ク トル :(a)及び 類もDパ ターン :(b)

ピークが現れ、高い結晶化率を持つことが分か

る。これ らの結果は化学輸送堆積法がμctSiGe

膜の結品化温度の低減 と結晶性の向上に極め

て有効であることを示 してお り、Ar十ィォンに

よる衝撃がないことが良質な結晶成長に寄与

した結果であると思われる。

6.キ ャリア特性の改善

図 6は H2/Ar反応性スパッター及び化学輸送

堆積法 (水素 100%)に より基板温度 100～

200℃で成膜 したμc‐SiGe膜 の時導電率と光導

電率である。Ge組 成比 30%未 満の試料は、

H2100%、圧力 25～100Paで、Ge組 成比 30%

以上の試料は H2/Ar Lヒ10、圧力 3～30Paで 作

製 した。比較のため、Arス パッターにより基板

温度 600℃で成膜 したμc‐SiGe膜 の暗導電率を

同グラフに示す。すべての組成で Arス パッタ

ーに比べ大幅に低い暗導電率 と光感度を示 し

ており、残留水素によつて欠陥が終端されるこ

とでより真性半導体に近い特性を示 している

と思われる。
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図 6 H2/Ar反 応性スパッター及び化学輸送堆

積法 (水素 100%)に より基板温度 100～200℃

で成膜 したぃc‐SiGe膜 の暗導電率と光導電率 (比

較のため、Arス パッターにより基板温度 600℃で

成膜 した際の暗導電率と典型的なプラズマ CVD

による暗導電率と光導電率の傾向を示す つ)
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化学輸送堆積法で作製 した Gc組 成比 30%未

満 のμc―SiGc膜 では大き く光感度が改善 し約

100倍 の感度が得 られた。低 Ge組 成領域では、

図中に傾 向線で示 した既 に実用化が進んでい

るプラズマ C 0ヽに よるμc―Siと 遜色ない値で

あることからり
、太陽電池をは じめとする電子

デバイスヘの応用が期待できる。
一方、Ge組

成比を上昇 させてい くと光感度が低下するが、

Ge100%で く)4倍 の光感度を維持 している。Ge

組成比 70%以 上ではプラズマ Ch/Dが p型 化に

よる暗導電率の上昇 と光感度消失を示すのに

対 し、H2Ar反 応性スパ ッターでは Ge組 成比

100%ま で p型 化抑制 と光感度を維持 してお り、

高 Ge領 域に限つては現在主流であるプラズマ

C Oヽよ り優れた製法であることが示唆 される。

これ らの改善は、作製温度の低温化による水

素脱離の抑制 と水素流量比増加及び高圧力化

による原子状水素の高密度化がμc‐SiGe膜 内に

残留す る水素原子 を増や したことで欠陥の終

端効果がより顕著になった ことに起因 してい

ると考えられる。

7,光 電変換素子の試作

化学輸送堆積法により作製 した比較的低 Ge

組成比のμc―SiGe膜 では実際に太陽電池に応用

されているプラズマ CVDに よるμc‐Siに相当す

る高い光感度が得 られたため '、 これ らを用い

た光電変換素子の試作を試みた。素子の構造は、

ZnO透 明導電膜をコーティングしたガラス基

板上に pin構造を形成 し、ガラスを通 して光を

入射するスーパース トレー ト型である。図 7に

光起電力素子のエネルギーバン ド図を示す。 p

及び n ttμc‐Si層についてはプラズマ C 0ヽに よ

り形成 し、活性層である i層 を化学輸送堆積法

により形成 した。i層の膜厚を約 300nmと して

Ge組 成比を 0～34%の 間で変化 させた。図 8

は試作 した光電変換素子の光照射下における

i型μc―SiGe
ZnO透 明電極

… フェルミ準位

金属電極

図 7 試 作 した光電変換素子のエネルギーバン

ド構造

I‐V特 性を示す。図内の表は I‐V特 性から算出

した各光電変換特性の値である。尚、照射光は

100 mW/cm2の 自色光である。すべての素子で

光起電力特性が確認 されてお り、本手法を用い

たμc―SiGc素 子では初めての報告である。 しか

しながら、Ge組 成比 0%の μc―Siで は開放電圧

(N/oOが0.271V、短絡電流(Jsc)が9.60mttcm2、

曲線因子(FF)が 0.452、変換効率(efflが1.18%

であったのに対 し、Ge組 成比 15%の μc―SiCc

では各特性が夫々0.223V、6.74mA/cm2、o.455、

0.68%に低下、Ge組 成比 0.34%で は夫々が更

に 0。167V、4.70mA/cm2、o.395、0。310/0に低減

した。Ge組 成比増加による Wbcの 低下はエネ

ルギーギャップの縮小に伴 うもので予想 され

ることであるが、Iscに 関 しては本来であれば

光吸収量の増加により向上する必要がある。こ

の結果は Ge組 成比を増加することによつて

μc‐餓Ge薄 膜の品質が低下していることを示 し

てお り、欠陥密度の増加による光生成キャリア

の再結合、キャリア移動度の低下等が原因とし

て考えられる。微結晶材料では結晶粒が小さく

多くの粒界未結合手欠陥が存在するため、成膜

時に残留する水素原子 (H)に よる欠陥終端が

不可欠である。Geと Hの 結合エネルギーが Si

とHに 比べ小さくことから、おそらくGeで は

この欠陥終端が Siに 比べ うまく機能 していな
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図8 Ge組 成比を変化させ化学輸送堆積法

(水索 100%)に より作製 したμc‐SiGe及 び

μc‐Si光電変換素子の光照射下I‐V特 性、図内の

表はI‐V特 性より求めた各種光電変換特性値

い可能性があ り、今後は高 Ge組 成比における

Geの 未結合手欠陥の低減が主な課題であると

考えられる。。

8。 まとめ

H2/Ar反 応性スパ ッターにより、すべての組

成比のμc‐SiGe膜 を成膜温度 200℃で作製する

ことに成功 した。Ge組 成比に依存するが、こ

の結果は Arス パ ッター法に比べ結晶性 SiGe

薄膜の作製温度を 200～500℃低減 したことを

示 している。

化学輸送堆積法 (水素 100%)で は Ge組 成

比 30%未 満において、素子への応用が可能な

約 100倍 の光感度を達成 し、試作 した光電変

換素子か ら光起電力効果を確認す ることが出

来た。この結果は本手法を用いたμc―SiGc素 子

では初めての報告である。

H2/Ar反 応性スパ ッターでは Ge組 威比 50%

～100%に おいて、現在主流の製膜法であるプ

ラズマ CVDに よるものに比べ高い光感度を維

持 してお り、高 Ge組 成比に限つてはプラズマ

Ch/Dよ り優れた製法であることが示唆 される。

光電変換素子試作の結果から、高 Ge組 成比

では Geの 未結合手欠陥が増加 し、光生成キャ

リアの再結合、キャリア移動度の低下等を招い

ている可能性があ り、Ge未 結合手の低減が今

後の主な課題であると考えられる。

以上に示すような課題は残るものの、特殊材

料ガスな どの危険性の高い原料を用いない手

法により、大面積且つ低コス トな赤外光受光素

子作製に可能性を示す結果であ り、今後の展開

に期待 したい。
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