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Measurements of the off-Angle of Crystal Surface and the Index
of the Crystal for X-rays by X-ray Double Incidence Method

Takehiro MAEHAMA* and Chushin AFUSO*

Abstract

A new X-ray double incidence method, by which off- angle of crystal

surface and the refractive index of the crystal for X- rays are measured ex

actly, is presented. X-rays which are Bragg- reflected at the first crystal

strike both faces of the second crystal, i. e., the surface and the side at the

same time. Because of the refractive effect both X-rays propagate in the

second crystal in slightly different directions each other. Therefore, the

rocking curve which is measured by rotating the second crystal about the

axis perpendicular to the incident plane has two peaks. From the angle be

tween two peaks of the rocking curve, off- angle of the surface of the sec

ond crystal and the refractive index of the crystal for X-rays are calculat

ed.

In order to confirm the exactness of the new method, it is applied to

two specimens of GaAs crystal. One is Cr- doped SI - GaAs with the sur

face offed by 2 ± 0.5 0 in [Off] direction from (100) plane and another is

Si- doped n- GaAs with the surface offed by 3 ± OS in [001] direction

from (100) plane. The measured off- angles of these specimens are 2.211
0

and 2.987 0

, respectively. The measured values of refractive index of these

specimens are 0.99998493 and 0.99998361. They agree well with the value

given by the lorentz dispersion formula, 0.99998492.

Key Words: X-rays, double- crystal method, gallium arsenide.
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晶成長技術などはさらに実用化に近づくものと思われ

る. しか しながら,半導体素子を集積化するために

は,基板特性の平均的な評価,たとえは格子定数の精

密測定,転位分布,基板表面のoff角あるいは超格子

の周期の測定なども非常に重要であ り,これまでの測

定法にとどまらず,更に新 しい測定法を開発 していく

必要があるだろう｡

一般に-t='タキシャル成長におけ る基板表面は,

低指数ジャス トの面から2-3ooffして用いられる｡

しかもこのoff角度は,エピタキシャル成長過程や成

長後のエピタキシャル層の結晶性の評価等に重要な影

響を与えると思われる｡従って,基板表面のoff角度

の測定は,ある程度正確に測定する必要がある｡ しか

しながら,現在基板 メーカーか ら提供 される基板の

off角度の精度は,ラウニ回折 バ ター ン法に よる

±059の許容誤差をもつことが一般的であ り,さら

に精度を上げるには新 しい測定法の開発が必要であ

る｡また近年,超格子構造の周期を低角入射によるX

線回折法で精密に測定する研究が行なわれている｡3'

低角入射の場合X線の屈折効果の補正が必要 となる

ので,超格子を構成 している結晶のX線に対する屈折

率を知らねばならない｡ しか し,一般にX線の屈折率

の測定は非常に困難であるので.簡便な測定法の開発

が望まれている｡

本論文では,結晶表面のoff角度 とX線の屈折率を

同時に算出できる新 しい測定法として,X線 2面入射

法を提案 した｡この測定法はX線の屈折効果を利用

するもので,試料の,表面と側面の 2面から,同時に

入射するX線の屈折の差をX線 2結晶ロッキングカ

-プにより測定 し,これより表面のoff角度と屈折率

を算出する方法である｡4以下において,まず X線 2

面入射法の測定原理について説明し,次にこの方法に

よりGaAs(loo)面ウエー-のoff角度 と屈折率を実

際に測定 した結果について述べる｡

§2 X線 2面入射法の原理

まず,X線 2面入射法の基本 となるX線 2結晶法

の構成とロッキングカープについて説明する｡Figl

(a)は,2結晶法の構成を示 したものである｡第 1

結晶に,波長広が り) ■～) 2のX線がある角度広が

りて入射すると,第 1結晶のそれぞれの点て,7̀ラッ

グの条件を満足するそれぞれの波長のX線のみが回

折され,第 2結晶に入射する｡第 2結晶の回折面の間

隔が第 1結晶のそれと等 しく,第 1結晶の回折面と平

行になるように第 2結晶がセットされていると,第 1

結晶より回折され第 2結晶に入射 したX線はすべて

ブラッグの条件を満足 し回折される｡従って,その状

態から,第 2結晶を入射面に垂直な軸のまわ りて左右

に回転させると,その回転角Oと回折強度の関係は,

Fig.1 (b)に示すようになる｡ この曲線をロッキン

グカープと呼んでいる｡この曲線の半値幅 (FWHM)

は,運動学的理論で考えれば,結晶の完全性が増すに

つれてゼロに近づくはずである｡ しか し,実際は,X

線の動力学効果により,第 1結晶と第 2結晶が完全結

晶で, しかも両結晶の回折面の面間隔が完全に等 しい

理想的な場合ICも,ロッキ-/グカ-プの半値幅FWHM

はゼロになることはなく,次式のようになる5■｡

SECONDCRYSTAL

(q)

十 五
(b)ROCKINGCURVE

Flg.1 PrincipleofX-raydoublecrystalmethod･(a)Schematicam ngementOfcrystalsand
pathsofX-rays.(b)SchemticrocklngCurveObtalnedbythemethod･
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FWHM-〔旦讐 粁 〕22～bn/SIN 20B '1)

ここでObはフラノク角,iXは入射X線の照射角を表わ

す｡¢日は次式

e2]2FhH

m汀C2V
(2)

て与えられ,ここて,eとmほ電子の電荷量と質量,

Cは光速,)は入射X線の波長,FhkIは (hkl)面の構造

因子,Vは結晶の単位格子の体積てある｡

次にX線 2面入射法の原理を説明す るO一般にX

線 2結晶法でロソ牛./タカ-ブを測定する場合,試料

エッンからの散乱X線の影響をさけ るため,て きる

だけ試料 (第 2結晶)の側面にX線が入射 しない よ

うに配慮する｡ しか し,X線 2面入射法では,意識的

に第 2結晶 (試料)の側面 と表面に同時にX線を入

射させてロノキングカーブを測定する｡Flg2 (a)

は,入射X線 ビームが試料の表面 と側面か ら同時に

入射 し,ある格子面て回折 され るようすを示 してい

る｡それぞれの面から入射 したⅩ線は,その入射角

が異なるため,屈折効果により結晶内では図に示すよ

うに△♂だけ異なる方向に進むことになる｡従ってそ

れぞれのX線は,同時に回折 されず,試料を回転 し

て得られるロソキングカーフは,Fig.2 (b)に示す

ように,△〟だけ分離されたピークを生ずることにな

る｡この△βの値から次に示すように,側面と表面の

なす角度 αを求めることがてきる｡

Fig.2(a)において,αは側面と表面の交角,i-,12

はそれぞれの面か ら入射す るⅩ線の入射角,r■,r2

ほそれに対応 した屈折角である｡△βは入射後のX線

の進行方向の角度差を示 している｡これらの角度の関

係は,図よりr■-i■+a,i2-7r-1l-α,r2-7r-rl

一α+△〝となる｡ これ らの式 と/ユネルの式n-

SIN l】/SIN r--SIN i2/SIN r2より△βは次のよ

うになるO

AO-⊥ユ ーltanll-tan(i】+α)i (3)∩

但 し,nは屈折率で,求(3)の導出において∂くく1,

AO<<1とした.又,式(3)より屈折率 nは

ttani1-tan(il+α))
(tanil-tan(l】+α)+AO)

､小

となる｡(3)式から.試料の屈折率と側面の入射角11か

既知てあれは,ロッキングカーフtよりAOを測定 して

≡ ___ =~∴

Flg.2 PrlnCipleofX-raydoubleincldencemeth-
od.(a)PathsofX-raysenterlngthesur-
faceandthesideofthesecondcrystal.(b)
SchematicrockingcuⅣewithtwopeaksob-
tainedbythemethod.

αを求めることかてき,表面の傾斜角を知ることがで

きる｡

以上の方法では, αの計算にnを必要とするが,以

下に,異なる2つの△βの測定値よりnがわからなく

てもαを算出できることを示す｡Flg,3はその方法

を説明した図である｡この図に示されているように,

左右両側面に対 して対称になっている等価な回折面を

考える｡それぞれ,左側および右側か らX線を入射

させた場合のⅩ線 2面入射法から得 られ るAO ',A

♂2は式(3)で与えられる｡従って, △♂■と△♂2の比
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Fig.3 PrlnClpleofmeasurlngOff-angleofthesurfacewithoutrefractlVeindex
ofthesecondcrystal.

をとるとnが消去され,

旦 L≡ tanlll-tan(1,I+α1)
△〝2 tanilrtan(ilr+α2)

(5)

となる｡二つの回折面が等価て対称になっているの

で111-ilr｡図に示 した表面の傾斜角βを用いると,α】

-7T/2+β,α2-冗/2-βである. これらを(5)式に代

人してβについて解 くと,

β-tan- I ( 王 豊形 豊 tan i ll) (6,

となる｡従って,表面の傾斜角βは屈折率nを知らな

くても,△β.,△ β 2から決定される｡またβが決ま

ればα-とα2が決まるので,(4)式か ら屈折率nを決

定できる｡

§3 実験方法

X線 2面入射法の実験は,X線二結晶法の構成を基

本として行なった｡Ⅹ線源に徴焦点X線管球 (Cu歩

ーケット)を用い,Ⅹ線源と第 1結晶の距離を約70

cmとし,第 1結晶でCuKα1()-15405A)のみ

を回折させて第 2結晶に入射させるように した｡第 1

結晶は,低転位密度でノ/ドープのCaAs単結晶を用

いた｡

第 2結晶として,傾斜角お よび傾斜方向の異なる

A,B二つの試料を準備 した｡Fig.4 (a),(b)に

それぞれの試料A,Bの形状や回折面等の関係を模式

的に示 した｡試料Aは,(100)面か ら [Oll]方向へ

約 20offされたCr-dopedSI-GaAsウェー-から

(1101面へき開により切 り出した｡ この試料のサイ

ズは,縦 12mm,横 15mm,厚 さ0.4mmてある｡

Fig.4

FlgureSOfspecimensandgeometrlCalco汀elationbe-
tweenX-raysandrenectlngPlane.(a)SpecimenA;
Cr-dopedSト GaAs.(b)SpecimenB;Sトdoped
∩-GaAs.
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Flg.4 (a)に示 してあ るような方向か らX線を入

射させ,それぞれ (4L22),(422)回折によりロッキ./

クカーフを測定 した.特にこの試料の形状を細長 くし

てあるのは,側面 ((011)-き開面)から入射 し(422)

面て回折されるX線の強度が,表面 ((loo)面)から

入射 し (422)廟で回折されるX線の強度に比 し弱 く

なるのて,側面と表面のX線 入射実効面積を同程度

に し,できるだけ ロノキングカープのビーク分離を明

確に測定できるようにするためである｡(Oll)側面から

入射 し (422)で回折されるX線の強度が弱 くなるの

紘,X線が回折後入射 した側面か ら出射せず,試料

表面から出射するので,X線が結晶内を長距離進行す

ることにな り,それだけその強度が減衰するためであ

る｡

試料Bは,(一oo)面から [00丁]方 向-約 3ooffさ

れたSi-dopedn-GaAsウェー-か ら (Ilo)面へ

き開により切 り出 した｡この試料のサイズは 4mm角

で,厚 さは0.4mmである｡Flg4 (b)に示 したよう

な方向からX線を入射 させ,それぞれ (40す),(404)

回折によりロッキングカープを測定 した｡

§4 実験結果および考察
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Fig.5 (a),(b)は,それ ぞれ試料Aの (422)

および (422)回折によるX線 2面入射法で測定 した

ロッキングカーフである｡ ロッキングカーフの縦軸は

X線の回折強度 (任意スケール)を示 し,横軸は入射

X線と回折面 とのなす角βを与え,右にいくほどβが

減少するように表わ してある｡いずれの ロッキングカ

ープ (a),(b)にも2つのピークP】,P2が現われて

いる｡X線 2面入射法の原理で説明 したように,一方

は表面から,他方は側面から入射 し回折 されたX線

の強度を示す ピークで,それぞれ Plが表面,P2が側

面から入射 したX線の回折強度に対応 していることが

以下のことから明らかにされた｡X線の屈折率はわず

かに 1より小さいので,Fig.2 (a)から明らかなよ う

に,側面から入射 したX線と回折面のなす角は,表面

から入射 したⅩ線 と回折面のなす角 よ り,屈折効果

のため,△♂だけ大きくなっている｡ 従って,Fig.5

に示す ロノキングカープにおいて,βの大 きいPtが

表面入射,βの′トさいP2が側面入射 X線 に対応す る

ピークと判断される｡ この判断が正 しいことは,Flg

5 (b)のロッキングカープのQ,P2点に試料を固定

して撮 った トポグラフFig.6 (a),(b)の比較て確

かめられた｡Fig.6 (a)がQ点に対応する トポタラ

Fig･5 RockingcuⅣesforspecimenA.(a)(422)reflecting.(b)(422)renectlng･
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(a) 2mm (b)

Fig.6 TopographsofspecimenAtakenwith(422)

reflectlngplane.(a)takenatthepointQ,(b)

atthepeakP2intherockingcuⅣeinFig.
5(a)

17で,表面全体が撮影されている｡Fig.6 (b)はPZ

点に対応する ト,+:グラフで,X線の入射側の側面のみ

が撮影されている｡以上のことより,P■が表面入射,

P2が側面入射X線の回折によるピークであることは明

らかであるO以上の考察により,X線 2面入射法の原

理の通 り,ロッキングカーフ■が確かに二つのピークに

分離されることが定性的に証明された｡

次に,これらのピークの分離角 △〝の値より,実際

に表面の傾斜角βと,X線に対する試料の屈折率nを

求め,その値が妥当なものかどうか検討する｡Flg.5

(a), (b)よりそれぞれの分離角は △♂l-204秒,

AU2-408秒が得られる｡CuKαl()-I5405A)

に対する (す22)面回折のプラッグ角を 20B-837390

(但 しGaAsの格子定数をa-565360Aとして計算

した),(す22)または (422)面で回折を生するときの

入射X線とそれぞれの側面 ((011),(011))とのな

す角を 1..-1,r-6.6060 とする｡これ らの値を(6)式

に代入し,β-2210を得た｡この試料は,(loo)面

から [011]方向-2±050傾斜 した滋血をもつウェ

ー-から切り出した試料であるので,X線 2面入射法

て得られた傾斜角β-221Bは妥当な値であるといえ

るoまたβの決定よりα-92210とな り,この値 と

A〝-20.4秒,i■-66060を(8)式に代人 して,屈折

率n-0.99998493を得る｡この値は,屈折率を与える

理論式6

n-1-C2Nzpj2/27rmC2M (7)

から計算され る値,0.99998492にほは等 しくなって

いる｡このことも,X線 2面入射法の),qP聖が正 しいこ

とを褒付けるものである｡なお,(7)式における各記号

は,e 電子の電荷品,N:7ポカ トロ数,z l分子

中の電子数,p･襟度, ) X線の披見 m 電子の

質量,C 光速,M ●分子丑を表わす｡

次に,試料Bの測定結果について考察す る｡Fig･

7 (a),(b)は,それぞれ試料Bの (404)および

(404)回折による,X線 2面入射法で測定 した ロ ソ

キングカープである｡試料Aの場合と同様,いずれ

のロッキングカ-ブにも,東面入射X線に対応する

ピークP.と側面入射X線に対応す る ピークP2が現

われている｡この場合も,いずれのピークが表面ある

いは側面入射に対応するかについては,X線 トホグラ

フの撮影により確認 した｡それらの トポグラフをFlg

8に示 した.Flg8 (a), (b)は,それぞれFig

7 (a)のピー クP'のQ',Q2点で梶影 したもので,

両方合わせて表面全体が写っているのがわかる.一方

Fig.8 (C)は,ピー クP2点で撮影 した ものて,読

料の側面のみからの回折で撮影されていることを示 し

ている｡

Flg.7 (a), (b)のそれぞれのロッキングカ-フ

からピークの分離角は△0】-232秒 AO 2-800秒

となるので,これ らを(6)式に代入 して,傾斜角β-

29870を得た｡ この場合,入射X線 と回折X線が

(010)面上にあるように試料をセットしてあるので,

入射角 1日 1,,は入射X線と [001]軸とのなす角度

5.4160を用いている. ここで得られた傾斜角β-

29870も試料Bを切 り出 したウェー-のoff角 3±

0.50と比較 して妥当な値であることがわかる｡また,

この傾斜角より側面 (今の場合 (001)面)と表面の

なす角αは98.987bとなり,これを(4)式に入れて屈折

率n-099998361を得る｡ この値は前述 した試料A

の屈折率と′ト数点以下 6桁Flで異なっている｡この差

那,試料A,Bの不純物の種類や密度差に よるもの

か,あるいは測定誤差によるものか今後検討 していく
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Flg.7 RockingcuⅣesforspecimenB.
(a)(4041)reflecting.(b)(404)reflecting.

(a) (d) (C)

Fig.8 TopographsofspecimenBtakenwith(404)reflectingplane･(a)atthepolntQl,(b)atthe
pointQ2,(C)atthepeakP2intherokingcuⅣeinFig･7(a).

必要がある｡

以上でX線 2面入射法によ り,結晶表面の傾斜角

および屈折率の測定のできることが示 されたが,更

に,ロソキングカープの半値幅 (FWHM)と照射角

との関係を示す(l)式により,測定された傾斜角の値が

正確かどうかを検討す る｡Fig.7 (a),(b)の ビー

6】

クP■の半値幅FWHMは,それぞれ FWHM (a)-

15.6秒,FWHM (b)-29.2秒であ る｡一方,Fig.

7 (a),(ち)のロッキングカープの測定におけ るそ

れぞれの照射角は,測定 された憤斜角β-2.9870よ

り,i.(a)-8.40 3o ig(b)-2.4290 となる｡こ

のときのプラッグ角は 2GB-100.8320である｡ こ
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れらの値を(I)式に代入 して,FWHM (a)-15.8秒,

FWHM (b)-28.79秒を得る｡ この値は測定値とほ

は等 しく,傾斜角β-2.9879の値が正 しい ことを裏

づけるものである｡試料 Aの場合について も, ロッ

キL/クカーフの半値幅の理論値と測定値が一致するこ

とを確かめた.

§5 むすび

本論文で述べた内容を以下にまとめる｡

(1) 結晶表面のoff角度およびX線 に対する屈折率を

正確に測定てきる新 しい方法,X線 2面入射法を

提案 した｡

(2) この方法を,傾斜角および傾斜角方向の異なる2

種頬のGaAs単結晶に適用 し,測定 され た傾斜

角が妥当な値てあることを示 した｡

(3) また,測定 された屈折率とその理論値が小数点以

下 5桁まで一致することを示 した｡

(4) 更に,測定 された傾斜角か ら入射 X線の照射角

を求め,それを用いて計算 したPyキングカープ

の半値幅の理論値とその測定値が一致することを

示 した｡

以上のことから,提案 されたX線 2面入射法が,

結晶面の傾斜角と結晶の屈折率を正確に測定てきる方

法てあると結論 される0

本研究を行なうにあた り,X線装匿に関 して種々ア

ドバイスしていただいた東北大学宮本信雄教授,試料

を提供 していただいた三菱金属化合物半導体七･/ター

の富山能省工学博士に感謝する｡
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