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シリコン表面窒無用活性窒素フロー装置の開発

辻正治・濱上太郎＊・田中
中野広輔＊・西村幸雄

敦＊

Development　of　a　Flow　Apparatus　of　Active　Nitrogen

　　　for　the　Use　of　Nitridation　of　Silicon　Surface

Masaharu　TSUJI，　Taro　HAMAGAMI，　Atsushi　TANAKA，

　　　　Kousuke　NAKANO，　and　Yukio　NISHIMURA

　　A　fast　discharge－flow　type　active　nitrogen　souroe　has　been　developed　for　the　direct　nitridation　of

a　Si　substrate．　A　lowpower　microwave　discharge　of　He／N2　mixtures　was　found　to　supply　more

active　nitrogen　than　a　discharge　of　Ar／N2　m　ixtures．　ln　order　to　determine　the　optimum　nitridation

conditions，　the　relative　concentration　of　the　metastable　NeD）　atoms　was　measured　as　a　function　of

the　microwave　power，　the　He　and　N2　flow　rates，　and　the　distance　between　the　center　of　the　microwave

discharge　and　the　nitridation　zone，　by　observing　NO（B2fl－X2H）　chemiluminescence　resulting　from

the　NeD）　＋　N20　reaction．　The　optimum　conditions　for　the　NeD）　generation　were　found　to　be　a

microwave　power　of　190　W，　He　flow　rates　of　12，000－18，000　sccm，　a　N2　flow　rate　of　120　sccm，　and

a　distance　of　10　cm　between　the　center　of　microwave　discharge　and　the　nitridation　zone．

1．緒　　言

　窒化ケイ素Sii　N，は、古くから耐熱材料として知られて

いて、高温で安定な材料である。ゲート酸化膜としても、

Si3　N4単独の層あるいはsi，N4／siO2二層構造にして、記憶

素子として用いられている。また現在、最も広く使用さ

れているのは熱酸化の障壁としてである。これは、表面

の一部分を酸化したいとき、他の部分の保護膜として用

いるもので、1000－1200℃の高温に耐え、かつ自らも酸化

しにくい性質を持つSi，N、は、この目的に最適な材料であ

る。

　si3N4薄膜の作成法としては、一般にsiH，／NH，混合ガス

のプラズマCVD法やN2やNH，を用いたシリコンの直接窒

化が試みられている（1’3）。最近では窒素ラジカルビームを

用いた直接窒化も試みられており、表面状態や各種の膜

質評価が行われている（45）。しかし表面初期窒化過程に関

しても十分な理解は得られていないのが現状である。
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　本研究では新しいシリコンの高速窒化プロセスの開発

を目指して、放電フロー型の活性窒素発生装置を試作し

た。装置の性能を調べるために放電で生成する準安定

N（2D）原子の相対濃度の各種の実験条件に対する変化を

調べ、活性窒素発生部の最適条件を決定した。

2．実　　験

　使用した放電フロー装置の概略図をFig．1に示す。装

置は外径60mmのステンレス製の主フロー管に外径12

mmの石英ガラス製放電管を挿入した反応セルから成り、

セル内は排気容量10，0001／minの日本真空技術社製

PMI＞006C型ブースターポンプと排気容量1，600　L／min

の日本真空技術社製PKS　O16型ローロータリーポンプ

を直列に結合して高速排気した。到達真空度は1～3

mTorrであった。　He，　Ar，　N2ガスは、マスフローコントロ

ーラーで流量を一定に保持した後、石英放電管内に導入

した。実験時のHeの分圧は0．1～1．4Torr、N2の分圧は50

～140mTorrであった。Arを使用した際の分圧は0．1～0．6

であった。活性窒素は放電フローの上流でHe／N2または

Ar／N2混合物のマイクロ波放電（2．45　GHz：ホロニクス社
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Fig．1．　Discharge－flow　type　apparatus　for　nitridation　of　Si　substrate

製MR－202型）により発生させた。

　放電により窒素活性種としてN原子については基底状

態のN（4S）以外に、準安定N（2D，2S）状態が生成し、　N2分

子については準安定N2（A3Σ“）状態が生成する（6’8）。本研究

では、このうち励起エネルギーが2．38eVのN（2D）状態を

N（2D）／N20反応により生成するNO＊化学発光を観測する

ことにより検出した。N20はマスフローコントローラーで

流量を一定に保持した後、放電下流10－20cmにステンレ

ス製ノズルからフロー中に導入した。N20の分圧は15

mTorrであった。

　NO＊の紫外領域の発光スペクトルの測定には、Spex社

製1250M型分光器を用いた。発光は石英製の観測窓より

レンズで集光し、分光器に導いた。光電子増倍管からの

発光信号は自作のプリアンプで電流→電圧変換後、AD変

換ボードを介してマイコンに取り込み解析した。観測し

た発光スペクトルの感度補正は標準ハロゲンランプとD2

ランプを用いて行った。本研究で報告するスペクトルは

マイコン上で感度補正処理後のものである。

3．結　果　と　考　察

　Fig．2にHe／N2の放電分解生成物とN20との反応で

生成するNO＊化学発光を示す。この領域にはNOの
A2y．x2n遷移のv’＝o，1準位からの発光とB2n－x2n遷移

のv’＝O，1－v”プログレッションが同定された。いずれの遷

移も各バンドは基底2n12，2n．32状態間のスピン軌道分裂

による二重線から構成されている。この内B－X遷移は下
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Fig．2．　NO“chemiluminescene　resulting　from　the　N（2D）＋N20reaction：

Microwave　power；　100　W，　He　flow　rate；　14，000　sccm，　N，O　flow　rate；　120　sccm，　and

distance　between　center　of　discharge　and　N20　inlet；　10　cm．
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Fig．3．　Dependence　of［N（2D）］on　the　microwave　power：

He　flow　rate　14，000；　sccm，　N，O　flow　rate；　120　socm，　and

distance　between　center　of　discharge　and　N20　inlet；　10　cm．

He2’　＋　N2

一一　N2’＋　He

．　N’　＋N＋　He

一．　N2’＋2He

（4a）

（4b）

（5）

この他、反応（2），（3）のイオン化過程で生じる低速電子が

マイクロ波プラズマ中で加速され、以下のような励起、

イオン化、解離を引き起すと考えられる。

e’@＋　N2　一．　N2＊　＋e”

　　　一一b　N＊＋N＋e’

　　　→N2←＋2e冒

　　　．　N’　＋N＋　2e’

e’ {N　．N“＋e’

（6a）

（6b）

（6c）

（6d）

（7）

さらに筆者らが最近、放電フロー中でのHe＋やNe’の反

応で観測している電子を第三体とする衝突放射再結合反

応（11’12｝もNCD）の生成に関与する可能性が強い。

2e’＋　N’　一）　N“　＋　e’ （8）

記の化学発光反応で生成することが知られており㈹、

NO（B－X）発光強度は準安定N④）原子の濃度に比例する。

Ne　D）　＋　N，O　．　NO（B2　n）　＋　N， （1）

この準安定N（2D）原子はシリコン窒化に有効な化学種の

一つと考えられる。本忍言ではシリコン窒化の予備実験

としてN（2D）原子の相対濃度のマイクロ波出力、　He，　N2

流量、放電から窒化領域までの距離に対する変化を測定

し、シリコン窒化用活性窒素原子の最適生成条件を検討

した。

　Fig．3にN（2D）原子濃度のマイクロ波出力依存性を示

す。使用したマイクロ波は出力が0－200Wで可変である

が、30W以下では安定な放電が維持できないことや190

W以上ではマイクロ波発生装置と空洞共振器を結ぶ同軸

ケーブルの発熱が増し、安全上の問題が生じることから、

出力依存性は30から190W領域で調べた。　Fi　g．3に

示すように｛NぞD）】は、マイクロ波出力が30から190W

に増加するにつれて、ほぼ直線的に約13倍増加する傾向

が認められる。

　He／N2放電プラズマ中では低速電子以外にヘリウムの

活性種としてHe（2：　S，21S），　He’，　He2“が発生し、窒素との

反応により様々な生成物が生じる。He（23S，2is）とN2の

反応ではベニングイオン化（2），（3）によりN2’と低速電子

が生成し、一方He’，　He2←とN2との電荷移動反応（4），（5）

ではN＋，N2“が生成することが知られている（9’10）。

He（2iS）　＋　N，　一e）　N2’　＋　He　＋　e’

He（23　S）　＋　N，　．　N2’　＋　He　＋　e’

（2）

（3）

（2）一（5）の過程にはN（2D）の直接的な生成過程は存在しな

い。従ってHe／N2混合系での主要なN（2D）の生成過程は、

過程（4b）による基底状態のN原子の生成と、それに続く

過程（7）による．N原子の電子衝撃励起および過程（4b），（6d）

によるN＋イオンの生成と、それに続く電子イオン再結合

過程（8）であろう。

　以上のようなプラズマ中でのN（2D）の生成過程を考慮

すると、マイクロ波出力の増大とともにNO（B－X）発光強

度が上昇したのは、高出力になるに従ってHe活性種と電

子の密度が増大し、【N（2D）】が増加したためと考えられる。

　Figs．4，5にN（2D）原子濃度のHe，　N2流量依存性を

示す。［N6D）］はHe流量が2，000から12，000　sccmまで

増加し、その後18，000sccmまで飽和する傾向が認めら

れる。一方、N2流量に対して【N（2D）1は125　sccmまで

急激に増加し、その後1，000sccmまで次第に減少する傾

向を示す。He流量が増加すると［NぞD）】が増加するのは、

N（2D）生成に関与するHe活性種や電子の密度が12，000

sccmまで増加し、その後飽和するためと考えられる。

N（2D）の失活速度定数はHeに対してく15xlO－16
cm3molecule’1s‘】と極めて小さいことが知られており｛13）、

He流量を増加させても特に【NぞD）】が減少しない実験事

実と対応している。一方、N2に対するN8D）の失活速度

定数は反応温度Tに依存し、9．4×10”‘exp（一510±70／T）

cm3molecule’is“iで与えられることが報告されており‘13）、

高N2流量で【N（2D）】が減少するのはN2との衝突による

失活に起因すると考えられる。

　Fig．6にN（2D）原子濃度の放電中心からシリコン基

板を設置する予定のN20導入口までの距離依存性を示

す。［N（2D）】は距離が長くなると次第に減少し、10から
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center　of　discharge　and　N｝O　inlet：　microwave　power；　100　W，

He　flow　rate；　14，000　sccm，　and　N20　flow　rate；　120　sccm．
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Fi　g．　5．　Dependence　of　［NeD）］　on　the　N，O　flow　rate：

microwav　e　power；　100　W，　He　flow　rate；　14，0000　sccm，　and

distance　between　center　of　discharge　and　N20inlet；　10　cm．

20cmに長くなると約半分になることがわかった．【NeD）1

が距離が長くなると減少するのは、N（2D）原子が石英放

電管内壁との衝突により失活するためであろう。

　活性窒素生成源としてHeの代わりにArを使用した

Ar／N2混合物の放電分解も同様の方法で検討した。その結

果、化学発光反応（1）で生成するNO（B－X）発光強度は

He／N2混合物の場合の1／10以下であった。　Ar／N2混合物

ではN＊の濃度が低いのは、Ar活性種の方がHe活性種と

比較してエネルギーが低いために、最低9．8eVもの大き

なエネルギーを必要とするN2の解裂によるN原子の

生成速度が遅いためであろう。以上の結果からNeD）原

子の生成源としてはHe／Ni混合系の方が適していること

がわかった。

4．結　　言

　放電フロー型シリコン窒化装置を開発するための予備

実験としてHe／N2，　Ar／篤混合系での活性窒素原子である

準安定（2D）状態の最適生成条件を検討した。その結果

N（2D）原子濃度はHe／N2混合系の方がAr／N2混合系と比

較して一一桁以上大きくNeD）発生に有効なことがわかっ

た。He／N2混合系では、　NeD）原子濃度はマイクロ波の出

力が30－190Wと上昇するにつれて増加するのに対して、

放電中心から下流になる程、減少することがわかった。

NeD）原子濃度はHe，　N20流量の増加とともに上昇するが、

He流量に対しては約12，000　sccmで頭打ちになること、

N，流量に対しては約120sccmで最大になり、それ以上、

上昇させると減少することがわかった。以上の結果を総

合して実用的な最適活性窒素生成条件を、マイクロ波出

力が100－150W、　He，　N2流量が、それぞれ12，000、120

sccm、放電中心から窒化用シリコン基板設置予定位置ま

での距離を10cmと決定した。

　今後さらに実験条件を検討し、シリコン基板の高速直

接窒化プロセスの開発を検討したい。

　本研究で使用したメカニカルブースターポンプは、

1995年度の機能物質科学研究所研究奨励費で購入した

ものであり、またマイクロ波発生装置は1999年度の文部

省科学研究費（基盤研究B：09440201）で購入したもので

ある。これらの研究助成に感謝の意を表する。
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