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(54)【発明の名称】放射線検出器の製造方法
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(57)【特許請求の範囲】

放出されたものであることを特徴とする放射線検出器の

【請求項１】

製造方法。

化合物半導体の表面に所定の導電型の不

純物を含む化合物を付着し、窒素又は不活性ガスの高圧

【請求項３】

雰囲気中でレーザー光を前記化合物半導体に照射するこ

法において、前記化合物半導体は放射線検出用の結晶か

とによって、前記不純物ドーパントを前記化合物半導体

らなることを特徴とする放射線検出器の製造方法。

にドーピングし、次に、化合物半導体の所望の箇所に真

【請求項４】

空雰囲気中でレーザー光を照射して、アブレーションに

法において、前記化合物半導体は、II−VI族化合物半導

よって前記レーザー光によって照射された部分を取り除

体であることを特徴とする放射線検出器の製造方法。

いて前記化合物半導体の表面の清浄処理及び素子分離を
同時に行うことにより、前記化合物半導体への前記不純

請求項１に記載の半導体検出器の製造方

請求項１に記載の半導体検出器の製造方

【発明の詳細な説明】
10

【０００１】

物ドーパントのドーピングから前記化合物半導体の表面

【発明の属する技術分野】本発明は、ガンマ線を含む電

の清浄処理及び素子分離までの処理を一連のプロセスと

磁波などの放射線の検出に用いられる放射線検出器の製

して行うことを特徴とする放射線検出器の製造方法。

造方法に関する。

【請求項２】

【０００２】

請求項１に記載の半導体検出器の製造方

法において、前記レーザー光は紫外線レーザー装置から

【従来の技術】従来高エネルギーの放射線を検出する場

( 2 )

特許第３２３９１６４号

3

4

合、ガスの放電を利用したもの、固体の光電効果を利用

に問題があった。ｐ−ＣｄＴｅは白金又は金の金属電極

したものがあり、前者は、ガスの密度が低いことから高

を付けショットキー接合電極としてｐ−ＣｄＴｅの代わ

感度なものが得られないことと、エネルギー分解能が悪

りとしていた。

いことが難点である。しかし、このガスの放電を利用し

【０００６】上記のように、これまで、このようなＣｄ

たものは簡便なことからしばしば使われる。

Ｔｅ系のII−VI化合物半導体でｐｎ接合を制御された形

【０００３】固体の光電効果を利用した放射線検出器

でデバイス化する技術は確立していない。

は、放射線からの可視光の発光を光検知技術で検出する

【０００７】

ものと、半導体の内部光電効果により検知電流として取

【発明が解決しようとする課題】上記のように、放射線

り出すものに分けられる。可視光発光によるものは光の
散乱による空間的広がり、発光時間の寿命に係わる応答

検出器のうち、ガス検出器は検出効率が低く、固体検出
10

器は可視光を用いたものは空間分解能や時間分解能が良

時間により、空間分解能、時間分解能が余り良くない。

くないという問題を有している。また、固体検出器とし

半導体の内部光電効果を利用した半導体検出器は、空間

ての、半導体検出器については、ゲルマニウムを用いた

的にもエネルギー的にも高分解能の検出器である。半導

ものは、冷却しなければならないという問題を有し、更

体としてゲルマニウムを用いたものがあるが、放射線の

に、化合物半導体を用いたものでは、結晶成長が困難で

検出に使用するためには液体窒素温度に冷却しなければ

あるといった問題や熱プロセスに弱い等の問題がある。

ならない。又、使用中に室温まで温度が上昇するとゲル

【０００８】本発明は、熱プロセス及び機械的加工プロ

マニウム中に包含しているリチュウム（Ｌｉ）が結晶の

セスに極めて弱い化合物半導体の処理を容易、かつ確実

広範囲に拡散して使用不能となるという問題点を有す

に行うことを可能とする放射線検出器を製造する方法を

る。従って、ゲルマニウムを用いた半導体検出器を使用

提供することを目的とする。

する際には、動作中のみならず、絶えず液体窒素温度を

20

【０００９】

保って保存しなければならない。このことは、通常の放

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を

射線検出器として用いるには、大変に面倒であり、持ち

解決するために次のような手段を講じた。

運びに不便であることを意味する。

【００１０】本発明の半導体装置の製造方法は、化合物

【０００４】これらのことから、半導体を用いた放射線

半導体の表面に所定の導電型の不純物を含む化合物を付

検出器において、室温で動作可能な高分解能のものが求

着し、窒素又は不活性ガスの高圧雰囲気中でレーザー光

められている。高エネルギーの放射線を吸収させるため

を前記化合物半導体に照射することによって、前記不純

には、重い原子で構成された化合物半導体が必要であ

物ドーパントを前記化合物半導体にドーピングすること

る。そのため、これまで、ＰｂＯ、ＰｂＩ２ 、Ｈｇ

を特徴とする。ドーピング（ｐｎ接合の形成）にレーザ

Ｉ２ 、ＣｄＴｅ、ＴｌＩ等が研究されている。これらの

ー光（エキシマレーザー）を用い、ごく短い時間（２０

中で、ＰｂＯは空気中で反応し使用不能となるので不適

30

ｎｓ程度）の照射なので、ごく表面のみの加熱にとどま

当である。ＰｂＩ２ とＨｇＩ２ は結晶成長が極めて難し

り、内部は加熱されず、熱プロセスとはならない。すな

く、大型のものを製造することが困難であるし、また、

わち、本発明では熱プロセスを必要としないので、熱に

加工も難しい。

弱い化合物半導体に対してドーピング（ｐｎ接合の作

【０００５】しかし、ＣｄＴｅ及びＣｄＺｎＴｅなどＣ

製）を行うことができる。また、光照射をパターン状に

ｄＴｅを中心とした化合物半導体はバンドギャップの大

することにより、模様状の多数の独立のｐｎ接合を同時

きさ、キャリヤーの移動度の大きさ等半導体としての取

に、高密度に形成できる。

り扱いに最も適した材料である。ＣｄＴｅはII−VI族半

【００１１】本発明の更に連続した一連の半導体装置の

導体でｎ型及びｐ型の作製が可能な材料である。しかし

製造方法は、化合物半導体に真空雰囲気中でレーザー光

ながら、熱プロセスに弱く、摂氏３００度以上ではドー
パントが補償されて高抵抗になるか、又は、全体が低抵

を照射することによって前記化合物半導体の表面の清浄
40

処理及び素子分離を行うことを特徴とする。レーザー光

抗になるかが、結晶の性質で左右されてｐｎ接合などデ

のパワーの適正化と真空環境により、表面清浄化と素子

バイス構成が不能となる。放射線検出用ＣｄＴｅ結晶で

分離を行うことが出来る。これにより空間分解能の大き

は高抵抗とするために塩素（Ｃｌ）のドーピングがされ

な画像検出器を形成出来る。

ているが、この補償効果が不能となるために、特性が悪

【００１２】上記の半導体製造方法における好ましい実

化する。これまでｎ−ＣｄＴｅはインジウム（Ｉｎ）を

施態様は以下の通りである。

熱拡散して作製していたが、次の理由により検出器の動

【００１３】（１）

作の安定性に問題があった。すなわち、Ｉｎは原子半径

装置（例えば、エキシマレーザー装置）から放出された

が大きいので、結晶格子に歪みが入り、結晶欠陥が多く

ものであること。

発生するため、その欠陥準位にキャリアーが捕まってし

【００１４】（２）

まうことにより、素子内に電界分布の変化が生じ安定性

50

前記レーザー光は紫外線レーザー

前記化合物半導体は放射線検出用

の結晶からなること。ここで、化合物半導体は、例え

( 3 )

特許第３２３９１６４号

5

6

ば、ＣｄＴｅを基本として、ＣｄＳｅ、ＣｄＺｎＴｅ、

【００２２】エキシマレーザー１０から出たレーザー光

ＣｄＳｅＴｅ、ＣｄＨｇＴｅ、ＨｇＩ２ 等の放射線用の

１２は光学系１１によって強度調整や位置調整をされ

結晶とすることが好ましい。

て、ミラー１３で反射され、製造装置の石英窓１４を通

【００１５】上記の製造方法は適宜組み合わせて適用す

りレーザー照射室１５に入る。ここで、レーザー照射室

ることが可能であり、それにより、同時に同じ装置でエ

１５は高圧の５〜１０気圧まで耐えられるように作られ

キシマレーザーを用いて真空中でｐｎ接合の端面処理が

ている。レーザー照射室１５の隣りには真空蒸着室２０

出来るので簡単及び効率的に加工（ｐｎ接合の作製、素

があり、ドーパントの含まれた化合物、例えばＮａ２ Ｔ

子分離等）を行うことができる。また、素子分離をエキ

ｅ、Ｎａ２ Ｓｅ等の蒸着を行えるようになっている。ま

シマレーザーでドーピングと同時に出来るので微細化が
可能になる。なお、ＣｄＴｅのようなII−VI族半導体の

た、最終的に電極を蒸着するときも高真空中の環境下で
10

真空蒸着室２０で行われる。なお、２１は蒸着用のヒー

ｐｎ接合ダイオードの接合形成と素子分離若しくは素子

ターで有り、２３は真空蒸着室２０の真空度を測定する

端面処理を同時に行えるので、汚染の心配がなく高性能

ための真空計である。またレーザー照射室１５はバルブ

の素子を作成出来る。

１９を開けることにより、高真空にすることができるよ

【００１６】また、表面の清浄化処理についても、ＣＭ

うになっており、真空中でウェハ１にレーザーを照射す

Ｐ（化学機械的研磨）を用いることがないので、機械加

ることにより、アブレーションを起こさせ、素子分離加

工プロセスに極めて弱い材料にも適用可能である。

工が出来る。なお、レーザー照射室１５と真空蒸着室２

【００１７】

０との間のウェハ１の移動はゲートバルブ１８を開閉す

【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施の形

ることによって行われる。また、レーザー照射室１５中

態を説明する。本発明の特徴は、放射線検出器の検出部

の圧力は圧力計１７で常時監視されている。

を製造する際に、高温に加熱しないで、不純物を結晶中

20

【００２３】以下、素子の製造プロセスを図４及び図５

に拡散させること、及び素子を作るための加工を熱加工

を参照して説明する。

なしで行うことである。

【００２４】化合物半導体例えば、ＣｄＴｅのウェハ１

【００１８】図１は、本発明の一実施形態を示す工程断

を真空蒸着容器２０に設置し、真空バルブ２２を開とし

面図である。

て、真空ポンプ２６で真空に排気した後に、ドーパント

【００１９】図１（ａ）は、放射線検出器の素子部の断

を含む化合物２７として例えばＮａ２ Ｔｅを例えば３０

面図であって、真性II−VI族化合物半導体１の例えば片

０オングストロームの厚さで蒸着する（図５（ｂ））。

方の面２をｎ型とし、他方の面３をｐ型として、ｐ−ｉ

次に、ゲートバルブ１８を開きウェハ１をレーザー照射

−ｎ構造を形成し、両側に電極４、５を形成する。この

室１５に移し、基板ホルダー１６上に設置される。この

ような構造において、γ線９が入射して半導体内で吸収

基板ホルダー１６は移動可能であるように構成されてい

されることにより電子７と正孔８の対が生成され、これ

30

る。そして、窒素又はアルゴンガスを高圧ガスボンベ２

が各電極４、５にそれぞれ移動することにより電流とし

５から高圧ガス注入バルブ２４を開いてレーザー照射室

て検出される。

１５に５〜１０気圧程度導入し、レーザー照射室１５を

【００２０】本発明では、図１（ａ）に示すようなｐ型

高圧雰囲気とする。ここで、レーザー光１２を照射する

層又はｎ型層を形成するのにレーザーを用いた不純物の

までの間にドーパントを含む化合物を空気中若しくは水

拡散を用いている。更には、図１（ｂ）に示すように、

分を含む雰囲気に触れさせないことが肝要なことであ

図１（ａ）に示す工程に引き続いて素子分離などを行う

る。もし、化合物２７を蒸着した後、空気中に取り出す

ことを特徴としている。本発明では、レーザーとして、

と、蒸着した化合物２７が酸化又は加水分解して、それ

強力な紫外線レーザーを用いている。不純物拡散をする

以後のレーザードーピングプロセスで良好な結果が得ら

ときには高圧ガス環境下で行い、次に、電極を取り付け
て、図１（ａ）に示すような構造とする。続いて、真空

れない。
40

【００２５】次に、図４において、レーザー１０を動作

環境下でウェハにエキシマレーザーを照射するとレーザ

させ、また、レーザー光１２のビームを形成する事によ

ーによるアブレーションが起こり、レーザーの照射され

り、ウェハ１上にレーザー光１２をパターン状に照射す

たところが取り除かれて、分離溝６が形成される。この

る（図５（ｃ））。レーザー照射、ことに紫外線レーザ

様子を図１（ｂ）に示す。このようにして、所望の配列

ー照射によって極薄の、例えば、１０００オングストロ

を有する素子をウェハ上に作ることが出来る。例えば、

ーム以下の薄い層がドーパントの拡散の影響により、例

このようにして構成した素子列について、リニヤセンサ

えば、ｐ型化してｐ型層３が形成される。このウェハ１

ーとして構成したものを図２に示し、エリヤセンサーと

を真空蒸着容器２０に移し、電極となるべき金属４を蒸

して構成したものを図３に示す。

着する（図５（ｄ））。さらにウェハ１をレーザー照射

【００２１】図４は、本発明の素子を製造する製造装置

室１５に移し、高真空に排気して、紫外線レーザーを照

の概略を示す図である。
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射して素子間分離を行うために、先にレーザー照射して

( 4 )

特許第３２３９１６４号
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8

ドーパント拡散を行った以外の部分をアブレーションに

【００３３】

よって取り除いて素子分離を行う。このようにして分離

【発明の効果】本発明によれば熱プロセスを要すること

溝６が形成される。この一連のプロセスにより素子が形

なく一連の工程で、不純物のドーピングによるｐｎ接合

成される。なお、ここでは、特に示さなかったが、反対

の作製から、アブレーションによる清浄化までが可能に

側のｎ型又はｐ型層の形成はあらかじめ何らかの方法を

なるので、容易、かつ確実に放射線検出器を製造するこ

用いて行っておけば、図１（ｂ）に示すような素子とす

とができる。

る事が出来る。

【図面の簡単な説明】

【００２６】また、このプロセスで電極４を付けない

【図１】本発明の一実施形態を示す工程断面図。

で、ウェハ１（化合物半導体）の表面、若しくはドーパ
ントの拡散を行った表面を高真空中においてレーザー光

【図２】リニヤセンサーとして構成した素子列を示す
10

図。

１２を照射すること、特にレーザー光１２の強度を適当

【図３】エリヤセンサーとして構成した素子列を示す

に調整することによって、表面に付着した汚染物質又は

図。

酸化層を除去することができる。このような操作で表面

【図４】本発明の素子を製造する製造装置の概略を示す

清浄化することもできる。

図。

【００２７】上記のように、本発明によればドーピング

【図５】本発明方法による素子の製造プロセスを示す

から素子分離、素子端面処理、更には清浄化処理まで一

図。

連の工程が連続して熱プロセスを必要とすることなくレ

【図６】本方法で製造したｐ−ｉ−ｎのＣｄＴｅダイオ

ーザー照射の１パルス当たり２０ｎｓの短時間の処理に

ード構造の電流電圧特性を示す図。

よって出来るために、従来では困難であった化合物半導

【図７】本方法で製造した放射線検出器で放射線のエネ

体のｐ型層やｎ型層の形成と微細なパターン状の放射線
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ルギー分析を測定した図。

検出器を作製出来るようになる。

【符号の説明】

【００２８】化合物半導体としては、ＣｄＴｅを基本と

１…真性化合物半導体ウェハ、

してＣｄＳｅ、ＣｄＺｎＴｅ、ＣｄＳｅＴｅ、ＣｄＨｇ

２…ドーピング処理により作られたｎ又はｐ層、

Ｔｅ、ＨｇＩ２ 等の放射線用の結晶とすることが望まし

３…ドーピング処理によりつくられたｐ又はｎ層、

い。

４、５…電極、

【００２９】上記化合物半導体の表面には付着するドー

６…レーザーアブレーションにより作られた素子分離

パントを含む化合物はｐ型とするためには、Ｎａ２ Ｓ

溝、

ｅ、Ｎａ２ Ｔｅ等Ｉ−ＶＩ族化合物が好ましい。また、

７…γ線により発生した電子正孔対のうちの電子、

ｎ型とするためには、ＣｄＣｌ２ 、ＣｄＩ２ 等が好まし

８…γ線により発生した電子正孔対のうちの正孔、

い。
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９…高エネルギー放射線（γ線）、

【００３０】本発明によれば、熱プロセスを要すること

１０…紫外線レーザー（例えばエキシマレーザー）、

なく一連の工程で、不純物のドーピングによるｐｎ接合

１１…光学系（レーザー光ビームの強度調整、位置調

の形成から、アブレーションによる素子分離、端面処

整）、

理、或いは表面清浄化までが可能となるので、容易かつ

１２…レーザー光ビーム、

確実に放射線検出器を製造することが出来る。

１３…ミラー、

【００３１】図６は、本方法で製造したｐ−ｉ−ｎのＣ

１４…レーザー照射室の石英窓、

ｄＴｅダイオード構造の電流電圧特性を示す図である。

１５…レーザー照射室、

ここで、電極面積を２×２ｍｍ

２

のものとすると、順方

１６…基板ホルダー、

向には電極より電流の注入が生じて高い電流値が得られ
ている。一方、逆方向はリーケージ電流は少なく１ｎＡ
／ｃｍ

２

以下であることがわかる。これは素子分離及び

１７…圧力計、
40

１８…ゲートバルブ、
１９…真空バルブ、

素子端面の処理が有効に作用した結果であるものと考え

２０…真空蒸着容器、

られる、更に、本方法で製造した放射線検出器で放射線

２１…蒸着ヒーター、

のエネルギー分析を測定した図を図７に示す。コバルト

２２…真空バルブ、

−５７からの１２２ｋｅＶのγ線が分解能良く測定され

２３…真空計、

ていることがわかる。

２４…高圧ガス注入バルブ、

【００３２】本発明は、上記の発明の実施の形態に限定

２５…高圧ガスボンベ、

されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲で

２６…真空ポンプ、

種々変形して実施できるのは勿論である。

２７…ドーパントを含む化合物の蒸着層。

( 5 )
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