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Measurement of Lattice Strain Distribution of Striped Si02/GaAs Substrate
by X-ray Double Crystal Method

Takehiro MAEHAMA· Itsuki SHINZATO··

and Chushin AFUSO·

Abstract

Two measurement methods, slit-slide method and X-ray topography were applied to

measure relative lattice strain distribution of striped SiOz/GaAs. In the slit -slide

method the fine distribution of the lattice strain was not detected. because X-ray

beams through the slit of 26 p. m was too broad to focus on the area where the lattice

strain varied abruptly. On the other hand X-ray topographs showed clear contrast

which represents the lattice strain distribution. Each time X-ray incidence angle was

increased or decreased by several second of arc from Bragg angle the topograph was

taken. By comparing the contrast of these topographs, the lattice strain distribution

was determined. The results shows that the strain distributes in narrow areas (about

10- p. m width) along the borderline between d-stripe and r-stripe. The strain dis·

tri butes in the narrow area along left and right borderlines of the d -stripe from +
128" to -48"and from + 56" to -128". respectively. The difference of the strain dis·

tribution between the left and the right border areas shows that the lattice planes in

both border areas are tilted in opposite directions.

Key Words : X-ray double crystal method, Gallium arsenide, Silicon dioxide film,

Lattice strain.
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大きいとデバイスプロセス中に半導体基板向に紘位等

の格ｆ欠陥を発生きせ，衆子の特性に悪彫騨を'jえた

I)することが考えられる．また，この応力が格ｆ欠陥

を誘発きせるほど大きくない場合でも，将来，素子構

造の微細化が更に進んで行くと，それが素子作製プロ

セスや紫ｆの特性に与える彫瀞を無視できなくなるこ

とも考えられる．従って，半導体基板衣1mにjlﾄﾞｲﾊﾞする

物質の樋賦や形状，更にはその物質を唯欲するときの

条件群によって．’'2導体膿板表面の応ﾉﾉや縦の状態が

どのようになるかを測定し把握することも，ＩＣプロ

セス研究における一つのW[要課題と考えらｵしる．

これまで談新らはⅢSiO2薄膜が一様に｣''1鮒きれた

GaAs雄板の反りのIM1率分njI)，及びGaAs｣牌板に一様

に唯Wiされたsio2薄膜が，Ｆｉｇ．１に示すようなストラ

イプ状に粧形きれたときのノリ;板（以後これをストライ

プ状sio2/(j【IAS避板と呼ぶ）に発生する}片lzili2)をＸ

線２緋IV1法によりil1ll定する方法等を報11ルた.

この格｢盃の測定の報告２１では，siO2ﾊﾄﾞ脱が残さ

れた柵域（以後これをSiO2堆積術または(ﾙIlfと呼ぶ）

とSIO膠薄膜が除去された｜'１｢域（以後こｵLをSiO2除去勝

またはｒＩｉｆとIITぶ）との平均的な格子飛溌（以後これ

を1x均ｲ'1吋格子盃とⅡ１２ぷ）のil1ﾘ定をＸ線２紬,11,法の

ロッキンゲカーブのピーク分離を利川してｉｊう〃法を

示した．また，その測定法により，，１２均什1吋格’歪が

ストライプ状SiO2iiii膜のストライプ幅にⅨ比例して変

化する紬NLがi￥られた．その港察で，（''１ifとｒ,１冊の境

界に格riiiが災中しⅢそこから離れるに従い格l乙飛が

指数ⅡU数的に緩和して行くような歪分布を）j《唆した.

しかし，この彼分布を､f[接測定する方法については提

示していなかった.

本縦ｌ１ｉは，以_このように示唆された液分hiを，X線

２締iV1i｣（によるスリットスライド法とＸ線トポグラ

フィーとの組合わせによ})jllL定斌的にillI筵することを

月的としている．

d-stmpe

ii響iｉ
Ｓｉ

淫
(011）

FiglStructureoIstripedSiO2/GaA爵鳥I)ﾋﾟcinlen

ある｣|対称（十，一）平行配iitを示したものである．

第１；iIj1Mに波及拡がりﾉ1,-入2のＸ線があるﾉｲI度拡が

Ｉ)で入り)すると，第１結晶のそれぞれの点で，プラッ

グの灸('ﾄを満足するそれぞれの波長のＸ線のみが回折

きれ，第２緒,V,に入射する．第２総IHIの１回]折【iiiの間隔

が第１緋Ill,のそれと等しく，しかも第１緒Allの回折面

と第２紺,Ｈ１の回折IIIiとが平行になるようにセットされ

ると，第１紬A;,で[同|折され第２結,Ｖｉに入りＩしたＸ線は

すべてプラッグの条件を満足し回折きれる．従って，

その状態から第２緋1Wjを入射面（入４１Ｘ線と回折Ｘ線

とで形成するlni）に躯直な軸の周りでﾉfｲiにlmilh；させ

ると，そのIiil転角８と回折強度のllU係はＦｉｇ．２（b)に

>J《すようになる．このMII線をロフキングカーブイ回折

強度１１１１線）と呼んでいる．このロッキングカーブをガ

ウス'１１１致で近似すると次式のようになる．

'M…,(響璽Ｉ (１）

ここで8,,はブラッグノウ，ｕ'はロッキングカーブの半

|if〔$Ⅲ（ＦＷＨＭ）である．非対称（十，一）平行配置

におけるロッキングカーブの半値柵【し’は，緒ＩＭＩが完全

紬IMIであれば動力学的理論によ})与えられる:''、Fig.２

(ａ）の蛸１緒品のようにＸ線が低角入卿Ｉして満角で反

射する場合をＶ反射と呼び，第２緒&Aのように逆に高

角人４１で似ﾌﾟり反射する場合をＲ反射と呼ぶ．従って，

Fig.２（、）のような二結晶法の構成で，その回折面が

（４２２）iiiであるとき，｜(４２２）ｖ，－（４２２）ＲＩ

と衣す．このようなＶ－Ｒ配置のロッキングカーブの

半値0Mは一般に非常に狭くな})，（４２２）回折のと

きは３"となる．また，この賜合半Ｗｉｌｌ】Mは，第２結晶

の衣i1Iiの歪状態に対して敏感に変化するので，盃の検

1}{に利１１１きれる．Fig.３の櫛成の場合はＶ－Ｖ配臓と

２相対格子歪分布の測定原理

２．１Ｘ線２結晶法の棡成とロッキングカーブ

ストライプ状SiO2/GaAs基板の相対格子極分布の測

定は．Ｘ線２結晶法のロソキングカーブとトポグラ

フイーをfU111しているので，まず，Ｘ線２総IMI法の構

成とロッキングカーブについて説明する．（以下での

数Iili例はＧａＡｓ単結,W,にＸ線としてＣｌＩＫａ１をⅢいた

時の仇である.）

Fig.２（a）は，Ｘ線２結晶法の基本柵成の一つで
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呼ばれる．回折面が（４２２）iTiiであれば，｜(４２２)v，

－（４２２）､１と表す．このＶ－Ｖ配置では，Ｖ－Ｒ

配置に較べ一般に，ロッキングカーブの半値幅が大き

くなる．（４２２）回折の場合は19"となる．しかし，

この配置は図から分るように，第２結品から反射した

Ｘ線を乾板にほぼ垂直に投影できるので，第２結晶の

表面のＸ線トポグラフの撮影に利用される．また，回

折面が結晶表面に平行である時はＸ線の入射角と反射

角は等しくなり，Ｓ（対称）反射と呼ぶ．第１，第２

結晶共にＳ反射であれば，対称平行配置と呼ばれ，例

えば回折面が（４００）である時，｜（４００)蚤，－（４

００）、｜と表す．

ＦｉｒｓｔｃｒｙＢｔａｌ

Ｂｋノ

Fig.３Ａ（＋・－)．V-Vdoublecrystalarrangementin

X-raydoubIecrystalmethod．
Firstcrystal

〒==睾壼響 ２．３スリットスライド法による歪分布測定の原理

Fig.４（a）は，スリットスライド法の原理を示し

たものである．この図は，Fig.２（a)の第２結晶の手

前に細く絞ったスリットをセットしたときの第２結晶

部分の回折を示したものである．

まず，第１結晶から回折されたＸ線が，第２結品の

基準点となる点Ｏにのみ入射するようにスリットを

セットし，第２結晶を回転してロッキングカーブを測

定する．これをFig.４（b)のロッキングカーブＯとす

る．次に，スリットをｘ方向に任意の距離移動し，あ

る点ＰのみにＸ線を入射させ，ロッキングカーブを測

定する．もし第２結品が完全で歪が無ければこのロッ

キングカーブは，基準点Oのロッキングカーブと完全

に重なるはずである．しかし，点Ｏと点Ｐの回折面の

間にある歪の差があれば，点Ｐのロッキングカーブは

Fig.４(b)に示すように，その歪差に対応した角度△８

だけ点Ｏのそれからずれることになる.従って,スリッ

トをｘ方向にスライドする毎にロッキングカーブを測

定し，繋準点０に対するそれぞれの点の△８を求めれ

ば，相対的な歪分布が測定される．

そのときの歪分布の分解能はスリット幅と同程度で

あり，スリット幅内にある歪分布はその分布の平均値

として１１M定きれる．従って，歪分布をできるだけ精度

よく測定するためには，できるだけスリット幅を絞る

ことが必要である．しかし，スリット幅を絞りすぎる

と第２結晶(試料）への入射Ｘ線の強度が下がり，ロッ

キングカーブの測定が雑音に埋もれてしまい，測定が

できなくなるので，スリット幅の絞りはこのことより

iiiII限をうける．
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二二コ
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Secondcrystal
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Fig2SchematicrepresentatiomofX-raydoublecrystal

method(a）Ａ（十・一），V-Rdoublecrystal

arrangement．（b）Arockingcurveobtainedby

thearrangcment．
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３実験方法

３．１試料

相対格子歪分布の測定に用いた試料は,ＣＶＤ法(埖

稀温度350℃）によってＧａＡｓ（100）面上にSiO2ilii

膜が1000Ａ堆積された基板から跨開により仁切１１)し

た．この試料のSiO2薄膜をフォトリソグラフイによ

り，Ｆｉｇ．1に示すようなストライプ状に整形した．そ

の試料形状のサイズ及びSiOz堆積'１ｉｆ（djllf）とＳｉＯ２

除去jIl1i（「帯）のそれぞれの幅のサイズ等を表１に示

す．

Ｘ－ｒａｙｓ●

）Ｅ

-＞Ｘ

つ
(ａ）

TabIeLSizeoIspecimens

（SeeFigJforsymboIs）

Rockinganglea

（ｂ）

Fig4Schematicrepresentationofslit-slidenlethod(a）

ArbitraryX,raydiffractionpositionsarecbosen

bvsIidingthethinsIiL(b)RockingcurvesOand

PcorrespondtodiffractionpositionsOandPin

（a).respectiveIy､ReIativediffractionangIe△l9

oIPfromOrepresentsreIativeIatticestrainol

posilionP．

３．２スリットスライド法による格子歪分布の測定

この方法による相対格子歪分布の測定では，Ｘ線豆

結１W,法の構成は|(422)v，‐(422)R|配随（Ｖ－Ｒ配慨）

とし，試料は図５（a）のように，入射Ｘ線がストラ

イプの長さ方向に対して直交するようにセットした．

以下では，このようなセット法を直交入射と呼ぶこと

にする．

il1Ⅱ定は，２．３節で述べたように，入射Ｘ線を２６

/Anlのスリットで細く絞り込み，試料上の基準点と任

懲の位賦でのロッキングカーブのピーク位世のずれ/(Ｉ

△,をiIl定する．スリットの移動は１０浬mlliIl鞘で↑j：

なった．

２．４Ｘ線トボグラフのコントラストによる相対格

子歪分布測定の原理

Ｘ線２結晶法は，２．１で述べたように，プラッグ

の回折条件から伽かでもずれると急激に|可折強度が変

化する．従って，試料の表面に歪分布があれば，それ

に対応して，回折強度が敏感に変化する．この変化を

Fig.３に示したＶ－Ｖ配置で乾板に撮れば，表iiiの誰

分布をトポグラフとして観測することができる．この

ようなトポグラフを入射平面に垂直な軸に対して，試

料を数秒づつ回転きせる度に撮})，それぞれを比較解

析すれば，試料表面の歪分布を準定量的に測定するこ

とができる．しかし，このＸ線トポグラフは，拡人搬

影ができないので，分布の位置分解能は５浜、程度で

ある．

３．３Ｘ線トポグラフのコントラストによる相対格

子歪分布測定

ｄＪＩＩｆとrJIMfによる結晶表面の格子歪分布をＸ線トポ

グラフのコントラストから調べる．試料は｜(400)､，

‐（400)１配置にセットする．入射Ｘ線はスリット（Iii

600×縦600坪、）で小きく絞り込んでlUいた．リミ験は

以下の手順で行なった．

（１）ストライプに平行方向の格子液分布を測定す

るため，Ｆｉｇ．５（b）のようにストライプが入

射Ｘ線方向に対し平行になるように試料をセツ

SymboIe

[〃、］

ｃｂ ．ｔ

ｒ

SampIel 4350 4300 350 ０．１ 6０ １２０

Sample2 4350 4200 350 0.1 120 6０
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卜し(以下ではこのセット法を平行入射と呼

ぶ)，Ｘ線トポグラフを撮影する．トポグラフ

はコントラストの変化をみるため，試料を数秒

づつ回転させ，その都度撮影する．

（２）ストライプに直角方向の格子歪分布も測定す

るため，Fig.５（a）のような直角入射となる

ように試料をセットし，（１）と同様にトポグ

ラフを撮影する．

以上のＸ線トポグラフ撮影の回折面には，格子歪の考

察が容易になるように結晶表面に平行なく400）面を

用いたが，（422）面に対しても｜(422)v，－（422)v｝

配置にセットし，（400）面と同じ方法でそれぞれトポ

グラフを撮影した．

２
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２
４
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３０００１００２００

Ｂ１ｉｔｐＣｓｉｔユロ、ｘ（冴、）

（ｂ）

Fig6Distributionsofre]ativediffractionangle(a)for

sampleland(b)ｆｏｒｓａｍｐｌｅ２ｍｅａｓｕｒｅｄｂｙｔｈｅ

ｓｌｉl-slidemethod、DoublecrystaIarrangemenLis

l(422)v､－(422)RIasshowninFig2(a)ａｎｄＸ・

rayentersatrigbtangIeasshowninFig.5(a)．

(ｂ）

Fig5Geometricalarrangementsofspecimenforthe

measuremenLX､raybeamsenterthespecimen

（a)atrightangleor（b)paraIIeltothestripes．

r＝120〆、)，に対する試料上の位置とその位置の

ｲ|[|対回折角度△βの関係の測定結果を示したものであ

る．横軸は試料のある任意の位置を基準とした試料上

の測定位置を表わし，縦軸は，これも任意に採った位

置のロッキングカーブのピークの回折角を基準とし

て，それと測定位置のピークとの角度差（相対回折角

４実験結果及び考察

4．１スリットスライド法の測定結果

Fig.６（a)，(b)はそれぞれTablelに示したように，

dlMFとｒ帯の幅が逆の関係にある二つの試料，sampIc

l（。＝120,ｒ＝60/`2ｍ）とsampIe2（。＝60〃、，
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度）△βを表わしている．この測定での入射Ｘ線はス

リット（約26浜、）で細く絞り込んで用いた．

Fig.６(a)，（b)のいずれの△８の変化も，明らかに

djIif及びrililfの周期変化に対応した分布を示してい

る．この対応を明確に示すためそれぞれのグラフに対

応きせて，測定した試料の断面図を模式的に示した．

いずれの結果も，相対回折角度△０はｒ帯よ})ｄ補の

方が平均して約４"小きくなっている．この差を回折

面の面間隔の差として解釈するなら，（４２２）面は

ｒ帯より。梢の方がやや大きくなっていることを意I床

する．rlIifと。帯の境界での△０の変化は階段的になっ

ているが，それぞれの滞内の変化は非常に緩やかであ

る．それでも，。;IMrでは境界よりも内部の方が△８が

大きくなっているような傾向が，逆にｒ梢では内部の

方が小きくなっている傾向が見て取れる．しかし，こ

れらの△βの分布はそれぞれの梢の左右の境界で対称

になっていないこれは，△βが面間隔だけに関係す

るとすればその分布は対称となるはずであるので，△β

に回折面の傾きの変化の分布が含まれることを示唆し

ているものと思われる．一・万，1節にも示したように，

ロッキングカーブのピーク分離法によるilU定結果か

ら，ｄｌｌＩｆとｒｲlfの境界に格子歪が集中し，そこから離

れるに従い格子歪が指数関数的に緩和して行くような

歪分布を示唆した2)しかし，このスリットスライドの

測定結果には，境界附近で指数関数的に変化する△８

の明確な分布は見られなかった．これは，測定のため

のスリットの幅（26浬、）が，境界附近で指数関数的

に変化する歪の分布領域よりも大きいため，平均的な

i11l定結果になったためと考えられるスリット幅を１

脚ｍまで狭めて測定できれば，かなり精度よく境界に

おける歪分布が測定できると考えられる．しかし，ス

リットを狭めすぎるとＸ線強度が極端に減少し測定が

困難になる．したがって，このスライド法で歪分布を

糒度よく測定するには強力なＸ線源が必要となる

（a）のロッキングカーブ上の●印はそれぞれトポグ

ラフの撮影点であり，それらの点１．２，２，，３，

３，，４，４．，５，５．で撮影したトポグラフをその１１１１

級の周りに示した．

曲線のピーク点１でのトポグラフでは，ｄＷｆとｒ梢

の両粥とも一様に黒いコントラストを呈している．し

かし，両怜の境界線に対応して明確な白線のコントラ

ストがI見れている．これは境界部分の格子が大きく歪

んでいることを示すものである．

試料をそれぞれ＋5.8"，＋９"回転させた点２，３

のトポグラフでは，ｒ桁のコントラストが薄れている

が,ｄ補のコントラストはまだ残っている．しかし，

＋10.6"の点４ではｄ補もほとんど白くなっている．

このことは，ｒ帝と。帝の間に平均して数秒の角度差

の格子歪のあることを示している．この角度差を回折

ini（４００）MTiの間隔の平均的な差として解釈すると，

ｄ１ｉｆの耐間隔がｒ帯のそれよりも小きくなっていると

考えることができる．これは，ｓｉＯ２が堆積きれて

いるdjllfの表面近傍のＧａＡｓの格子は，ＳｉＯ２との

熱膨張率差により表面に平行な方injに引っ張られてい

るので,表面に垂直方向には逆に縮まるという解釈と

一致するまた，iMI述したスライド法の結果では，境

界よりもdJIMrの内部に行くに従って相対１回|折角度△８

が大きくなっていく傾向を示した．しかし，点２，３

のトポグラフでは，境界から内部に行くに従いコント

ラストが薄らいでいく，つまり相対回折角度△０が小

きくなっていく傾向を示している．これは，表面に平

行に応力がかかったとき，スライド法で用いた（４２

２）回折面と，トポグラフ法で用いた（４００）回折

面との間に，面間隔の拡がりにおいて逆の関係がある

ことを考えれば矛盾した結果ではない．

点２，３のトポグラフのｄ補とｒ帯の境界部分のコ

ントラストを更に詳しく観察すると，黒，白黒３線

のコントラストが明確に確認きれる．このようなコン

トラストは，djIMrとｒ帯の境界でしわのような格子歪

が生じていることを示唆する．この模式図をFig.８に

示す.格子面間隔は，。帯の平均値ａ。より小さくなり，

餓小値ａｍ１ｍを経て，急激に増大し最大値ａ…を経て

ｒ帯の平均値ａ『に減少する．このような面間隔の変

化があれば，境界には任意の面間隔に対して同じ面間

隔の箇所が必ず二箇所存在する．従って，境界のある

耐間隔にプラッグの条件が満足する回折角度で撮った

トポグラフは，黒の二重線，つまり黒，白黒の３線

のコントラストが現れることになる．

４．２Ｘ線トボグラフによる格子歪分布の測定

Fig.７に試料（samplel）を｜(400)鼠,-（400)ｓｌ

配置で測定・撮影したロッキングカーブとＸ線トポグ

ラフを示す．試料の。帯とｒ梢の幅は，それぞれ。＝

60,「＝120浜ｍである．。帝とｒ帝の幅を異なる値

にしたのは，トポグラフのコントラストがいずれの帯

に対応するかの判定を容易にするためである．

Fig-7（a）はFig.５（b）に示す平行入射となるよ

うに試料をセットしたときの測定結果である．Fig.７
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Fig. 7 (a) Contrast changes of X-ray topograph of sample 2 due to increasing or decreas

ing of diffraction angle for parallel entrance X-rays as shown in Fig. 5(b).

Topographs were taken at numbered dots on the rocking curve. respectively.

Double crystal arrangement was 1(400)9. - (400)91 ..
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Fig. 7 (b) Contrast changes of X-ray topograph of sample 2 due to increasing or decreas

ing of diffraction angle for right-angle entrance X-rays as shown in Fig.5 (a).

These shown topographs were taken at numbered dots on the rocking curve.

respectively. Double crystal arrangment was 1(400)8, - (400) 81
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化を示している．点３，（－８"）までは＋方向の場合

とは逆にｒ帯の方が黒いコントラストを保ち点４．（－

１１"）以下の角度では両帯とも白くなり，境界部分の

黒いコントラストだけが残っているこのコントラス

トも点６，（-68.8"）まで観測され，点７，（-84.6"）

以下では観測きれなかった．従って，模式図Fig.８(a）

で示した，格子面間隔の筬大値ａ…に対応する相対

回折角度の最小値は△０mm＝-77"となる．

以上の考察から，ｒ帯から。帯にわたっての（４０

０）面の格子面間隔の歪分布を推定して相対回折角度

分布として表すとFig.８(b)の曲線ａのようになる．

境界部分の歪分布の広がりを約10/1ｍ程度に描いてあ

るのは，境界部分のトポグラフのコントラストの広が

りより推定した．

Fig.８(a)に示した境界部分の格子歪のモデルには，

格子面の傾斜歪αも示きれている＿しかし，この傾

斜歪はストライプの長き方向を軸として回転した（４

００）面の回転角として現れるので，Fig.５（b）に

示すような平行入射にセットしてトポグラフを撮る場

合は,この傾斜歪はコントラストに影響を及ばさない

そのため以上の測定では，面間隔の歪分布のみが測定

されたことになる．

次に,傾斜歪分布も含む測定結果について考察する．

Fig.７（b）はFig.５（a）に示すようにストライプが

入射Ｘ線方向に対し垂直になるように試料をセットし

た直交入射のときのＸ線トポグラフの撮影結果であ

るこの場合の試料の回転角△８に対する。帯，「帯

のコントラストの変化の様子と境界部分に強いコント

ラストが生じている状態は，前述した平行入射セット

の場合とほぼ同じである．

直交入射のトポグラフのコントラストが平行入射の

場合と決定的に異なるのは，回転角△０に対する境界

部分のコントラストの変化の状態である．平行入射の

場合は，Fig.７(a)から判るように，試料の回転△０

に対して，。帯（またはｒ帯）の両端（境界部分）の

コントラストは，全く対称的な変化を示している．こ

れに対し，直交入射の場合は，Fig.７(b)から判るよ

うに，試料の回転△８に対して，。帯（または「帯）

の左右の境界部分のコントラストは，非対称的に変化

している．

この非対称の状態を具体的に説明する。帯の左右

端の黒いコントラストは，Fig.７(b)の点４（＋11.2"）

では両端とも明確なコントラストを呈しているが，点

５（＋48.2"）では右端のコントラストがほとんど梢

ﾆｧｳﾞﾂﾞ雪|蜜||雲;菱！
＄a｡

4０－３０－２００２０３０４０【垣

(ａ）

岩型

Ｉ
VＩ

(ｂ）

Fig8DistributionsoftheIatticestrainobtainedby

theX-raytopograpｈｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ７（a）ａｎｄ

（b）

（a)Schematiccross-Sectionofthesample2with

spacingandtiltingstrainoflatticeplanes．

（b）Curvesa,ｂ,andcarespacingstraindis-

tributionobtainedfromFig7(b),ａｎｄｂ－ａ,re

spectively．

境界部分でのコントラストは，試料を＋方向に

69.8"回転きせた点６まで観測され，点７（＋84.4"）

以上の角度では消滅した．これは歪の模式図で示した

格子面間隔の最小値ａｍｉｎが点６と７の間にあること

を示すものである．従って，境界部分での格子面間隔

の歪による相対回折角度の最大値は△０ｍ.←77〃（点

６と７の平均値）となる．

試料を一方向に回転して撮った一連のトポグラフの

コントラストも，Fig.７<a)から判るように，。帯と

ｒ帯を入れ替えてみれば十方向の場合とほぼ同様の変
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減状態となり，点Ｒ（＋51.2"）では完全に消滅した．

しかし，左端のコントラストは点７（＋120.2"）まで

観測ざれ点８（136"）で消滅した．逆に，負（－）方

向の回転では，。帯の左端のコントラストの方が先に

点Ｌ（-148.2"）で消滅し，右端は点７，（-120.8"）

まで観測され，点８，（-136"）で完全に消滅した．

以上の様な，直交入射の場合のコントラストの変化か

ら格子歪分布を推定して，相対回折角度△０の分布と

して描いたのがFig.８(b)の曲線ｂである．

次に，このFig.８(b)の曲線_bが非対称になってい

る原因について説明する．直交入射の場合，Ｘ線の入

射角を変化させるための試料の回転軸は，ストライプ

の長き方向と平行であるので，Fig.８(a)に示した。

帯の左右両端での（４００）面の傾斜歪角αの回転

軸と一致する．そのため，傾斜歪角αは，Ｘ線の入

射角度に直接加わることになる.この事を考慮すると，

格子歪のない（４００）面のプラッグ角ＯＢからの格

子歪によるずれ，つまり相対回折角△０は

定することがきた．しかし，これらのピークの相対位

置については，この実験では判定できなかった．従っ

て，曲線ａ，ｂの差として表きれた曲線ｃは，曲線ａ，

ｂのピークの相対位置に大きく依存するので，傾斜歪

αの定性的な分布として解釈すべきであろう．

５．まとめ

ストライプ状SiO2／ＧａＡｓ基板の相対格子歪分布

を，Ｘ線２結晶法のロッキングカーブのピーク位置角

度の測定位置に対する変化の測定（スリットスライド

法）とＸ線トポグラフのコントラストの変化の観測よ

り測定することを試みた．その測定結果から，ストラ

イプ状SiO2/GaAs基板の歪分布に関する次のような知

見が1\られた．

（１）スリットスライド法では，回折Ｘ線強度を検出

限度以上に保つ必要があったため，スリット幅を２６

坪、以下にすることができず，位置分解能もそのため

制限を受けた．従って，SiO2薄膜が残された帯域（。

帯）とSiOz薄膜が除去きれた帯域（「帯）との狭い境

界領域の急俊な歪分布を検出することはできなかっ

た．しかし，。帯とｒ帯の平均的な格子歪差とそれぞれ

の滞域の緩やかな格子歪分布を検出することはできた．

（２）Ｘ線トポグラフ法からは次のような知見が得ら

れた．まず，。帯とｒ帯の境界領域（約10浬、）にし

わの様な歪分布がある．その歪のなかで（４００）面

の面間隔の歪は，相対回折角度で＋77"から-77.の範

囲に分布し，その分布は。帯の左右の境界で対称であ

る．また，（４００）面の傾斜歪も含めた全歪分布，

。帯の左の境界領域では＋128"から-48"，右の境界

領域では-128"から＋56"と非対称となった．これよ

り左右の境界領域で（４００）面の傾斜歪が互いに逆

方向であることがわかった．

以上，示したように，Ｘ線トポグラフの測定結果か

らは準定量的な格子歪分布が１N！定されたが，格子歪分

布を更に正確に測定するために，測定位置の分解能を

いかに上げていくかカミ今後の課題である

最後に，本研究に対し試料を御提供頂きました三菱

マテリアル株式会社中央研究所の富山能省工学博士に

謝意を表する．

△0=α-2ﾕﾆ21tanQ
Cb

(２）

と表せる．ここで第２項は，格子歪のある回折面の面

間隔ａｓの格子歪のない面間隔ａｏに対する相対変化を

相対回折角△βに換算したものである．従って，この

項は，傾斜歪の影響を受けない平行入射で測定された

Fig.８(b)の曲線ａに対応するもので，対称な分布を

している．一方，Fig.８(a)に示すように，（４００）

面は。帯の左右両端で，傾斜が逆になっていると考え

ると，曲線ｂの非対称性を巧く説明できる．つまり，

左右両端の面傾斜が逆になっているため，傾斜歪角

αは,図に示したＸ線の進入に対して,左端では正で，

右端では負として（２）式の△０に加わることになる．

従って，曲線ｂは傾斜歪αの非対称性によって非対

称となる．なお，傾斜歪αの分布は曲線ｂから曲線

ａを引き算すれば求められ，曲線ｃとしてFig.８(b）

に示した．

以上で説明したFig.８(b)の歪分布曲線ａ，ｂは，

トポグラフのコントラストの変化より求めることがで

きたそれぞれの曲線の△βの最大値と最小値及び。帯

とｒ帯の平均値をもとにして作成した．このとき，こ

れらの各曲線のピーク位置については，「，。両帯の

境界の約10解、の範囲にあることはトポグラフから判
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