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Measurements of the Lattice Constant Difference

between Epitaxial Layer and Substrate

by a New Bimetallic Structure Model

Takehiro MAEHAMA. Hiroaki MIYAZATO

and Chushin AFUSO

Abstract

A bimetallic model is proposed in measurement of very small difference rate of

lattice constant L:::.. ala btween epitaxial layer and the substrate of the epitaxial

layer/substrate structure. It is predicted theoreticaly that L:::..a/a of the specimen can be

measured up to the order of 10-7 by this method, if the epitaxial layer is thicker than

3/1. m.

The method is applied to non-doped GaAs epitaxial layer I Cr-dopcd GaAs

substrate strucrc. L:::.. ala of the specimen is 1.7 X 10-6 and the lattice constant of the

non-doped GaAs is slightly larger than that of Cr-doped GaAs. The concentration of Cr

(9 Appm) obtained from this lattice constant difference does not agree with the doping

concentration of Cr (OJ - 0.5ppm) in the substrate. This suggests that some other lattice

defects are contained in the specimen.

The method can not be appled to the specimen with the scratched surface, because

such specimen warps abnormally with reducing the thickness.

Key Words: Epitaxial layer, Lattice constant, Warpage, X-ray double crystal

method, Gallium arsenide
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それらの不純物の種類や濃度鑑によるもので，一般

にその格了･定数農は小きく，結Ａｌ,成長において!|$に

問題はないか仁児える。ところが，半絶縁性ＧａＡｓ

基板化にＧａＡｓの活性屑をエピタキシャル成投した

ホモエピタキシャル基板は，尚速動作をするＩＣ挫

板としてiii;目きれ，将来は集械密度が超ＬＳＩレベ

ルまで上がっていくものと考えられる。このような

高集積状態になってくると，基板一エピタキシャル

層'111のわずかな格子定数の差であっても，ＩＣの製

造プロセスやその特性に重要な影瀞を与えるものと

考えられる。それゆえ，ホモエビタキシャル雌板の

基板一エピタキシャル欄間格子定数藻も，できるだ

け精密に測定しておく必要があろう。

一般に，エビタキシャル基板のような二愈榊造の

各層ＩＭＩの格子定数の鐺は，エピタキシャル牌の1Ｍさ

や各牌lll1の格子定数雄がある種度人きいものであれ

ば，Ｘ線二結晶法によるロツキングカープのピーク

分離角から測定することができる3)。以下，この方

法をピーク分離法と呼ぶ。しかし，この方法には，

エピタキシャル層が非常に薄くなるか，格子定数差

が小さくなってくると，ロツキングカープのピーク

分離がｲﾐ明確となることに起因する測定限界があ

る。例えば，ＧａＡｓのエピタキシャル基板に対して，

ＣＵＫα,による（422）回折を用いるとき，格子定数

の差率△a/ａの測定限界は，10-s程度である。

本論文の目的は，新しく提案したバイメタル法を

用いると，エピタキシャル雅板の△a/ａのillI定限界

をロッキングカーブのピーク分離法に比べて２桁程

度小さくすることができることを示すことである。

以下，§２でピーク分離法の限界について説明し，

§３でバイメタル法を提案し，その原理を説明する。

§４では，ＧａＡｓエピタキシャル基板のバイメタル

法による実際の測定方法とその測定結果を示し，

§５でそれらの結果の考察を行い，§６にまとめを示

す。
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(q） (b)ROCKINGCURVE

Ｆｉｇ．１PrincipIeoItheXraydoublecrystalmethod
tomeasurethelatticeconstantdifferencebe‐

tweenepitaxiallayerandthesubstratefrom
peak-seperationoftherockingcurve．

子定数をａとし，エビタキシャル層と基板の格子定

数雄を△ａとすると，、エピタキシャル風及び雄板の

それぞれのロツキングカープの分離角は，

△β＝（△a/a）ｔａｎＯｂ (1)

で表わされる。ＯＢはプラッグ角を表わす。(1)から

わかるように，エピタキシャル基板から得られた

ロッキングカーブが明確なピーク分離を起こしてい

れば，これより△０を測定し，(1)式から，△a/aつ

まりエピタキシャル層と基板間の格子定数の差率を

決定することができる。

△８

＝３．０

（q）（b）に）

Ｆｉｇ．２RockingcurvesofGaAsepitaxiallayer／
GaAssubslratestructurecalcuratedby
superimposingtwoGaussiandistribution
curves、EacholtwoGaussiandistribuUon

curvesexpressesrocMngcurveolthe

epitaxiaIIaverandthatofthesubstrate

respectiveIy△Odeterminedlrom△ａ/a・
ｗｈｉｃｈｉｓｄｉlIerencerateofIbelattice

constantbetweentheepitaxiallayerandthe

substrate.(a)△a/ａ＝８．１×１０~(｝.(b)△a/ａ
＝Ｌ１ｘ１０~5．（c)△a/ａ＝Ｌ６ｘ１０５

§２ピーク分離法の限界4）

Ｘ線二結晶法の第２結晶（試料）として，Ｆｉｇ．１

に示すようなエビタキシャル基板を考える。この第

２結髄を回転してえられるロッキングカーブは．エ

ピタキシャル層で回折されるＸ線によるロッキング

カーブと埜板から回折されるＸ線によるロッキング

カーブが重なったものとして測定される。基板の格
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このピーク分離法の測定限界を，具体的な数値計

算で説lﾘIする。第２結晶をＧａＡｓエビタキシャル堆

板とし，測定に用いるＸ線をＣｕｋａ１とする。回折

面は（422）面とし，エピタキシャル層及び唯板か

ら回折されるそれぞれのＸ線強度は等しいものとす

る。それぞれのロヅキングカーブの強度分布はガウ

ス分布関数であるとし，その分布の半(１h幅は，

ＧａＡｓが完全結品である場合の2.2秒を用いる。以

上の仮定に基づいてＦｉｇ．２に△a/ａが，（（１）８．６×

10-6,（b)1.ｌｘ10~５，（ｃＬ６ｘ１０－５のそれぞれの場合

について計算したロッキングカーブの形を示した。

その111面の''１１率半径Ｒは次式で表わされる。

Ｒ＝(ａ／△ａ）ｔ芯/(６．（１－．)） (２）

ここで，ａは雅板の格子定数，△ａは基板とエピタ

キシャル牌''１１の格子定数である。Fig.３では，維板

よりエピタキシャルIWiの格子定数が△ａだけ大きい

と考えている。また，ｄはエピタキシャル層の厚さ，

tはエピタキシヤル錐板全体の厚苔を示す。(2)式は，

バイメタルのそりの１１１１率半径を導出するときと|可様

な考え方で蝋出することができ，その導出について

は付録に示した。

基板のそり角⑩を，Fig.３に示すように定義する

とそり角`Uは，基板の長さノと曲率半径Ｒの比であ

るから，(2)式より

ｅＤｌＴＤＸｌｎｌｎＶ

⑩＝ｌ／Ｒ＝６(△a/a)。(t-d）ｌ／t３ (3)

と表わせる。この式から，そり角Ｃｕとエビタキシャ

ル基板厚さtとの関係を測定すれば，格子定数差率

△a/aを決定することができる。

式(3)に，具体的な数値を代入して，そり角⑩と基

板厚ざtとの関係をエピタキシャル層厚さ。をパラ

メータにとって計算し，グラフにしたのがFig.４で

ある。この計算では，エピタキシャル屑と基板の格

子定数差率△a/aを106とし，基板の長さｌを５mmと

してある。

Ｆｉｇ．３SchematicilIustrationofthewarpａｇｅｏｆａｂａｒ
ｏｆｔｈｅｅｐｉｔａｘｉａｌｌａｙｅｒ／substratestructure．

これから，△ａ/ａが1.1×10つ以下になると，合成

されたロッキングカーブのピーク分離が不明確とな

り，△０を測定することが不可能になることが分か

る。実際の結晶には転位が存在したり，不純物分布

の不均一などがあるため，ロッキングカーブの半値

幅は，完全結晶の2.2秒より大きくなり，△ａ/ａが

1.ｌｘ10-5より大きい値で，ピーク分離が不明確に

なると考えられる。

このことから，ピーク分離法によるGaAsエピタ

キシャル基板の格子定数差の測定限界は，△a/ａが

10-5程度と考えるのが妥当であると思われる。
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§３バイメタル法の原理4）
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Ｆｉｇ．４Graphsshowingthetheoreticalrelation
betweenthewarpageangle②ｏｆａｂａｒｏｌ
ｅｐｉｔａｘｉａｌＩａｙｅｒ／substratestructureandthe
barthicknessLaccordingtoequation(3)．

Fig.３にエピタキシャル基板のそりの模式図を

示してある。このエビタキシャル基板のそりは，基

板とエピタキシャル層の格子定数の違いによって生

ずる。この基板のそりが円筒面状であるとすると，
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人だエピタキシャル鵬板より，I1101iIiiへき開によ

}〕切り'１lした』脾板のエッチビヅト密度は5.9-6.ｌ

ｘ101(、2で，Ｓドープ牌のキャリア密度は2.8x

10I7cm-3である。そりの測定は，同一エピタキシャ

ル堆板の異なる場〃『より切I)出した二つの試料Ａ，

Ｂに対して行った。FiR、５に拭料Ａの形状と構造を

示す。試料Ｂの形状と榊造は，試料踵（ｌ＝4.23x

lO3ハ、）と試料幅（ｂ＝L21x103解、）が少々異

なる以外は，拭科ＡとlD7Iじである。

Epi↑oxiqUqyer：。＝３仏、

Fig.４から分かるように，行''１１線は，（の減少と

ともにそI)角`Uが火きくなっていくが，【＝１．５．の

とき股火となり，それ以後は（の減少とともに急激

に(・も小さくなっている。ｔの減少とともに②が

急激に減少する領域は，エピタキシャルlinilPさに対

して基板の厚さがiWi〈なったため，エピタキシャル

l鰯を圧縮するﾉﾉがﾘﾘまり，そりが小ざくなったこと

を意味する。

次ぎに，この計算結采に基づいて，格子定数差率

の測定限界について考える。§４で説明するように，

そり角皿の測定は，Ｘ線二結晶法を用いて0.5秒程

度まで可能である。一方，試料の厚さｔは，ＧａＡｓ

の場合非常にもろいので50β、程度が試料を扱う限

界と考えられる。この二つが，バイメタル法の測定

限界を規定する主な要因である。Fig.４で，エピタ

キシャル層厚さ。＝３戸ｍの曲線に着目する。ｔ＝

50浬ｍのとき②は約８秒であるので，Ｉと⑩の

関係は，（＝50坪ｍ－ｌ５Ｍｍの範囲で容易に測定

できる。すなわち，エピタキシャル基板のエビタキ

シャル廟1\ざが。＝３/ｕｍの場合，格子定数の差

率△a/ａ＝106台は，’'１１題なくillll定できることを示

している。格子定数の擴率が一桁小さくなり，

△a/a＝107になると，⑩の値もl/10になるので，ｔ

＝50浬ｍのときは約0.8秒とな}〕，ｔと“の関係を

測定できる限界となる。また，エピタキシャル層厚

さ｡が大きくなると`Ｕも大きくなるので，エビタキ

シャル層LIさが｡＝３浬、以上の１Ｍざであれば，以

上の考察から△a/a＝107台の測定は容易にできる

ことになる。

曲率が同じでも，試料の長さｌが大きければそり

角“は大きくなるので，格子定数の差率の測定限界

を広げるために，’を大きくすることも考えられる。

しかし，試料の長さｌが大き過ぎると，試料を薄く

していくときそのＭさが均一にならず，試料のそり

が円筒面状から大きく外れるため，(3)式が適用でき

なくなる。従って，試料長’には適度な長さがあり，

５mm程度が扱いやすい長さと考えている。

31｣、

2.714ｍ

OＡＳ

１，，Ｐ、：

1.2

ＥＬに

Ｆｉｇ．５Theepiiaxiallayer／substratestructureoI
specimemA，

試料のそり角は，試料をエッチングでシンニング

レ極々の試料UAさに対して測定した｡試料のシンニ

ングは，エピタキシャル肘表面をビセインでテフロ

ン板に接精すると|可時に，拭料の側面をもピセイン

でマスクし､雅板の表面のみをエッチングすることに

より行った｡使用したエッチャントは,鏡面エッチン

グ用エッチャント(5H2SO,＋111202＋11120)である。

Ｘ

】ｅＴｅＣＴＣ

Ｆｉｇ．６１１１ustrationofthemeasurementmethｏｄｏｌｔｈｅ
ｒｏｃｋｉｎｇｃｕｒｖｅｓｏｆｔｈｅｗａｒｐingspecimenwith
epitaxiallayer／substratestructure

試料の厚苔の変化に対するそり角の変化は，Ｘ線

二結品法によるロツキングカープの半値幅の変化と

して測定した。Fig.６にロッキングカーブの測定に

用いた第一結品と試料の配１１M図を示す。Ｘ線源は

ＣｕＫａｌで，非対称平行配慨，｜(422)､,－(422)ＲＩ

である｡Fig.６に示してあるように,ロッキングカー

ブ測定の際，Ｘ線は試料のエピタキシャル層表面か

§４実験

４．１実験方法

実験に用いた試料は，Ｃｒ－ｄｏｐｅｄＳＩＧａＡｓ（100）

基板上に，ＧａＡｓのノンドープ厨２．７浬、，Ｓドー

プ層0.3脚ｍをクロライド法による気相成長法で積
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ら人９．'させ，試料(第二締[ﾄﾑ)令Miに一様に1M(射され

るよう注葱した二また．必要に応じて,試料のそ})の

方li1を判定するため，｜(422)ｖ,－(422)Ｔｌ配irjで

エビタキシャル層表imのＸ線トポグラフを搬彩したう

４．２実験結果

Fig.７は，試料Ａの厚さに対するロッキングカー

ブの変化を'jきしたものである。試料１１／さtの減少に

ともない。ロッキングカーブの'１t(,llI1liiiが大きくなっ

ていることが分かる。これは，試料が薄くなるに従

い，試料のそりが大きくなっていることを示してい

る。エビタキシャルノ,L板から切Ｉ)H1したままの!;ﾊﾞﾈ:｝

（以下，初期試料と呼ぶ）は，ｔ＝463浬、と｣|i常に

厚いので，試料のそりはほとんど生じていないと考

えられる。.しかし，そのロッキングカーブ（Fig.７

ia)）の半値幅3.4秒は理論値の2.2秒より大きくなっ

ている。この半値幅の広がりは，試料のエッチビッ

ト密度（転位密度）が約6xlOlCm2と大きいために

生じたもので，３浬、のエピタキシャル層の存在の

ために起こった，試料のそりによる広がりではない

と考える二従って，この初101試料のそり角⑩をゼロ

とすると，エッチングによって柳〈した試料のそり

/O(Uは，そのｌＰさのロッキングカーブの半値幅から

初)ルヒ料の半値IIjmを旅し引いたMiと見なすことがで

きる。FiH､７に示した各厚さに対･するそり角くりの値

は以上の考え方に）像ずくものである。

Fig.８は，試料ハとＢのロッキングカーブの半値

Illmと|Z逃した方法で求めたそり/I〕“を試料厚ざにj(lｆ

してプロットしたものである。その図で，○と△印

はそれぞれ試料Ａ，Ｂの半値幅（ＦＷＨＭ）を，●

と▲111は。それぞ゛れ試料Ａ，Ｂのそi)角⑩を表わす。

このそ})角のilﾘ定位を，理論式(3)へ回帰させること

により，エビタキシャル基板の格子定数叢率△a/ａ

は，１．７ｘｌＯ６が１１｝られた。Ｆｉｇ．８に実線で示した

理論仇は，回帰解析法で決定した△a/ａ＝1.7×１０６

を(3)式に代入し，iil･算して示したものである。これ

より，ｔに対するそ})角の測定は，ほぼ(3)式にした

がっていることが示された。
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Ｆｉｇ．８ＦＷＨＭａｍｄａｎｇｌｅｏｆｗａｒｐａｇｅ⑩asfulDctiorlsof
thethickmessLSymboles○ａＩｕｄ△ｓｈｏｗ
ＦＷＨＭｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎＡａｎｄＢ、respetively，
Svmboles●ａｎｄ▲showtheangIesof

warpageofspecimenAandBrespectively･
Tbetheoreticallineisobtainedlromequation

（３）ｆｏｒ△ａ/a＝Ｌ７ｘ１０６．

Ｆｉｇ．７ＴｈｅｖａｒｉａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＦＷＨＭｏｆｔｈｅｒｏｃｋｉｎｇ
ｃｕｒｖｅｏｆｔｈｅｓｐｅｃｉｍｅｎＡｗｉｔｈｃｈａｎgingthe
specimenthicknesst･Theangleofwarpageof
eachspecimenisobtainedfromdifferenceof
FWHMbetweeneachspecimenandthe
staringspecimen（t＝463浜、)．
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1:}はFig.１０(b)のように平らにな')，そのためFig.９

'１)Iのように,卜(１h$Mが減少することになる虹に堆板

を薄くすると，Fig.10(c)に示すように試料は岐初

とは逆にそって行く。そのため，半値幅は，ｔの減

少とともに岐初とは逆に噸大して行くことになる。

以上の解釈は，Ｆｉｇ．８に示した試料Ｂのtと半値幅

のllU係を示すltJili1と定性的に一致する。

§５考察

ＦＩＲ、８にぷされた，拭料Ａに対する試料１１/さtと

半他輔との関係は，ｔが'１､きくなるとそりfflが大き

くなるので半値幅も広がるという考えと合致する結

果となっている。しかし，試料Ｂに対する結来は，

舷初ｌの減少にともない半値幅もi成少してゆき，あ

るｔ以下になると急に半値幅が1W火する，一)､ﾘW輪

と矛11Wする変化を示している。この結果について以

下で考察する。

'二:雌
5脾、 脾、

(q）

(b）

(c）
０７

９＝５．０－６．０＝--1.0

（b）

0＝Ｏ

（o）

ＦＩＲ・10 Schematicillustralionoftbewarpage

variali()ｎｏＩａｓｐｅｃｉｍｃｎｏｆｅｐｉｔａｘｉａｌＩａｖｅｒ／
substratestructurewithreducingspecimen
lhickncss．（a）startingspecimen・warped
oppositdirection．（b)llattedbvreducing
thickcssand(c)warpedbvfurtherreducing
thicknGss．

Fig.９RockingclwesｌｏｒｓｐｅｃｉｍｃｎＢ（a）starting
爵ｐｅｃｉｍｅｎｔ－Ｉ６５坪、ａｎｄ（ｂ）ｔ＝１４０/２，．

FiR、９に，試料Ｂの初期試ﾈ;'1＝465浬、と（＝

140ハ１，にしたときのロッキングカーブを示した。

初期拭料の半値幅は６秒とかなり大きく広がってお

り，これを転位密度（約6×101(Ｙｍ２）だけの効果と

考えるには無理がある。従って，この半値幅の広が

I)は，エビタキシャル牌を形成する以前に，紘位分

布や不純物分布等の不均一により，唯板そのものが

少々そっていたため，エピタキシャル属形成後も，

Fig.１０('1)に示すような，そりがﾀﾞRっていたためと

考える。後述するが，ノンドーブのエビタキシャル

層は，Ｃｒドープの唯板より平均して格子定数が大

きいと夢えられるので，エピタキシャル層は唯板よ

りI{÷縮ﾉﾉを受けることになる。従って，Fig.10(a）

に示されたそl)を小きくする方|ｲﾘのIHIげモーメント

が働いているので，その基板を薄くしていくと，‘式

拭料Ｂに対する試料厚さ(とそり角《Uの|M1係は’

一上述したように初)UI試料がもともと反対側にそって

いたため，初期拭科の半値幅を基準とした各tに対

する半値幅の変化の絶対値をそ})角`．と見なして，

FiR．８に▲印でプロットしてある。これは，［＝４６５

－ル10〆、の範'1Mでは理護''１１級とほぼ一致している。

ところが，ｌ＝102,`１ｍでは半(１h幅が急に墹ﾉ〔して，

(･のilllI定植は⑩－ｔの理論１１１１級から大幅に逸脱して

いる。この逸脱の原因は．Fig.１１に示したロッキ

ングカーブの形状からある程度推測できる。

Fig.１１のいずれのロッキングカーブにも三つの

ピークがみられる。このことから，試料のそりが均

一なIJI筒面状でなく，Fig.１２に示すような，α，β，

,のミつの領域に分かれるようなそりが起こってい
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、

、
■

(o）

(ａ）

皇1hlm
｡ ユｍｈＩ］

(b）（ＳｅｃＯｆｑ｢C）

(ｂ）に）

Ｆｉｇ．１１RockingcurvevariationofspecimeｎＢｗｉｔｈ
ｒｅｄｕｃｉｎｇｔｈＧｓｐｅｃｉｍｅｎｔｈｉｃｋnesslInder
abnormalwarpageoccurrence・

ると考えることができる。このようなそりのｌｉ(因と

しては，Fig.］２に示してあるように，試料１Ｍざに

不均一が生じたこと，あるいは試料表面に傷がつい

たことが考えられる。更に，Fig.１１のロッキング

カーブの三つのピークが明確に分離していること．

試料厚さが薄くなるにつれてピークはそれほどプ

ロードにならず，ピークの分離角が増大すること等

を考慮すると，このそりの異常は，試料表iiiの傷が

主な原因であるとlIli1Uされる。

Hｈｉ
(ｃ）

ⅡＰ･■

(。）

ＳＣＲＡＴＣＨ Photolx-raytopographsofspecimeｎＢｔａｋｅｎｗｉｔｈ
（422）rel1ectingplane(a)stalrtingspeciment
＝Ｉ６５ＪｕｎＬ（b）ａｎｄ（c)；ｔ＝６８浬、,ｔｈｅｅａｃｈ
ＩｏｐｏｇｒａｐｈｌａｋｅｎａｔｔｈｅｐｅａｋＩ〕ａｎｄ（IiIBthe
rockiI1gcurveinFig」ｌ(c)．respectiveIy．（｡）
thespecimenaItertheepitaxiaIlayerhasbeen
removed

原因が，試料をijii片化する過程でつけられた表ｍの

傷であったことが確認された。従って，拭料衣、に

つけられた少々の傷でも，バイメタルモデルの理論

値から大幅なずれを生ずるので，バイメタル法の適

用にあたっては，試料表面に傷をつけないよう十分

注意する必奨がある。

Ｆｉｇ．１２ SchemalicillustrationofLheabnormal

warpageduetoeitherscratchｉｎｇｌｌ】esurlace
olspecinlenorunlmiformiｔｙｏｌｌｈｅthickness．

以上の椎il1ﾘを砿かなものとするために，試料Ｂの

初期状態（（＝465浬、）と異常なそりが起こった状

態（t＝68"、）のときの，それぞれのエピタキシャ

ル層表面のＸ線トポグラフを比較した。Pholol(a)が

初期試料のＸ線トポグラフで，試料表面に特別な傷

がないことを示している。Photo]化)，（c)はl＝68浬、

のときのトポグラフで，それぞれFig.11に)のロッ

キングカーブのP及びｑ点に回折条件を間定して撮

影したものである。Photo'㈹)より，コントラスト

が明確に３領域に分離していることが分かる。その

コントラストの境界には，Ｐｈｏｔｏｌｌａ)では観測きれ

なかった傷が発ＬＬしていることが認められる。この

ことから，（＝102』(、以下で起こった異常なそりの

ｘ-｢oys

,Ⅷiｉ ））
へPLATE ０－

に）（o）（b）に）

Fig.１３Judg巴nlemtmethodofthewarp【lgedirectionby
thex-raytopograpｈｓａｎｄｔｈｅｒｏ仁kingcurve．
（a)convexspecimen(b)concavespecimen(c）
rockingcurvefor（a）ａｎｄ（b)．
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たﾉﾑ板ＧａＡｓとエビタキシャルＧａＡｓにおける非化

`γ:１，|:,iib的組成の程度の迷いによる格子定数鑪等が考

えられる。

次に，そI)の方ｌｉ１Ｉについて考察する．Fig.１３は，

観iI1Illiiが'''1のそりの場合とIIllのそりのMli行のＸ線ト

ポグラフの迷いについて説明した|xlである。

Fig.１３((1)，（b)いずれの場場合も，試料をβ力ｌｌＩに

回転してｉｌ１Ｉだしたロッキングカーブの形は，各拭科

の1111率がl1ilじであれば，その』'1値幅はほぼ|`ilじで，

FiR､１３((2)のように広がっている。しかし，い)の場合，

Ｘ線の人1.101Ｉに近い場所Ｒから回折が始まり，０

方li1I1Ul紺とともにＬ側へ回折箇所が移動していく。

一方，(1))のjル合は逆に，Ｘ線の入４１側とＩ又klの筒所

Ｒからll1111rが始まI)，β力lｲﾘの回転ともにLO1llへ

[|折簡〃iが移1IiI）していく。このため，（(1)のロッキン

グカーブのＲ点に回折灸('|:がくるようにｉｉＩ)，（b)の試

料をセットしてトポグラフを雌ると，これらのトポ

グラフのコントラストは左右逆になる。従って．Ｘ

線トポグラフ搬彩のliT1折条('卜とトポグラフのコント

ラストから拭料のそりの力|ｲﾘを?ﾄﾞﾘ定することができ

る。以上のことを孝Ni【して，試料Ｂの異ｆＩｉｒなそりの

起こっているｔ＝68〆、のときのそi)の方|ｲﾘを，ﾄﾘ定

した。Ｐｈ()t(〕Ｉ（ｃ)は，1.1月」ｌ(c)のロッキングカーブ

の(I｝１１に[Ⅲ1折条('|:がくるように試料Ｂをセットし，

エビタキシャル牌炎liIiを雌影したものである｡この

写真のコントラストより，エビタキシャル１Ｗ炎１，側

が1111となるようにそっていると判定きれた。このこ

とから，ＣｒドープＧａＡｓＡＬ板よりもノンドープ

GaA＆エビタキシャルI神が平均して格７.定数が人き

くなっているとﾎﾟiliiMiできる。これは，ＣｒのjIiｲi緒
⑪

合1稀（1.17Ａ）がＧ【1.Ａ急の此ｲLl・結合11緑（Ｌ225

Ａ）に｣上１枚して'1､さいことと定性的に一致する。

いま仮に,ＧａＡ爵堆板にドープされているＣｒが，

すべて（i【,位1汁あるいはＡ爵位職とIrt検され，しか

もエビタキシャル牌はまったく不純物がないと仮定

する。｜・・逃したバイメタルi｣《から求められた△a/ａ
Ｏ Ｃ

＝1.17Ａおよび1.225Ａ）をベガード1''１５１に代入す

るとＣｌ･のドープlifが9.411Ｍ（愈妓比）とi1｝られた。

この'１((は．」牒板メーカーの表示値0.1～0.5IPMに｣上鮫

してllii以｣２人きなＩｉｈとなっている。この+１１述は，

ここでのliljJが，催板にドープされたＣｒだけが格

子定数の雄△ａ/ａに奇！）していると仮定したことに

起因すると思われる。従って，このことは，愈鐡的

にコントロールして添加された不純物であるＣｒ以

外に，ノ,L板エビタキシャル哺間の格子定数雄をリ|き

起こす11i(囚がｲＭ１することをボl唆するものである`：

このiiな原|A1として，異なる結晶成長i｣（で成lをきれ

Ｉ
、

ＦＩＲ，小IRockingcllrve
thickIIcssl＝

lavcrhasbecn

ｏｆｔｈｅｓｐｅｃｉｍｍＢ（initial
68〆、）aflertheepitaxial
removed．

次ぎに，衣lniの傷による試料Ｂ（ｔ＝68,`、）の異

ｆＩｉｒなそりに，噸性的な変形も含まれていないか検討

するため，その試料のエピタキシャルIIiiを充令に除

よした後.Ｘ線トポグラフの搬影と，ロヅキングカー

ブのil1U定を行った。これらをＰｈｏｔｏｌ（(1)および

Fil9.11に′j《した。Ｐｈｏｔｏｌｉｄ１からγエビタキシャル

I何が除上きれた後も表ｉｍの|魁の痕跡があること，ト

ポラグラフのコントラストは，その棋跡に膿|係なく

一様になっていることが分かる。またFig､ＬＩのロッ

キングカーブの半値幅も，異常なそりが起こる前の

1211〔幅５秒にほとんど"ﾐっていることを示してい

る。以lzのことは，エビタキシャル牌を除去するこ

とによって，維板のそりが完全になくなったことを

示すものである．従って，表面の傷によりlIhL常なそ

りが生じたが，蝿ﾔＩｉ的な変形は起こっていなかった

と紡織できる。

§６まとめ

エビタキシャル膿ｲ１１〔のエビタキシャルｌｉｉｉ・基板間

格1.．定数膜率のiI1I定限度を広げるため，バイメタル

i｣；を孫11]して検討し，具体的にＧａＡｓエピタキシャ

ルJ1LlRに適用して次ぎの結i楡を得た。

（１１バイメタルモデルによるエピタキシャル基板

のそI)角“とその11メさｔとのＩＲＩ係を表わす理論
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人よl)．エビタキシャル噸のlドメさが３ハ11以|そ

あれば，エビタキシャル牌・基板11MのＩ行j･･>ﾋﾞ数

溌:#<のillIだが１０ｱまで['1能であることを,j《し

た。

(2)バイメタル法をＧａＡｓ催板に実際に適川し，

その格Tう造数差率をi11l1定したところ，1.7×

１０６をｉｌｌＬた。この他は，Ｘ線二結品法のｕツキ

ングカーブのピーク分離法では測定木１１J能な１１｛（

である。

(3)ｉ式料を薄くすることによってそった，仏IAS

エビタキシャル基板のそりの方向をＸ線トポグ

ラフよ})判定し，ＣｒドープＧａＡｓ堆板よりも

ノンドーブＧａＡｓエピタキシャル層の格子定数

が大きくなっていることを示した。

ｌ４１この格子定数の差は，基板にドープされてい

るＣｒ不純物の濃度だけでは説明されず，唯板

ＧａＡｓとエピタキシャルliviGaAsの紬ＩＮＩ|成災法

の述いによる格子欠陥密度の差が，この格子定

数叢に影鴇Ｉを与えているのではないかと椎諭し

た。

(5)バイメタル法においては，試料表面の側がⅢ）（

科のそI)に大きな影騨を与・え，格子定数薙率の

il1ルビを不111能にする場合がある。従って，バイ

メタル法による測定に際しては，試料表1iiiに傷

をつけないよう注意する必要がある。

付録本文（３）式の導出

。

、Ｐ

Figハー１Schema【ieillustralionofthewarpageofa
barolepitaxiaIlayer／substratestructure．

Fig.Ａ－１に示したようなエピタキシャル挫板の

そりについて考える。エピタキシャル層は雑板の格

-｢･定数ａより△ａだけ格子定数が大きいものとす

る。エビタキシャル屑と蛙板との境界では格子定数

が離合しなければならないため，エピタキシャル脳

は）IL板から１１三縮カーＰを受け，逆に基板はエピタキ

シャル脚からリ|っ張I)ﾉﾉＰを受ける｡そのﾉﾉにより，

エピタキシャル基板の厚さをtとすると，

Ｐｔ/２…………･…………………………（Ａ－１）

のllllげモーメントを生じ，Fig.Ａ－１のようなそり

が起こる。一方，そのそりに杭して，エピタキシャ

ル牌および基板のそれぞれに，フックの法1111に従っ

た逆のモーメント

EII:/Ｒ・EIS/Ｒ……………………･….（Ａ－２）

が発生する。ここで，ＩＩＢ，Ｌｉはエピタキシャル1Ｗお

よび雅板の二次断面モーメント，Ｅはヤング率，Ｒ

はそりの''１１率半径である。従って，Ｍｌげモーメント

Pt/２と逆のモーメントの合成ElE/Ｒ＋ＥＩＳ/Rが平衡

して，そのそりが決定される。すなわち，’'１筋而状

のそりを仮定すると，その平衡式は

Ｐｔ/２＝EII;/Ｒ＋ＥＩＳ/Ｒ・……･…………（Ａ－３）

である。なお，lIz.Ｌはそれぞれ，エピタキシャル

liWの1Vざを。とし，エピタキシャル基板の幅をｂと

すると，

１，:＝bd3/１２．１s＝ｂ（t-d)3/１２.…･…（Ａ－４）

と衣わされる。また，エピタキシャル層と雑板との

境界においては，それぞれの格子定数はＩＩＩｌ縮により

終介しているのであるから，次式が成立する。
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（ｊ＋△ノ）（１－P/Ebd-d/２Ｒ）

＝１１１＋P/Eb(t-b）十（t-d）／２Ｒ｜

……･…………………………………………。（Ａ－５）

ここで，ｌおよび（！＋△ｌ）は，それぞれ埜板お

よびエビタキシャル層が単独に存在するときの長

き，すなわち中性面の長さである。式（Ａ－５）の

左辺のＰ/Ebdはエピキシャル層の圧縮力による縮

み率，。／２Ｒはそりによる縮み率で，また右辺の

P/Eb(L-d）は基板の引っ張り力による{''1ぴ率，

(t-d）／２Ｒはそりによる基板の伸び率を表わして

いる。△ｌ／Ｉおよびそれぞれの伸縮率は，１に比

べて非常に小きいので，式（Ａ－５〉は次のように

近似できる。

（△ｌ／ｌ－ｐ/Ebd-d／２Ｒ）＝Ｐ/Eb(t-d）＋

（t-d）／２Ｒ……………･…………･………（Ａ－６）

式（Ａ－３)，（Ａ－６）よりＰを消去し，式（A－４）

の関係を代入すると

１/R＝６(△ｌ／Ｉ）(t一.)｡/ｔ３……..…（Ａ－７）

となり，⑩＝J／Ｒと△a/a＝△ｌ／Ｉの関係より

②＝６（△a/a)(t-d）。ｌ/t紐・………。（Ａ－８）

を得る。


