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(57)【要約】
【課題】 半導体基体のバルクキャリヤライフタイム及
び表面再結合速度を精度良く測定することが可能な光誘
起キャリヤライフタイム測定装置及び光誘起キャリヤラ
イフタイム測定方法を提供すること。
【解決手段】 半導体基体Ｓに対して光誘起キャリヤを
発生させるための波長の異なる光を照射する光源２０、
２２と、半導体基体Ｓに照射するマイクロ波を発生する
マイクロ波発生部１０と、半導体基体を透過したマイク
ロ波の強度を検出する検出部３０と、前記少なくとも２
種類の光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に
基づき光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し
、算出した波長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき
半導体基体Ｓのバルクキャリヤライフタイムと表面再結
合速度とを算出する演算部５０とを含む。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基体に発生した光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する光誘起キ
ャリヤライフタイム測定装置において、
前記半導体基体に対して、光誘起キャリヤを発生させるための波長の異なる少なくとも
２種類の光を照射する光照射部と、
前記半導体基体に照射するマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、
前記半導体基体を透過したマイクロ波の強度を検出する検出部と、
前記検出部で検出されたマイクロ波強度に基づき実効キャリヤライフタイムを算出する
演算部とを含み、
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前記演算部が、
前記少なくとも２種類の光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づいて、前
記少なくとも２種類の光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し、算出した前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき前記半導体基体のバルクキャリヤライフタイム
と表面再結合速度とを算出する、光誘起キャリヤライフタイム測定装置。
【請求項２】
請求項１において、
前記演算部が、
バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度をパラメータとして求められる前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基づき算出し
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た前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値を変化させ
ながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎の実効キャ
リヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタイム及び表
面再結合速度の値を求める、光誘起キャリヤライフタイム測定装置。
【請求項３】
請求項１において、
前記演算部が、
バルクキャリヤライフタイムの深さ分布及び表面再結合速度をパラメータとして求めら
れる前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基
づき算出した前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値
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を変化させながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎
の実効キャリヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタ
イムの深さ分布及び表面再結合速度の値を求める、光誘起キャリヤライフタイム測定装置
。
【請求項４】
請求項２又は３において、
前記演算部が、
半導体基体の表面にパッシベーション膜が形成された参照試料に対して周期的なパルス
光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づき求めた前記参照試料の実効キャリ
ヤライフタイムと、前記参照試料に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波
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強度に基づき求めた前記参照試料のキャリヤ面密度とに基づいて、キャリヤ発生率を求め
、被測定試料である半導体基体に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波強
度に基づき求めた前記被測定試料のキャリヤ面密度と、前記キャリヤ発生率とに基づいて
、前記実効キャリヤライフタイムの測定値を算出する、光誘起キャリヤライフタイム測定
装置。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかにおいて、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数の異なる２種類
の光である、光誘起キャリヤライフタイム測定装置。
【請求項６】
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請求項５において、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数が少なくとも２
倍以上異なる２種類の光である、光誘起キャリヤライフタイム測定装置。
【請求項７】
半導体基体に発生した光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する光誘起キ
ャリヤライフタイム測定方法において、
前記半導体基体に対して、光誘起キャリヤを発生させるための波長の異なる少なくとも
２種類の光を照射するとともに、前記半導体基体にマイクロ波を照射し、
前記半導体基体を透過したマイクロ波の強度を検出し、
前記少なくとも２種類の光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づいて、前

10

記少なくとも２種類の光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し、算出した前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき前記半導体基体のバルクキャリヤライフタイム
と表面再結合速度とを算出する、光誘起キャリヤライフタイム測定方法。
【請求項８】
請求項７において、
バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度をパラメータとして求められる前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基づき算出し
た前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値を変化させ
ながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎の実効キャ
リヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタイム及び表
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面再結合速度の値を求める、光誘起キャリヤライフタイム測定方法。
【請求項９】
請求項７において、
バルクキャリヤライフタイムの深さ分布及び表面再結合速度をパラメータとして求めら
れる前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基
づき算出した前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値
を変化させながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎
の実効キャリヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタ
イムの深さ分布及び表面再結合速度の値を求める、光誘起キャリヤライフタイム測定方法
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。
【請求項１０】
請求項８又は９において、
半導体基体の表面にパッシベーション膜が形成された参照試料に対して周期的なパルス
光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づき求めた前記参照試料の実効キャリ
ヤライフタイムと、前記参照試料に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波
強度に基づき求めた前記参照試料のキャリヤ面密度とに基づいて、キャリヤ発生率を求め
、被測定試料である半導体基体に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波強
度に基づき求めた前記被測定試料のキャリヤ面密度と、前記キャリヤ発生率とに基づいて
、前記実効キャリヤライフタイムの測定値を算出する、光誘起キャリヤライフタイム測定
方法。
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【請求項１１】
請求項７乃至１０のいずれかにおいて、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数の異なる２種類
の光である、光誘起キャリヤライフタイム測定方法。
【請求項１２】
請求項１１において、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数が少なくとも２
倍以上異なる２種類の光である、光誘起キャリヤライフタイム測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、光誘起キャリヤライフタイム測定装置及び光誘起キャリヤライフタイム測定
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体基体に発生した光誘起キャリヤ（少数キャリヤ）の実効キャリヤライフタイムを
測定する方法として、μ−ＰＣＤ法が知られている（例えば、非特許文献１参照）。この
方法では、マイクロ波を半導体基体に照射した状態で、極めて短時間の光パルスを照射す
る。光パルスによって誘起されたキャリヤによってマイクロ波が反射され、反射強度の時
間変化を測定することにより光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する。
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【０００３】
また、半導体基体の光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する方法として
、ＱＳＳＰＣ法が知られている（例えば、非特許文献２参照）。この方法では、インダク
タンスコイルを半導体基体に直面して配置し、ＲＦ周波数の電磁波を印加する。そして、
半導体基体に極めて短時間の光パルスを照射する。光パルスによって誘起されたキャリヤ
によってＲＦ周波数の電磁波が反射され、反射波の時間変化をコイルに流れる電流の変化
として測定することにより光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する。
【０００４】
また、半導体基体の光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測定する方法として
、マイクロ波光干渉吸収法が知られている（例えば、非特許文献３参照）。この方法では
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、導波管で形成したマイクロ波干渉計に半導体基体を挿入し、マイクロ波を照射した状態
で連続光を照射する。連続光によって誘起されたキャリヤによってマイクロ波が吸収され
、このときのマイクロ波の透過率の減少を測定することにより光誘起キャリヤの実効キャ
リヤライフタイムを測定する。
【０００５】
さらに、非特許文献３に記載の方法において、半導体基体に周期的間歇的パルス光を照
射する方法が知られている（例えば、非特許文献４、特許文献１参照）。この方法では、
パルス光の照射時間と周期を変えることにより、照射光強度に関係なく実効キャリヤライ
フタイムを求めることができる。
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第１１／０９９１９１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記の様々な技術によって、半導体基体の光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイム
を測定することが可能になった。光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムは、一般に
半導体基体固有のライフタイム（バルクキャリヤライフタイム）と半導体表面に存在する
欠陥により生じる表面再結合速度によって決まる。ソーラーセル、ＣＣＤ等の光誘起キャ
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リヤを有効に利用するデバイス製造においては、バルクキャリヤライフタイムを大きくす
るとともに表面再結合速度を小さくして実効キャリヤライフタイムを増大せしめることが
重要である。そして、実効キャリヤライフタイムの測定装置（解析装置）において、バル
クキャリヤライフタイム及び表面再結合速度が実験的に得られることが望ましい。
【０００９】
しかしながら、従来の技術では、実効キャリヤライフタイムを精密に求めることはでき
るものの、バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度を決定する手段がなかった。
すなわち、従来の技術では、バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度のいずれか
一方を仮定して他方を求める手法が一般的であった。シリコン等間接エネルギーバンド型
結晶半導体の場合、バルクキャリヤライフタイムは大きいと予想されるので、通常はバル
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クキャリヤライフタイムを十分に大きいと仮定し、測定で得た実効キャリヤライフタイム
から表面再結合測定を求めていた。しかしながら、仮定したバルクキャリヤライフタイム
の不確定度は残り、精密な解析を行う上で問題点があった。
【００１０】
本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、
半導体基体のバルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度を精度良く測定することが
可能な光誘起キャリヤライフタイム測定装置及び光誘起キャリヤライフタイム測定方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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（１）本発明は、半導体基体に発生した光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを
測定する光誘起キャリヤライフタイム測定装置において、
前記半導体基体に対して、光誘起キャリヤを発生させるための波長の異なる少なくとも
２種類の光を照射する光照射部と、
前記半導体基体に照射するマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、
前記半導体基体を透過したマイクロ波の強度を検出する検出部と、
前記検出部で検出されたマイクロ波強度に基づき実効キャリヤライフタイムを算出する
演算部とを含み、
前記演算部が、
前記少なくとも２種類の光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づいて、前
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記少なくとも２種類の光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し、算出した前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき前記半導体基体のバルクキャリヤライフタイム
と表面再結合速度とを算出することを特徴とする。
【００１２】
また本発明は、半導体基体に発生した光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを測
定する光誘起キャリヤライフタイム測定方法において、
前記半導体基体に対して、光誘起キャリヤを発生させるための波長の異なる少なくとも
２種類の光を照射するとともに、前記半導体基体にマイクロ波を照射し、
前記半導体基体を透過したマイクロ波の強度を検出し、
前記少なくとも２種類の光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づいて、前
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記少なくとも２種類の光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し、算出した前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき前記半導体基体のバルクキャリヤライフタイム
と表面再結合速度とを算出することを特徴とする。
【００１３】
本発明によれば、波長の異なる少なくとも２種類の光を照射したときに検出されたマイ
クロ波強度に基づき少なくとも２種類の光の波長毎の実効キャリヤライフタイムを算出し
、算出した前記波長毎の実効キャリヤライフタイムに基づき前記半導体基体のバルクキャ
リヤライフタイムと表面再結合速度とを算出することで、バルクキャリヤライフタイム及
び表面再結合速度を精度良く測定することができる。
【００１４】
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（２）また本発明に係る誘起キャリヤライフタイム測定装置及び誘起キャリヤライフタ
イム測定方法では、
バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度をパラメータとして求められる前記波
長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基づき算出し
た前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値を変化させ
ながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎の実効キャ
リヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタイム及び表
面再結合速度の値を求めてもよい。
【００１５】
このようにすると、半導体基体のバルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度の両
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方を、一方を仮定することなく測定することができる。
【００１６】
（３）また本発明に係る誘起キャリヤライフタイム測定装置及び誘起キャリヤライフタ
イム測定方法では、
バルクキャリヤライフタイムの深さ分布及び表面再結合速度をパラメータとして求めら
れる前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値と、検出されたマイクロ波強度に基
づき算出した前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの測定値とを、前記パラメータの値
を変化させながら比較し、前記波長毎の実効キャリヤライフタイムの計算値が前記波長毎
の実効キャリヤライフタイムの測定値に最も合致するときの前記バルクキャリヤライフタ
イムの深さ分布及び表面再結合速度の値を求めてもよい。

20

【００１７】
このようにすると、半導体基体のバルクキャリヤライフタイムの深さ分布及び表面再結
合速度の両方を、一方を仮定することなく測定することができる。
【００１８】
（４）また本発明に係る誘起キャリヤライフタイム測定装置及び誘起キャリヤライフタ
イム測定方法では、
半導体基体の表面にパッシベーション膜が形成された参照試料に対して周期的なパルス
光を照射したときに検出されたマイクロ波強度に基づき求めた前記参照試料の実効キャリ
ヤライフタイムと、前記参照試料に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波
強度に基づき求めた前記参照試料のキャリヤ面密度とに基づいて、キャリヤ発生率を求め

30

、被測定試料である半導体基体に対して連続光を照射したときに検出されたマイクロ波強
度に基づき求めた前記被測定試料のキャリヤ面密度と、前記キャリヤ発生率とに基づいて
、前記実効キャリヤライフタイムの測定値を算出してもよい。
【００１９】
このようにすると、実効キャリヤライフタイムの測定値を精度よく求めることができる
。
【００２０】
（５）また本発明に係る誘起キャリヤライフタイム測定装置及び誘起キャリヤライフタ
イム測定方法では、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数の異なる２種類

40

の光でもよい。
【００２１】
（６）また本発明に係る誘起キャリヤライフタイム測定装置及び誘起キャリヤライフタ
イム測定方法では、
前記少なくとも２種類の異なる光は、前記半導体基体に対する吸収係数が少なくとも２
倍以上異なる２種類の光でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態の測定装置（光誘起キャリヤライフタイム測定装置）の構成の一例を
示す図。
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【図２】結晶シリコンの光吸収係数の波長による変化を示す図。
【図３】本実施形態の計測装置によって測定した半導体基体について説明するための図。
【図４】本実施形態の計測装置による実効キャリヤライフタイムの測定結果を示す図。
【図５】本実施形態の計測装置によるキャリヤ体積濃度の測定結果を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００２４】

10

１．測定原理
本実施形態の測定方法及び測定装置では、被測定試料である半導体基体に対して吸収係
数の異なる少なくとも２種類の光を照射する。
【００２５】
例えば、半導体基体に対して大きな吸収係数を持つ短波長の光を照射したとき、光は半
導体基体の極表面領域で吸収される。半導体基体の表面再結合速度が大きいとき、半導体
基体の表面領域で発生した光誘起キャリヤは速やかに再結合して消滅するため、基体内に
存在するキャリヤの濃度は小さくなる。よって、半導体基体にマイクロ波を照射したとき
のマイクロ波の吸収度は小さく（透過率は大きく）なり、実効キャリヤライフタイムは小
さくなる。

20

【００２６】
一方、半導体基体に対して小さな吸収係数を持つ長波長の光を照射したときには、光は
半導体基体の中奥深くに進入する。そのため、表面再結合速度の影響が小さくなり、半導
体基体のバルクキャリヤライフタイムが十分大きいときは、短波長光の照射時よりもキャ
リヤ濃度が大きくなり、実効キャリヤライフタイムは大きくなる。
【００２７】
すなわち、実効キャリヤライフタイムが表面再結合速度により制限される場合（表面再
結合速度が大きい場合）には、測定される実効キャリヤライフタイムは波長依存性を持ち
、短波長の光を照射したときに検出されるマイクロ波透過率から測定した実効キャリヤラ
イフタイムと、長波長の光を照射したときに検出されるマイクロ波透過率から測定した実
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効キャリヤライフタイムとが異なる値となる。
【００２８】
なお、半導体基体の表面がパッシベーションされ、実効キャリヤライフタイムがバルク
キャリヤライフタイムにより制限される場合（表面再結合速度が十分に小さい場合）には
、光誘起キャリヤは半導体基体中のいたる所で同じ割合で消滅するため、測定される実効
キャリヤライフタイムは波長依存性を持たない。
【００２９】
このように、半導体基体に対して波長の異なる少なくとも２種類の光を照射したときの
実効キャリヤライフタイムをそれぞれ測定し、測定した少なくとも２つの実効キャリヤラ
イフタイムを解析することで、半導体基体の表面再結合速度及びバルクキャリヤライフタ

40

イムの評価が可能となる。
【００３０】
２．構成
図１は、本実施形態の測定装置（光誘起キャリヤライフタイム測定装置）の構成の一例
を示す図である。本実施形態の測定装置１は、被測定試料である半導体基体Ｓの実効キャ
リヤライフタイムの測定と、測定した実効キャリヤライフタイムを解析して半導体基体Ｓ
のバルクキャリヤライフタイムと表面再結合速度の測定を行う装置として構成されている
。
【００３１】
測定装置１は、半導体基体Ｓに入射させるマイクロ波を発生するマイクロ波発生部１０
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と、半導体基体Ｓに光誘起キャリヤを発生させるための光（誘起光）を照射する光源２０
、２２（光照射部）と、半導体基体Ｓを透過したマイクロ波の強度を検出する検出部３０
と、マイクロ波発生部１０で発生したマイクロ波を検出部３０へ伝搬する導波管４０と、
演算部５０とを含む。
【００３２】
導波管４０には、半導体基体Ｓが挿入される間隙４２が設けられている。また、導波管
４０内部の間隙４２よりもマイクロ波発生部１０側には、光源２０、２２からの光を半導
体基体Ｓに入射するための反射板２４が設けられている。光源２０、２２からの光は光フ
ァイバ２６を通り反射板２４で拡散反射されて半導体基体Ｓに入射する。反射板２４は、
例えばテフロン（登録商標）板からなる。なお、反射板２４に代えて導光板を設けること

10

で、光源２０、２２からの光を半導体基体Ｓに入射するように構成してもよい。
【００３３】
光源２０、２２は、それぞれ例えばレーザ光源からなり、互いに波長の異なる光（半導
体基体Ｓに対する吸収係数の異なる光）を発生する。光源２０は、半導体基体Ｓに短波長
の光（例えば、半導体基体Ｓの表面領域にキャリヤを発生させる光）を照射するための光
源であり、光源２２は、半導体基体Ｓに長波長の光（例えば、半導体基体Ｓの内部領域に
キャリヤを発生させる光）を照射するための光源である。
【００３４】
演算部５０（コンピュータ）は、検出部３０で検出されたマイクロ波の強度情報に基づ
いて、半導体基体Ｓの光誘起キャリヤの実効キャリヤライフタイムを算出し、算出した実
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効キャリヤライフタイムに基づき半導体基体Ｓのバルクキャリヤライフタイムと、表面再
結合速度とを算出する演算処理を行う。
【００３５】
演算部５０は、光源２０からの短波長の光を半導体基体Ｓに照射したときに検出された
マイクロ波の強度情報からマイクロ波の透過率の変化を求め、求めた透過率の変化に基づ
き、光源２０からの光を半導体基体Ｓに照射したときの（光源２０からの光の波長に対応
する）実効キャリヤライフタイムを算出する。また、演算部５０は、光源２２からの長波
長の光を半導体基体Ｓに照射したときに検出されたマイクロ波の強度情報からマイクロ波
の透過率の変化を求め、求めた透過率の変化に基づき、光源２２からの光を半導体基体Ｓ
に照射したときの（光源２２からの光の波長に対応する）実効キャリヤライフタイムを算

30

出する。
【００３６】
そして、演算部５０は、測定した２つの実効キャリヤライフタイムτｅｆｆ（光源２０
からの光を半導体基体Ｓに照射したときの実効キャリヤライフタイムの測定値と、光源２
２からの光を半導体基体Ｓに照射したときの実効キャリヤライフタイムの測定値）に最も
合致するバルクキャリヤライフタイムτｂと、表面再結合速度（誘起光が照射される面（
照射面）側の表面再結合速度Ｓｔｏｐと、照射面側と反対側の表面再結合速度Ｓｒｅａｒ
）を解析して求める。なお、バルクキャリヤライフタイムτｂと表面再結合速度Ｓｔｏｐ
、Ｓｒｅａｒの解析は、フォトキャリヤの進入長を考慮して行われる。
【００３７】
以下、本実施形態の測定装置及び測定方法で採用するバルクキャリヤライフタイムτｂ
と表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒの解析法について説明する。
【００３８】
半導体基体の表面に連続光を照射したとき、表面（照射面）からの深さｘにおける定常
的光誘起少数キャリヤ体積濃度ｎ（ｘ）は、半導体基体中の少数キャリヤの拡散係数をＤ
とすると、次式の微分式に従う。
【００３９】
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【数１】

【００４０】
ここで、Ｇ（ｘ）は、深さｘにおける単位面積当たりの少数キャリヤの発生率である。
Ｇ（ｘ）は、半導体基体の光吸収係数αに依存し、光吸収係数αは光波長に依存する。図
２に、結晶シリコン（半導体基体の一例）の光吸収係数の光波長による変化を例示する。
図２に示すように、結晶シリコンは紫外線に対しては非常に大きな吸収係数を示す。よっ
て、紫外線は結晶シリコンの極表面で吸収される。これに対して、バンドギャップに近い

10

赤外線に対しては吸収係数が小さくなる。よって、赤外線は結晶シリコン半導体中の奥深
くに進入する。
【００４１】
単位面積当たりの強度I０の光を半導体基体表面に照射したときの深さｘにおける単位
体積当たりの光強度Ｊ（ｘ）は、光吸収係数αを用いて、次式のように表すことができる
。
【００４２】
【数２】
20
【００４３】
ここで、Ｊ０は、I０／αであり、半導体基体の表面における光体積強度である。Ｇ（
ｘ）は、Ｊ（ｘ）に比例し、光強度が大きいほどＧ（ｘ）は大きくなり、多くのキャリヤ
が発生する。Ｇ（ｘ）は、Ｊ（ｘ）と、波長に対応するフォトンエネルギーｈν（ｈはプ
ランク定数、νは光振動数）と、キャリヤ生成内部量子効率ηを用いて、次式のように表
すことができる。
【００４４】
【数３】
30
【００４５】
半導体基体の表面に存在する欠陥に起因する表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒは、
次式のように、半導体基体の表面における微分係数の境界条件として与えられる。
【００４６】
【数４】

40
【００４７】
ここで、ｄは、半導体基体の厚さである。
【００４８】
すなわち、式（１）を、式（４）、式（５）を境界条件として、波長に対応したＧ（ｘ
）を用いて解くことにより、キャリヤ体積濃度ｎ（ｘ）を求めることができる。
【００４９】
そして、ｎ（ｘ）を半導体基体の深さ方向に積分したキャリヤ面密度Ｎ（単位：ｃｍ−
２

）と、Ｇ（ｘ）を半導体基体の深さ方向に積分した単位面積当たりのキャリヤ発生率Ｈ

（単位：ｃｍ−２ｓ−１）は、次式で与えられる。
【００５０】
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【数５】

【００５１】
そして、実効キャリヤライフタイムτｅｆｆが、次式により求められる。
【００５２】
【数６】

10

【００５３】
例えば、式（１）〜（５）を有限要素差分法でプログラム化し、τｂ、Ｓｔｏｐ及びＳ
ｒｅａｒをパラメータとしてｎ（ｘ）を求め、求めたｎ（ｘ）を積分してＮを求める。ま

た、Ｇ（ｘ）を積分してＨを求め、求めたＮとＨを式（８）に代入して実効キャリヤライ
フタイムτｅｆｆの計算値を求める。なお、半導体基体の吸収係数が大きい波長帯の光を
照射した場合、τｅｆｆは、次式で与えられる。
【００５４】
【数７】

20

【００５５】
以上のようにτｂ、Ｓｔｏｐ及びＳｒｅａｒをパラメータとして計算で求められるτｅ
ｆｆの計算値（理論値）と、検出されたマイクロ波強度から測定したτｅｆｆの測定値と

を比較することにより、最も確からしいτｂ、Ｓｔｏｐ及びＳｒｅａｒを求める。本実施

30

形態では、互いに異なる波長の複数種類の光の照射を行っており、照射する光（誘起光）
の波長によりＧ（ｘ）の値が異なるものとなる。そのため、誘起光の波長によってτｅｆ
ｆの計算値が異なることになる。従って、照射する光の波長毎に計算で求められるτｅｆ
ｆの計算値と、照射する光の波長毎に測定したτｅｆｆの測定値とを、パラメータである

τｂ、Ｓｔｏｐ及びＳｒｅａｒの値を変化させながら比較し、τｅｆｆの計算値がτｅｆ
ｆの測定値に最も合致するときのτｂ、Ｓｔｏｐ及びＳｒｅａｒの値を求める。

【００５６】
例えば、図１の構成においては、光源２０の光の波長に基づき計算されるτｅｆｆの計
算値と光源２０からの光を照射したときのτｅｆｆの測定値とをパラメータの値を変化さ
せながら比較し、且つ、光源２２の光の波長に基づき計算したτｅｆｆの計算値と光源２

40

２からの光を照射したときのτｅｆｆの測定値とをパラメータの値を変化させながら比較
することで、最も確からしいτｂ、Ｓｔｏｐ及びＳｒｅａｒを求める。
【００５７】
なお、式（１）のτｂが、表面からの深さｘにおけるバルクキャリヤライフタイムτｂ
（ｘ）となるときは、上記の有限要素法を発展した数値解析によりバルクキャリヤタイム
の深さ分布（深さｘ毎のバルクキャリヤライフタイムτｂ）を求めることができる。この
場合には、半導体基体の厚さｄをＭ（Ｍは正の整数）層に分割して、それぞれの層の厚さ
ｄ／Ｍについて、式（１）の微分式を差分式に変更する。そして、表面と裏面には式（４
）と式（５）の境界条件を設ける。具体的には、式（５）の境界条件を満たすｎ（ｄ）を
仮定し、順次ｎＭ（第Ｍ層のキャリヤ体積濃度）、ｎＭ−１（第Ｍ−１層のキャリヤ体積
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濃度）、・・・ｎ１（第１層のキャリヤ体積濃度）を、式（１）の差分式を満たすように
初期値を少しずつ変えて計算する。そして、最終的に式（４）の境界条件を満たす値を数
値解とする。
【００５８】
次に、実効キャリヤライフタイムτｅｆｆの具体的な測定手法について説明する。式（
８）より、τｅｆｆの測定値は、キャリヤ面密度Ｎとキャリヤ発生率Ｈが分かれば精度よ
く求めることができる。しかしながら、Ｈは、次式に示すように、入射光のフォトンフラ
ックスＦ、キャリヤ生成内部量子効率η、光反射ロスＲに依存する。
【００５９】
【数８】
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【００６０】
更に、ηは、半導体基体に依存し、Ｒは、屈折率、光吸収係数、膜厚、表面形状に依存
するため、Ｈを精度よく測定することは容易でない。そこで、Ｈを正確に求めるために、
特許文献１に開示された周期的パルス法によるτｅｆｆの測定法を応用した。周期的パル
ス法では、連続光照射と同レベルの微弱な光照射によるτｅｆｆの測定が可能である。し
かしながら、周期的パルス法は、１０μ未満の非常に小さいτｅｆｆの測定には不向きで
ある。そこで、被測定試料と類似の参照試料を用いたτｅｆｆの測定手法を開発した。
【００６１】
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この手法では、被測定試料が結晶シリコンの場合は、シリコン単結晶を参照試料として
用いる。また、参照試料の表面には、表面のキャリヤ再結合欠陥を低く抑えて大きなτｅ
ｆｆが得られるように、熱酸化膜等のパッシベーション膜を形成する。なお、被測定試料

にも酸化膜が形成されている場合には、参照試料の熱酸化膜を被測定試料の酸化膜と同じ
膜厚にする。また、被測定試料がベア半導体の場合は、反射率に影響のない薄膜酸化膜（
例えば、厚さが１０ｎｍの熱酸化膜）を形成する。また、被測定試料の表面にテクスチャ
ー等の凹凸がある場合には、参照試料にも同様のテクスチャーを形成する。
【００６２】
まず、周期的パルス法によって参照試料のτｅｆｆを求める。なお、一般にτｅｆｆは
光強度に依存して変化するので、周期的パルス法の平均光強度を後述する連続光の光強度
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と同じに設定しておく。次に、参照試料に連続光を照射してマイクロ波吸収測定を行って
参照試料のキャリヤ面密度Ｎを求める。そして、Ｎとτｅｆｆの測定値を式（８）に代入
して、連続光照射におけるキャリヤ発生率Ｈを求める。
【００６３】
次に、被測定試料に連続光を照射してマイクロ波吸収測定を行って被測定試料のキャリ
ヤ面密度Ｎを求める。そして、被測定試料のキャリヤ面密度Ｎとキャリヤ発生率Ｈの測定
値を式（８）に代入して、被測定試料のτｅｆｆを求める。この手法により、正確なＨを
用いて、精度良く被測定試料のτｅｆｆを測定することができる。
【００６４】
３．測定結果
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３−１．第１の実施例
表面がパッシベーションされた半導体基体を第１の試料とし、第１の試料に対して加熱
処理を施したものを第２の試料として、本実施形態の測定装置により各試料の実効キャリ
ヤライフタイム、バルクキャリヤライフタイム及び表面再結合速度の測定を行った。
【００６５】
本測定では、図３に示すように、第１の試料として、１００ｎｍ厚の熱酸化膜で両面を
コーティングした５００μｍ厚のｎ型シリコン基板を用いた。また、図３に示す第１の試
料に対して、波長９４０ｎｍのレーザ光を５×１０４Ｗ／ｃｍ２の高強度で表面全面に照
射する処理（加熱処理）を行ったものを第２の試料として用いた。このようなレーザ照射
を用いた加熱処理によって実効キャリヤライフタイムが低下することは先行文献により明
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らかになっている。
【００６６】
また、本測定では、マイクロ波発生部１０として、９．３５ＧＨｚのマイクロ波を発振
する発振器を使用した。また、短波長の光源２０として波長６３５ｎｍのレーザ光源を使
用し、長波長の光源２２として波長９８０ｎｍのレーザ光源を使用した。波長６３５ｎｍ
の光は、シリコンに対する進入長が２．７μｍと小さく、シリコン基板の極表面領域で吸
収され、波長９８０ｎｍの光は、シリコンに対する進入長は９０μｍと大きく、シリコン
基板の内部領域まで侵入することが分かっている。
【００６７】
図４は、第１の試料と第２の試料のそれぞれについて、波長６３５ｎｍの光を照射した
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ときの実効キャリヤライフタイムと、波長９８０ｎｍの光を照射したときの実効キャリヤ
ライフタイムを測定した測定結果である。図中白抜き点は、波長９８０ｎｍの光を照射し
たときの測定結果であり、図中黒塗り点は波長６３５ｎｍの光を照射したときの測定結果
である。
【００６８】
図４に示すように、熱酸化膜コーティングが施されたｎ型シリコン基板（第１の試料）
については、実効キャリヤライフタイムが２ｍｓと高く、６３５ｎｍと９８０ｎｍの両波
長で殆ど同じライフタイム値となった。これに対して、レーザ照射による加熱処理が施さ
れたｎ型シリコン基板（第２の試料）については、波長６３５ｎｍの光照射時の実効キャ
リヤライフタイムが５μｓとなり、波長９８０ｎｍの光照射時の実効キャリヤライフタイ
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ムが３５μｓとなった。すなわち、レーザ照射による加熱処理によって、実効キャリヤラ
イフタイムが小さくなり、且つ、短波長の光照射時に比べて長波長の光照射時の実効キャ
リヤライフタイムが大きくなることが確認された。
【００６９】
次に、上述した解析法によって、第１の試料について測定した２つの実効キャリヤライ
フタイムの測定値と、６３５ｎｍと９８０ｎｍの両波長でそれぞれ計算される実効キャリ
ヤライフタイムの計算値とを比較し、２つの実効キャリヤライフタイムの測定値に最も合
致するバルクキャリヤライフタイムτｂと表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒを求めた
。その結果、バルクキャリヤライフタイムτｂは２０ｍｓであり、第１の試料の表面再結
合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒはそれぞれ１２．３ｃｍ／ｓであった。
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【００７０】
同様に、第２の試料について測定した２つの実効キャリヤライフタイム値に最も合致す
るバルクキャリヤライフタイムτｂと表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒを、上述した
解析法により求めた。その結果、第２の試料の照射面の表面再結合速度Ｓｔｏｐは２５０
００ｃｍ／ｓとなり、レーザ照射による加熱処理によって照射面の表面再結合速度が大き
くなることが分かった。
【００７１】
図５（Ａ）、図５（Ｂ）に、第２の試料についての解析結果から得られたキャリヤ体積
濃度ｎ（ｘ）の深さｘ分布を示す。図５（Ａ）は、波長６３５ｎｍの光照射時の分布であ
り、図５（Ｂ）は、波長９８０ｎｍの光照射時の分布である。
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【００７２】
図５（Ａ）に示すように、波長６３５ｎｍの光を照射する場合、シリコン基板の光吸収
係数が大きく、キャリヤは基板表面に発生するため、大きな表面再結合速度Ｓｔｏｐによ
ってキャリヤ体積濃度は小さくなる。また、図５（Ｂ）に示すように、波長９８０ｎｍの
光を照射する場合、シリコン基板の光吸収係数は小さいため光はシリコン基板の奥深くま
で侵入し、キャリヤはシリコンバルク中で発生する。このため、拡散によりキャリヤは表
面に達するまでの時間の間生き延びることになり、キャリヤ体積濃度は大きくなり、実効
キャリヤライフタイムも大きくなる。
【００７３】
このように本実施形態の測定装置及び測定方法によれば、半導体基体のバルクキャリヤ
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ライフタイム及び表面再結合速度の両方を、一方を仮定することなく測定することができ
る。
【００７４】
３−２．第２の実施例
本実施例では、試料として、熱酸化膜を施した７００μｍ厚のシリコン基板を用いた。
このシリコン基板に対して、シリコン原子を７０ｋｅＶにてイオン注入（注入量：１×１
０１４ｃｍ−２）を施した。本試料について、イオン注入前とイオン注入後の実効キャリ
ヤライフタイムτｅｆｆを波長６３５ｎｍ及び波長９８０ｎｍの光照射にて測定した。そ
して、測定結果を有限要素法により解析して、表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒと、
バルクキャリヤライフタイムの深さ分布τｂ（ｘ）を求めた。バルクキャリヤライフタイ
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ムについては、基板の厚さを複数層に分割して、それぞれの層についてτｂを求めた。測
定結果と解析結果を表１に示す。
【００７５】
【表１】
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【００７６】
表１において、第１層は、表面からの深さｘが０〜４９０μｍの層であり、第２層は、
表面からの深さｘが４９０〜７００μｍの層である。
【００７７】
イオン注入前の試料では、波長６３５ｎｍの光照射の場合と波長９８０ｎｍの光照射の
場合ともに大きなτｅｆｆが得られた。この測定値を解析した結果、Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａ
ｒの値が１９０ｃｍ／ｓであり、τｂの値が基板の厚さ方向全体で１ｍｓであるときに測

定値と良く一致した。
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【００７８】
これに対して、イオン注入後の試料では、τｅｆｆが大きく低下し、特に波長９８０ｎ
ｍの光照射時のτｅｆｆが小さかった。これはシリコン表面側の奥深くに渡ってτｂが低
下していることを示している。この測定値を解析した結果、τｂは表面から４９０μｍに
も渡って１０μｓに低下していることが分かった。イオン注入によってシリコン原子が注
入される深さは高々０．１μｍ程度であるから、本測定によって、イオンが注入される深
さよりも遥かに深い部分にまで、高エネルギーイオンによるキャリヤ再結合欠陥形成が及
んでいることが明らかになった。
【００７９】
３−３．第３の実施例
本実施例では、試料として、１００ｎｍ厚の熱酸化膜を施した５００μｍ厚のｎ型シリ
コン基板を用いた。このシリコン基板に対して、出力５０ｗのアルゴンプラズマを１分間
照射した。本試料について、プラズマ処理前とプラズマ処理後の実効キャリヤライフタイ
ムτｅｆｆを波長６３５ｎｍ及び波長９８０ｎｍの光照射にて測定した。そして、測定結
果を有限要素法により解析して、表面再結合速度Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅａｒと、バルクキャリ
ヤライフタイムτｂを求めた。測定結果と解析結果を表２に示す。
【００８０】

40

(14)

JP 2013‑145868 A 2013.7.25

【表２】

10

【００８１】
プラズマ処理前の試料では、波長６３５ｎｍの光照射の場合と波長９８０ｎｍの光照射
の場合ともに大きなτｅｆｆが得られた。この測定値を解析した結果、Ｓｔｏｐ、Ｓｒｅ
ａｒの値が８ｃｍ／ｓであり、τｂの値が基板の厚さ方向全体で１００ｍｓであるときに

測定値と良く一致した。
【００８２】
これに対して、プラズマ処理後の試料では、τｅｆｆは大きく低下し、特に波長６３５
ｎｍの光照射時のτｅｆｆが小さかった。これはシリコン表面側に欠陥が局在しているこ
とを示している。この測定値を解析した結果、τｂとＳｒｅａｒの値はプラズマ処理前と
変化せず、表面の再結合速度Ｓｔｏｐのみが８０００ｃｍ／ｓと大きくなっていることが
分かった。本測定によって、プラズマアルゴン処理によりシリコン表面にキャリヤ再結合
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欠陥が形成されることが明らかになった。
【００８３】
４．変形例
なお、本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能であ
る。本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法及
び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実
施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、
実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成すること
ができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した
30

構成を含む。
【００８４】
例えば、図１の測定装置１は、半導体基体Ｓを図１中Ｘ軸方向に移動させるＸ軸移動ス
テージと、半導体基体Ｓを図１中Ｙ軸方向に移動させるＹ軸移動ステージとを備えていて
もよい。このように構成すると、半導体基体ＳにおけるＸＹ平面上の任意の位置について
測定を行うことが可能となる。また、光源２０、２２からの光をパルス変調し、マイクロ
波強度をロックイン検出するように測定装置１を構成してもよい。また、測定装置１は、
光誘起キャリヤを発生させるための互いに波長の異なる光を照射する光源を２つ以上備え
ていてもよい。
【符号の説明】
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【００８５】
１

測定装置、１０
光ファイバ、３０

マイクロ波発生部、２０
検出部、４０

光源、２２

導波管、４２

光源、２４

間隙、５０

演算部

反射板、２６
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