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Correlation between Surface Morphology and
Crystal Defects of Epitaxial Layer of GaAs

Grown from Vapour Phase

Takehiro MAEHAMA*, Hidetoshi NAKANISHI*.

Chushin AFUSO*

Abstract

Some observations were made to study formation mechanism of small

grooves directed on [011] on a surface of GaAs epitaxial layer, which was

grown on (100) surface of Cr - doped GaAs from the vapour phase. It was tried

to observe some lattice defects which may cause formation of these grooves, by

etching technique, X - ray topography and transmition electron microscope.

However, any lattice defects which correspond to the grooves were not found

by these three methods. Therefore it was concluded that the grooves were not

formed owing to lattice defects which disturbed lateral growth of the crystal. It

is assumed that the grooves could be formed by gaseous etching which may

take place at the end of crystal growth process.

Key Words: Morphology, Epitaxial layer, Lattice defect, Gallium arsenide.
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タキシャル層にできるだけダメージを与えないように

注意して作製した。試料を約４mm角に切り出し，基板

側から粒径咄のアルミナで研磨し，硫酸系エッチャ

ントで鏡面エッチングを行ない，厚さを100坪前後に

する。この際，試料のエピタキシャル層側はピセイン

でガラス板に接着し，マスクした状態になっている。

次に，試料に穴があくまで基板側からイオンシンニン

グを行なった。穴の周辺の溝状模様を光学顕微鏡で撮

影し，これと対応ずけながら溝状模様部分の透過型電

子顕微鏡による観測を行なった。

せたものも要求されるようになり，そのような製品が

供給されるようになってきた。しかしながら，良質の

エピタキシャル層を成長する技術が完成されたわけで

なく，基板からの転位の伝搬，成長中の結晶欠陥の発

生，表面模様の発生など，まだ一つ一つ解決すべき問

題が残っている。

本論文は，Ｃｒドープ半絶縁性ＧａＡｓ（100）面上に

気相成長されたエピタキシャル層表面に形成される，

長さ30浬程度の［011］方向に細長い溝状の典型的な

模様の発生原因を調べることを目的としている｡特に，

この溝状模様の発生原因となるような結晶欠陥がエピ

タキシャル層内に存在するかどうかを，溶融ＫＯＨに

よるエッチング法，Ｘ線トポグラフ，透過型電子顕微

鏡を用いて調べた。その結果，この溝状模様の発生に

は，特に，転位や積層欠陥などの結晶欠陥は関係して

いないことが分かった。

3．実験結果および考察

3.1溝状模様とエッチピットとの対応

Fig.１(a)はエピタキシャル層の典型的な表面模様を

示している。［011］方向にたくさんの線状模様がみら

れるが，ここで取り上げる構状模様とは，矢印でマー

クしてあるような，きわめて形状の明確な，長さ約３０

浬程度の線状模様である。この線状模様が，講状模様

になっていることは，同じ表面上にあるスクラッチの

光学顕微鏡のコントラストとの比較で判断した。

Fig.1(b)は，約350℃の溶融ＫＯＨによる(a)と同一場

所のエッチング像である。エッチング深さは約1.5/α

であり，ｂとｆの溝状模様は，溝が深かったため，エッ

チングで消滅せずに跡が残っている。他の溝状模様は

消滅しているが,(a)と対応する場所をマークしてある。

従って，この写真よりエッチピットと溝状模様との対

応性を明らかにできる。（b)の写真に示したように，ａ、

ｂの構状模様の端にエッチピットが形成されている

が，ほかの櫛状模様に対応するエッチピットは見つか

らない。

ａ，ｂの満状模様に対応するエッチピットが転位

ピットであるかどうか明らかにするため，更に溶融

ＫＯＨでエッチングしてエッチピットの変化を調べた

のがＦｉｇｌ(c)である。これは(b)に示きれた表面より更

に約２浬エッチングされている。例えば，（b)に１，２

で示されたようなエッチピットは，（c)では大きく，し

かも，明確になっているので，これらは転位ピットで

ある。ところが，（b)のａで示されたエッチピットは(c）

では完全に消滅しているので，転位ピットではない。

また，（b)のｂで７｣くされたエッチビットは(c)でも確認さ

れる。このエッチピットが転位ピットかどうか検討す

るため(c)を拡大して，Ｉ転位ピット１，２の形状とその

形状を詳しく比較したのがFig.２である。これより，

2．実験方法

実験に使用した試料は，Ｃｒドープ半絶縁性ＧａＡｓ

（100）面上に，クロライド法による気相成長エピタ

キシャル層を約４浬成長させたものである。エピタキ

シャル層表面の溝状模様に対応してエピタキシャル層

内部に結晶欠陥が存在するか調べるため，エッチング

法，ｘ線トポグラフ，透過型電子顕微鏡による観測を

行なった。

まず，約４mm角の試料の表面の溝状模様の観測を微

分干渉顕微鏡で行なった。この溝状模様とエッチピッ

トとの対応性を明確にするため，エッチングにより溝

状模様ができるだけiili減しない穏皮に浴ＭｌＩＫＯＨＬ２）

で小否なエッチピットを形成した。このあと，結晶欠

陥のｘ線像との対応性を調べるため，エッチピットを

形成させた状態でエピタキシャル厨のＸ線二結品トポ

グラフの撮影を行なった。ざらに，エッチピットの形

状を明確にし，転位ピットとシャローピットとの区別

をするため，再び溶融ＫＯＨによるエッチングを行

なった。溶融ＫＯＨによるエッチングは，白金るつぼ

を用い，約345℃で，Ｎ2雰囲気中で行なった。この時

のエッチング速度は約０．７Ｗｍｉｎである。エッチング

除去層の深さは，エッチング前後の重量差より算出し

た。Ｘ線二結晶トポグラフは，ＣｕＭ１をＸ線源とし

非対称配置｜(422)ｖ，－(422)ｖｌで，イルフオード製

Ｌ４タイプ（50脚の原子乾板に搬影した。

透過型電子顕微鏡用試料曇は，その作製過程で，エビ
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エッチピットｂは,エッチピットの底に転位ピット１，

２のような頂点がなく，底が丸くなっていることが分

かる｡従って,これは微小欠陥に対応するシャローピッ

トと考えられる。

術状模様が積層欠陥に起因して形成されているので

あれば，エッチングによってその場所に積層欠陥に対

応するエッチング像が形成されるはずである。しかし，

Figl(b)および(c)のいずれにもそのようなエッチン

グ像はみられない。

このように，満状模様は転位ピットにも積層欠陥に

起因するエッチング像にも対応していないことが分

かった。

(a）

【011】－→

(ｂ）

ﾄ10OIL、

Ｆｉｇ．２MagnifiedviewoｆｔｈｅｐａｒｔｏｆＦｉｇｌ

（c)bshowsshallowpitformedatthe

grｏｏｖｅｍａｒｋｅｄｂｙｂｏｎＦｉｇｌ（a)．
(c）

3.2溝状模様とＸ線トポグラフとの対応

エッチング法による前節の結果から，直ちに溝状模

様の形成は転位にも積層欠陥にも関係ないと結論する

ことはできない。なぜなら，転位や積層欠陥の種類に

よっては，それに対応したエッチング像が形成されな

い場合もあると考えられるからである。従って，溝状

模様がエッチング像を形成しない種類の転位，積層欠

陥あるいは他の欠陥を伴っているかどうかを，ｘ線二

結晶法トポグラフで調べた。

Ｆｉｇ３は,Ｆｉｇｌ(b)に対応するＸ線トポグラフである。

Fig.3(a)は［422］回折，（b)は［422］回折で撮った。

異なった回折ベクトルで撮った理由は，欠陥のフォー

ルトベクトルが回折ベクトルと直交する場合，その欠

陥のコントラストがほとんど消滅するため，一つの回

折ベクトルだけでは欠陥があっても観測されないこと

Ｆｉｇ．１ Correlationbetweengroovesandetch

pits．（a）SurfacemorphologyofGaAs

epitaxiallayer・Groovesaremarkedby

letters．（b）ａｎｄ（c）aresuccessive

etchingfiguresaftｅｒｅｔｃｈｅｄｂｙｍｏｌｔｅｎ

ＫＯＨ，１．５〆ａｎｄ３．５〆deepfromthe

surfaceof（a），respectively・Numberl

and2showtypicaletchpits．
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。・曇。

;琴鏑謬国３１通

与鍛/篝 (ａ） (ｂ）

L1gg14mL
Ｆｉｇ．３ DoublecrystalX-raytopographysoｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｌ（b）byCukalradiation（a）

and（b）weretakenby［422］ａｎｄ［422］diffraction,respectivelyLettersshowsameportionsas
thoseshownonFigl（a)．

があるからである。Fig.3(a)，（b)に記されたａ～ｆは，

Fig.1(a)のａ～ｆの溝状模様に対応する場所である。

これより，この場所には欠陥に対応するコントラスト

が生じていないことが分かる。

従って，エッチング法およびＸ線トポグラフによる

結果から，溝状模様は少なくとも転位あるいは積層欠

陥のような構造欠陥を伴っていないと結論される。

篝

鍵霧輯》,霧鍵11111驚鱸

（a）p200ILm‘ （b）

Fig4Specimenpreparationfortransmissionelectronmicroscope（a）ａｎｄ（b）showsurfacemorphol

ogysofthespecimenbeforeandafterthinning,respectively．
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Ｆｉｇ４は，電子顕微鏡用試料を作製する前のエピタ

キシャル表IIii模様(a)と，試料作製後の表面模様(b)とを

7｣《したものである｡(b)に示した大の縁にあるＡ，Ｂの榊

状模様を電子顕微鏡で観察した。この溝状模様Ａは試

料作製前の表面(a)上にＡで示した溝状模様と対応して

3.3透過型電子顕微鏡による観測

エッチング法あるいはＸ線トポグラフによっても検

出できないような微小欠陥の不均一な分布に溝状模様

が対応しているかどうかを調べるため，透過型髄ｆ顕

微鏡による観測を行なった。

麗i醗議鼻＞孟欝窪■

`２１４ｍⅢ,１１４，－０ （ｂ）(a）

Fig5Bright-fieldtransmissionelectronmicrographs．（a）micrographofthegroovepointedbyletter

AinFi9．４（b）micrographofthesmaⅡscratchpointe〔lbyletterBinFig4（b)，whichwas

inducedbyspecimenhandling

のＡ，Ｂの表面模様を後者の方法で対応ずけたもので

ある。Ｂに対応する欠陥像は，この方法で容易に観測

された。従って，Ｂと同程度の溝状模様Ａについても，

欠陥を内部に伴っているとすれば，この方法でたやす

く観測できたはずである。また，この方法で大切なこ

とは，高倍率で欠陥を探している間に，目的の場所か

ら離れていくこともあるので，もし欠陥が観測された

ら，今度は逆に，徐々に倍率を下げてゆき，最低倍率

でこの場所が目的の場所に対応しているか，再確認す

ることである。このような方法を繰り返し観測したが，

Fig4の溝状模様Ａに対応する欠陥は観測されなかっ

た。

いるので，試料作製過程で形成された傷ではない。し

かし，溝状模様Ｂは(a)上のそれに対応する場所に観測

きれないので，試料作製過程に形成された表面の微小

な傷と考えられる。

Fig.５(a)，（b)はそれぞれ，Fig.４(b)のＡ，Ｂで示した
部分の透過型電子顕微鏡による明視野像である。（a)に

示すように，結晶成長による溝状模様に対応した部分

には，何ら欠陥像は観測されなかった。一方，（b)に示

すように，傷と考えられる表面模様Ｂの部分には、明

瞭な欠陥像が現われている。

透過型電子顕微鏡で表面模様とその内部の透過像と

を対応ずけることは，その表面模様の凹凸が明暗コン

トラストとして現われる時は簡単である。そうでない

時は,光学顕微鏡による表面模様写真を参照しながら，

まず，低倍率で検鏡すべき部分を探しだし，徐々に倍

率を上げていく方法を採らねばならない。この場合の

難点は，光学顕微鏡と電子顕微鏡との倍率に大きな開

きがあることである。Ｆｉｇ５の電子顕微鏡像は，Fig.４

3.4考察

気相あるいは液相エピタキシャル成長表面模様は，

転位や積層欠陥による横方向成長の阻害により形成さ

れる場合があると考えられているが,このことは,エッ

チピットと表面模様とを対応ずけることによって実証
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されている3)。しかし，本実験で用いた，Ｃｒドープ

GaAsの（100）面上の気相エピタキシャル層表面に

形成されている溝状模様に対応する欠陥は，上述した

ように，何も観測されなかった。従って，この溝状模

様は欠陥による横方向成長の阻害によって形成きれた

ものとは考えられない。

表面模様が形成される他の原因として気相成長を停

止する時の過度的状態で，結晶成長とは逆の気相エッ

チングが起きる可能性を考えることができる。ＧａＡｓ

の（'００）面上のエッチングは，一般に［011］と［011］

方向のエッチング速度に異方性を示すので，気相エッ

チングによる表面模様は，いずれかの方向に細長くな

ると考えられる。Ｆｉｇｌｌａ)の溝状模様は，すべて［011］

方向に細長くなっているので，気相エッチングによる

形成を示唆しているように思える。しかし、実際に気

相エッチングが起き，このような溝状模様が形成され

るかどうかは，直接結晶成長の実験で確かめなければ

ならない。

ル層表面に形成きれている溝状模様の発生原因となる

欠陥が，エピタキシャル屑内部に存在するかどうか調

べた。観測手段は，溶融ＫＯＨによるエッチング法，

Ｘ線二結晶トポグラフ法および透過型電子顕微鏡法で

ある。いずれの手段でも，溝状模様に対応した欠陥は

観測きれなかった。従って，溝状模様は，横方向成長

の欠陥による阻害に起因するとは考えられず，気相成

長を停止する時の過度的状態に起こる気相エッチング

によるものでないかと推論した。

なお，本研究に使用した試料は，三菱金属㈱化合物

半導体センターの富山能省氏に御提供いただきまし

た。ここに感謝申し上げます。
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４．まとめ

ＣｒドープＧａＡｓの（100）面上の気相エピタキシャ


