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表面原子の流れ制御による溶融微細加工法の研究
Formation of Silicon Protrusions via Surface Melting and
Solidification Under Applied Tensile Stress
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We modified the surface structure and composition of Si(111) by heating it to 1300 °C in
ultrahigh vacuum under an external tensile stress of ~1 GPa, applied by pressing on the sample’s
center. This process produced two protrusions, each ~100 µm high, to the left and right of the
sample’s center. Scanning Auger electron spectroscopy revealed Fe, Cr, Ni, and C impurities
at the top of one protrusion, and C at the top of the other. These impurities likely diffused
into the protrusions’ tops during heating, and segregated to the local surface during cooling
when the protrusions formed. We discuss the formation mechanism in terms of non-uniform
surface temperature, electromigration, piezoresistivity, freezing-point depression due to surface
alloying with the impurities, and volume expansion during solidification from surface melting.
This study gives a new perspective on controlling surface structure and composition using heat
and stress to induce self-assembly.
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下で原子拡散やエッチングなどの現象を利用し
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。
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第64回応用物理学会春季学術講演会, 2017年）
。

の際の真空度は<1×10 -9 Torrで行った。さら

以上の先行研究に着想を得て、本研究では
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表面原子が高温エレクトロマイグレーションで
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レーションで対流を形成した。ウェハへ印加し
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た引張り応力はウェハのたわみ量より計算した。
1300℃の加熱により表面近傍のSiが溶融し、
さらにエレクトロマイグレーションによる対流
作用で流され低温部分へ運ばれた。その溶融
Siは低温部で凝固し突起状の構造を形成した。
突起構造をオージェ電子分光法とFIB-SEMに
よる断面構造解析を行った結果、突起先端部
にはシリサイド結晶が堆積しており、さらに
EBSDの結晶方位分析では突起が単結晶構造
をしていることが分かった。
－以下割愛－
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