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Observation of Dislocation Climbing with Two-dimensional
Defects in Si-doped GaAs Crystal by X-ray Topography

Takehiro MAEHAMA, Chushin AFUSO

Ahstract

A formation mechanism of two-dimensional defects which are produced in a
Si-doped GaAs crystal during heat-treatment has been studied by X-ray
diffraction topography. The Si-doped GaAs crystal was heat-treated for 72
hours at lOOO°C under 600 Torr arsenic pressure. X -ray diffraction topographs of
the crystal were taken before and after heat-treatment. Then the surface of the
crystal was etched by RC-l etchant for revealing figures of defects. From these
topographs we find that dislocations in the crystal climb to absorb some kind of
point defects during heat-treatment. From etch figures we also find that twodimensional defects which are never observed in the X -ray diffraction topograph
are formed over tracts of dislocations climbing.
Key words:

Gallium arsenide, Dislocation, X -ray diffraction topography.
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最小値を示すことを見出した。このＡｓ蒸気圧が

化学量論的組成からの偏筒を最小にする最適Ａｓ

2．実験方法

圧であると考え，このＡｓ蒸気圧下で結晶成長を
行い，低転位密度の良質な結晶を得ている。この

実験に用いた試料は，ポート成長法によるＳｉ－

ように，Ａｓ蒸気圧でＧａＡｓの化学量論的組成か

ｄｏｐｅｄＧａＡｓの{111｝面ウエハーより切り出さ

らの偏筒を抑え良質の結晶を得るという基本的な

れたもので，電子密度は約１x1018Cm-3，移動度

結晶成長技術が見出されたが，この技術が確立さ

は2.5～3.0×l03cm8V-1sec-1，抵抗率は2.3～

れるためには転位や積層欠陥の発生機構および転

2.5ｘ１０－３Ｑｃｍ，Ｅ、Ｐ．Ｄは約1500ｃｍ-2等の

位の増殖機構が化学量論的組成からの偏筒と具体

値を示す。試料の大きさは約４×８ｍｍ2で，厚さ

的にどのように関連しているのか明らかにするこ

は約450“ｍである。

表面処理は，（111)Ｇａ，（iii）Ａｓ面の両面と

とも必要なことである。

も粒径皿ｍのアルミナによる研摩を行った後，

最適Ａｓ圧よりも高いＡｓ圧でSi-dopedGaAs
を熱処理すると二次元欠陥が形成されることをす

硫酸系エッチヤント（5H2SO4＋１Ｈ202＋lH20）

でに報告している2)。その報告で，二次元欠陥は

で鏡面に仕上げた。この時点で試料の厚さは約

熱処理中に転位線がＳｉ不純物原子とＡｓ格子間

320〃ｍとなった。

原子を吸収し上昇運動を起したの上昇の跡にＳｉ

次に，熱処理前の転位線の分布を知るためにラ

原子を組み込むようにして形成されるであろうと

ングカメラによるLauecase（回折ビームが試料

推論した。しかし，その報告では，転位や二次元

を透過している場合）のＸ線トポグラフ（以下ラ

欠陥の観測手段としてエッチング法の糸を使用し

ング写真と呼ぶ）を撮った。Ｘ線源はＭｏＫａ１を

たため，転位の上昇運動を直接裏付けるような観

用い，（111)Ｇａ面よりＸ線ビームを入射させ，

測結果を提示することができなかった。それは次

(220）回折線ビームが（iii）Ａｓ面より出射して

のような理由による。エッチング法は，結晶表面

いく光学配置にした。使用した原子乾板は，

で転位線が終端している部分に形成される腐食孔

IＬＦＯＲＤＬ４（50α、）である。

で転位の存在位置を確認する方法である。従って

ラソグ写真撮影後，試料を金属Ａｓとともに透

結晶内部における転位線の空間配置をエッチング

明石英管に真空封入し，Fig.１に示す温度分布の

法で調べるには，エッチングを繰返して腐食孔の
位置の変化を調べなければならない。これは破壊
的観測法なので熱処理前後の同一転位線の空間配

Z向△Ｑ罠ｌＯＯＯｏＣＦｈ．＝Ｐ

置の変化，つまり転位線が熱処理によって上昇運
動を起こしたかどうかを調べることはできないと

本論文では，二次元欠陥の形成が，転位の上昇

運動に基づくものであることを確認するため，非
破壊的観測のできるＸ線トポグラフィー法と破

壊的ではあるが二次元欠陥を検知する感度や分解
能の高いエッチング法を併用した観測について述
べた。その結果，熱処理前後のＸ線トポグラフの

山にコトく匡山ｑ三四ト

いうことになる。

比較により転位の上昇運動の起ったことが，また
エッチング法により転位の上昇運動の跡に二次元
欠陥の形成されたことが確認できた。

ＤｌＳＴＡＮＣＥ

Ｆｉｇ、１Temperatureprofileelectricfurnace．
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電気炉で熱処理した。熱処理温度は1000°Ｃ，処

に斜線で加えてある領域は，試料取り扱い中に破

理時間は72時間，Ａｓ蒸気は600Ｔｏｒｒとした。

損した部分である。Fig.２の各写真は，原子乾板

試料にかかるＡｓ圧ＰＡＳは試料側の温度をTGaAs，

を２回反転拡大焼付けしてあるので，コントラス

金属Ａｓ側の温度をＴＡＳ，その温度におけるＡｓ４
の飽和蒸気圧をPASとすると
PAS＝ＰＡＳ（ＴGaAs/ＴＡＳ)1/２

トは原子乾板と同じである。白く見える点や線が

結晶欠陥像（主に転位像）であり，従って欠陥部
のＸ線回折強度が完全な部分よりも小さいこと
を示している。これは，試料が約300匹、と厚い

となる。試料を真空封入するための石英管の洗浄

ので，異常透過現象が起ったことによるものと解

は次のように行った。石英管にトリクロルエチレ

釈される。

ンを満たしたまま一昼夜放置して超音波洗浄を行
い，その後エチルアルコール，純水の順にすすい

Fig.２の熱処理前後のラング写真を比較すると，
転位線の全体的な分布は，熱処理中にすべりによ

だ。次に，純水で50％に薄めたＨＦにより石英管

って形成されたと見られる２，３本の長い直線的

を約１５分間エッチングし，更に純水でよく洗浄

な転位線を除いては，ほとんど変化がないように

した。その後，石英管を真空（約1×l0-5Torr）

見える。しかしながら各々の転位線を比較すると，

にし，1050°Ｃで空焼きを行い，試料を入れる直

熱処理前の転位線はほとんどが細い一本の線とし

前まで真空状態のままにしておいた。

熱処理後の試料は，熱処理前のラング写真と比

て写っているが，熱処理後の転位は綿毛をくっつ
けたように線が太くなっているのが特徴である。

較できるように，その状態のままで，熱処理前の

これは，熱処理によって転位が複雑に変化してい

場合と同じ条件のラング写真を撮った。その後，

ることを示すもので，この変化を詳細に調べるた

（ｌ１ＤＧａ面および（iii）Ａｓ面の両面ともエッ
チピットを形成させるためにＲＣ－１エッチヤント3）

（５Ｈ２０＋２ＨＦ＋３ＨＮＯ３＋ＡｇＮＯ３（2.4×10~３
mol)）でエッチングを行い，そのエッチングパ

ターンを金属顕微鏡で観測し，表面層の転位線の
変化を調べた。

熱処理による結晶内部における転位線の変化の

め，Fig.２に示した領域Ａ，ＢＣの拡大写真を
Fig.３，Fig.４，Fig.５に示した。

Fig.３（a)，（b)，（ｃ）はそれぞれFig.２の
(a)，（b)，（ｃ）の領域Ａに対応する拡大写真で

ある。Fig.３の各写真に示したｐｑの転位線は同
一の転位線に対応するものであり，これらを比較

することで，熱処理によって転位線がかなり複雑

様子を更に詳細に知るために，（iiDAs面を研摩

に変化していることがわかる。（a）の転位ｐｑは

と鏡面エッチングにより約60αｍ削り取り，再び

熱処理前のもので－本線であるが，それが熱処理

同じ条件でラング写真を撮った。その後（Ｉｍ

によって（ｂ）の転位Pqのようにらせんを描いたり

Ａｓ面をＲＣ－１エッチャントでエッチングしエッ

ループを描いたり非常に複雑に変化を起こしたこ

チングパターンを観測した。このエッチングを更

とを示している。（c）は（b）のラング写真を撮

に２回繰返し行い，転位線の変化および二次元欠

った後，試料の（iii)Ａｓ表面を約60〃ｍ除去し

陥の形成の様子を調べた。

た後のラング写真であるが，転位ｐｑはこの写真
にも再び写っている。つまり，この転位は(iii）

3．実験結果

Ａｓ表面により６０〃、以上深い結晶内部に存在し
ていることを意味する。（d)は（c）のラング写真

前節で述べた方法で表面処理し，熱処理を行っ

を撮った後，試料の（iiDAs面をＲＣ－１エッチ

たSi-dopedGaAsの熱処理前後のラング写真
をFig.２に示した。Fig.２（a）が熱処理前の，

ャントで軽くエッチングしたときのエッチング像
の金属顕微鏡写真で，ラング写真と同じ場所であ

更に（iii）Ａｓ面を研摩と鏡面エッチングで６０

る。（d）に示した点ｐとｑは，（c）に示した転位
ｐｑの両端ｐとｑに対応している。もし（c）の転位
ｐｑの全体が（ｉｉｉ）Ａｓ表面と交差していれば(d）
のエッチング像はｐ点からｑ点まで連続的に形成

“ｍ除去した後のラング写真である。（c）の写真

されるはずであるが，実際は途中が抜けている。

(b）が1000．ＯＡＳ圧600Torrで72時間熱処理

した後，何の表面処理も施さず撮ったラング写真
である。（c）は，熱処理後（b）の写真を撮って，

5４
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(a）

L1ｍｍ，

(b）

(c）

Ｆｉｇ．２Ｘ－ｒａｙｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｔｏｐｏｇｒａｐｈｓｏｆＳｉ－ｄｏｐｅｄＧａＡｓｃｒｙｓｔａｌ．

（220）reflection，MoM1radiation．（a）beforeannealing，（b）after
annealing，（c）afterｌａｐｐｅｄａｎｄｅｔｃｈｅｄｏｆｆｂｙ６ｑｕｍｂｅｌｏｗ（iil)As
surfaceaftertaking（b)．
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gE2○」

(a）

(a）

鞭搬
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(b）

(b）

(c）

(c）

鱗

(d）

(d）

Ｆｉｇ．３ＥｎｌａｒｇｅｄＸ－ｒａｙｔｏｐｏｇｒａｐｈｓｏｆ

Ｆｉｇ．４ＥｎｌａｒｇｅｄＸ－ｒａｙｔｏｐｏｇｒａｐｈｓｏｆ

Ｆｉ9.2andetchfigureon(iiDAs

Ｆｉｇ２ａnｄｅｔｃｈｆｉｇｕｒｅｏｎ（iii)As
surface.（a)，（b）ａｎｄ(c)ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄ
ｔｏａｒｅａＢｏｆＦｉｇ２(a)，（b)，ａｎｄ（c)，
respectivelyKd）EtchfigurecorrespondingtoFig4（c)．

surface.（ａ)，（b）ａｎｄ（c)ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄ

ｔｏａｒｅａＡｏｆＦｉｇ２(ａ)，（ｂ)，ａｎｄ（c)，
respectively.（d）EtchfigurecorrespondingtoFig3（c)．
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この部分は転位線が結晶の内部にあることを示し

Fig.５（a)，（b)，（c）はそれぞれFig.２（a)，

ている。またＰ点からｑ点の方向にエッチピット

(b)，（c）の領域Ｃに対応する拡大写真である。

が二列に並んでいるのは，熱処理後の転位ｐｑが

Ｆｉｇ．５（a)，（b）の比較により熱処理によって

らせん状またはループ状になっていることを示す

rs部分は単純移動し，ｓｔの部分はへりカル状に変

ものである。（b）に示したＲとＳの転位線は，

化していることがわかる。従ってｒｓ部分は刃状

熱処理前のラング写真（a）に見られなかったも

成分の大きい転位であり，ｓｔ部分はスクリュー成

ので，ある特定の方向［112］あるいは［２，］に

分の大きい転位と考えられる。（c）では，ｒｓ部分

伸びていることから，熱処理中すべりによって形

が完全に消失しているので，ｒｓ部分は表面層６０

成された転位と考えられる。

αｍ内に存在していたと言える。

Fig.４（a)，（b)，（c）はそれぞれFig.２（a)，
(b)，（c）の領域Ｂに対応する拡大写真である。

Fig.６は，Fig.５(c）に対応する（iii）Ａｓ面
のＲＣ－１エッチャントを用いたステップエッチン

Fig.４（a）の中央を斜めに平行に走っている２本

グによるエッチング像の変化を示したものである。

の転位線に注目する。（a）と（b）を比較すると，

１回のステップエッチングで約10αｍの表面層が

右側の転位線の一部分ｆｇが熱処理によってねじ

エッチングされる。Fig.５（c）からわかるように，

れ３つのループを形成していることがわかる。

ステップエッチングを行う前に転位rsは完全

スクリュー転位は上昇運動によってへリカル状に

変化することが知られているので4)，転位efgは

に除去されているはずであるが，Fig.６(a）の
Fig.５（b）のｒｓに対応する場所にエッチング像

スクリュー転位であると考えられる。（c）ではこ

が現れている。しかも（b)，（c）とステップエッチ

の転位の上部efが消失している。（c）は結晶表面

ングを進める毎にエッチング像の形状は熱処理前

層を60αｍ除去した後の写真であるので,ｅｆ部分

の転位線ｒｓ（Fig.５（a)）に近づいている。この

はこの表面層内にあったことになる。またこの部

結果は，転位線ｒｓが熱処理によって移動した跡

分は熱処理によってほとんど変化していない。次

になんらかの面欠陥が形成されたと考えるとよく

に転位ｈｉｋの変化を説明する。（a）と（b）の比

理解できる。つまり，熱処理前の転位線ｒｓは表

較によって,ｈｉ部分はあまり変化していないがｉｋ

面層6qumよりも深い位置にあったが，熱処理に

部分が左側に移動したことがわかる。この変化は

よってその移動の跡に面欠陥を形成しながら移

単純移動でfｇのようにへりカル状にはなってい

動し，表面層60’ｍの所まで達する。その位置が

ないので，転位ｈｉｋは刃状転位と思われる。（c）

Fig.５（b）のｒｓである。従って表面層を６qum

では，転位efと同様熱処理であまり変化していな

除去するとｒｓも除去され，その後ラング写真を

い部分ｈｉが消失している。つまりｈｉも表面層６０

撮ってもｒｓは存在しないのでもはやその転位線

匹、内に存在したことになる。従って結晶表面近

のＸ線像は現われないことになる。この状態が

くに位置している転位線は熱処理であまり変化せ

Fig.５（c）である。しかし，面欠陥は6Qumより

ず，結晶深部に位置している転位線ほど変化が大

深い位置にある熱処理前の転位線ｒｓの所まで広

きいことを示している。（d）は（c）に対応する

がっているのであるから，表面層が6qum除去さ

(iii）Ａｓ面のＲＣ－１エッチャントによるエッチ

れてもまだ一部は残され，そのためエッチングに

ング像である。エッチピット］は（c）の］点にあ

よってその面欠陥と表面との交差線にエッチング

る転位線のエッチング像である。このエッチピヅ

像が形成されることになる。これがFig.６（a）の

トから上方に細い線状のエッチング像が伸びてい

エッチング像である。ステップエッチングを進め

るが，このエッチング像に対応するＸ線像は(c）

ると表面層が10似、ずつ除去されて，面欠陥と表

には見られない。これは熱処理によって転位線が

面との交差線が熱処理前の転位線ｒｓに近づくこ

移動した跡に形成された面欠陥に対応するものと

とになるのでエッチング像の形状もだんだん熱処

考えられる。エッチング像ｍも（c）の転位線ｉｋ

理前の転位線ｒｓに近づいてくることになる。こ

には直接対応せず，熱処理によってｉｋが移動し

れがFig.６（c）のエッチング像の形状がFig.５

た跡に形成された面欠陥と結晶表面との交差線上

(a）のｒｓに似ていることの説明である。

に生じたものと思われる。

次にFig.５（a）のｓｔの転位に注目する。熱処
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Ｆｉｇ．５ＥｎｌａｒｇｅｄＸ－ｒａｙｔｏｐｏｇｒａｐｈｓｏｆ
Ｆｉｇ２（a)，（b）ａｎｄ（c）ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄ
ｔｏａｒｅａＣｏｆＦｉｇ２(a)，（b）ａｎｄ（c)，
respectively．

Ｆｉｇ．６Step-etchfigurescorrespondmgto

Fig.５（c)．（a）firststep,（b）second
ｓｔｅｐ,（c）thirdstep．
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理によってへリカル状に変化していることが（b）

転位のすべりはすべり面上を特定方向にすべるの

よりわかる。また（c）においてｔに近い部分が消

が普通であり，すべりによる変形には方向性が現

失しｓに近い部分が残っていることから，ｔから

れるはずであるが，Fig.３～Fig.５で注目した転

ｓに向って転位の位置は深くなっていることがわ

位の変形にはそのような方向性が観測されないか

かる。ｔからｓに向ってへリカルの形状がコーン

らである。

状に広がっていることは，表面に近い位置よりも

転位の上昇運動の跡に二次元欠陥が形成される

深いところで転位の変化の大きいことを示してい

ことについては，その二次元欠陥のＸ線像を直接

るが，これはＦｉｇ４で観測した結果と一致してい

ラング写真に撮ることはできなかったが，Fig.５

る。転位stがへリカル状であるかどうかについて

とFig.６で示したように，転位線の上昇運動の跡

は，ラング写真の分解能に限界がありへリカル状

をステップエッチングすることによって二次元欠

態が明確ではないが，これに対応するFig.６の

陥に対応するエッチング像を観測することができ

エッチング像のエッチピットが２列に並んで形成

た。従って，熱処理により転位が上昇運動を起こ

されていることを考慮すればｓｔがへリカル状転

し，その上昇運動の跡に二次元欠陥が形成される

位であることは明きらかであろう。

例を確かに観測したことになる。この二次元欠陥

4．考察

かったことは，この二次元欠陥がそれほど大きな

に対応するコントラストがラング写真上に現れな
格子歪を持っていないことを示唆するもので，こ

この論文の目的は，Ｓｉ－ｄｏｐｅｄＧａＡｓを熱処

の二次元欠陥の構造を考えるために考慮すべき結

理することによって発生するある種の二次元欠陥

果である。つまり，転位にＳｉ－Ａｓ対が吸収され

(面欠陥）の形成機構について論ずることである。

て形成されると考えられる二次元欠陥の構造は，

この二次元欠陥の形成機構については欠陥の観測

Ｓｉ－Ａｓ対が新たな原子面を正常な原子面間に形

手段としてエッチング法の承を用いた実験結果に

成するようなものでなく，結果的にはＧａＡｓの

基づいて論じたモデルをすでに報告している2)。

Ｇａと不純物のＳｉが置換された二次元領域を形

しかしながら，エッチング法にはその特性上限界

成するようなものと思われる。前者はフランク型

があり，その結果の糸で二次元欠陥の形成モデル

積層欠陥と同じ構造であり格子歪が大きいのでラ

を論ずるには，少なからず推論を必要とした。こ

ング写真にその像が写るはずである。しかし後

こでは，ラング法とエッチング法を組合せた観測

者の構造は前者ほど格子歪が大きくならないので

結果に基づいて，これまでの形成モデルの推論部

ラング写真には現われないが，他の場所よりＳｉ濃

分をできるだけ確かなものとするよう考察した。

度が非常に高くなっているのでエッチングに対し

Ｓｉ－ｄｏｐｅｄＧａＡｓを熱処理したときに生ずる

ては敏感に反応し，二次元欠陥のエッチング像が

二次元欠陥の形成モデルは次のように推論された。

現われると考えることができる。このような構造

つまり，熱処理中に過剰Ｓｉ原子およびＡｓ間原子

でも格子歪は多少なりとも生ずるはずであり，格

がＳｉ－Ａｓ対で転位に吸収ざれ転位の上昇運動を

ｆ歪に対してラング法よりも敏感な二結晶法を用

ひき起し，転位が上昇運動で掃いた面上にＳｉ原

いて二次元欠陥像の撮影を試みた。

子が組込まれ，その領域が二次元欠陥となる。
このモデルにある転位の上昇運動については，

Fig.７はその結果を示したもので，Fig.６（c）
のエッチング像に対応する場所の二結晶トポグラ

エッチング法では熱処理前後の転位の移動を直接

フである。Fig.６（ｃ）のエッチング像に対応す

チェックできなかったので推論ということになる。

る場所にコントラストが見られるが試料表面にエ

論文のFig.３～Ｆｉｇ５に示したように熱処理前後

ッチング像を形成させたまま撮影したために，こ

のラング写真の比較によって，確かに熱処理によ

のコントラストが二次元欠陥自身の格子歪のため

り転位線の変形や移動のあることがわかった。こ

生じたものなのか，あるいはエッチング像の起状

の変形や移動が転位のすべり連動ではなく上昇運

のため生じた影なのか判断できなかった。

動によるものであることは転位の変形がかなり複

次に，どのような種類の構造をもつ転位の上昇

雑に起っていることより明らかである。なぜなら，

連動によって二次元欠陥が形成されるかについて
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したへりカル状態の疎な形状のものに対しては

Ｆｉｇ（d）のｌに示したような二次元欠陥に対応す
るエッチング像が現われた。このように，上昇連
動によってへリカル状態の密なものと疎なものが
形成される理由は，もともと転位構造の違いによ
るものなのか，あるいは上昇運動をするために吸
収される,点欠陥の種類や濃度の違いによるものな

のか今のところ明らかでない。
転位が上昇運動を起こすには，その温度で転位

の周囲の点欠陥密度が熱平衡状態に達していない
ことが必要である。つまり，点欠陥密度が熱平衡
状態になっていく過程で，転位が点欠陥のシンク
あるいはソースとして働きその結果転位自体は上

昇運動することになる。Fig.４，Fig.５で説明し
たように，転位の上昇運動による変化は，表面層

Ｆｉｇ．７Ｄｏｕｂｌｅｃｒｙｓｔａｌｔｏｐｏｇｒａｐｈｃｏｒｒｅ－

ｓｐoｎｄｉｎｇｔｏＦｉｇ６（c)．

［(440))'一(440)v］arrangement,Cukoul
radiation．

よりも結晶内部で大きくなるという観測結果を得
ている。この結果は，結晶表面自体が点欠陥のシ

ンクあるいはソースとして働くので，平衡蒸気圧
下での熱処理であれば，結晶表面層は結晶内部よ

りも早く熱平衡状態に達してしまい表面層にある

考える。転位の構造を明確に知るにはその転位の

転位はもはや上昇運動が起こらなくなると解釈す

バーガスベクトルを決定しなければならない。し

ることで理解される。

かしこの実験では，バーガスベクトルを決定す

二次元欠陥を形成する上昇運動が，過剰のＳｉ

るためのラング写真を特に撮影しなかったので，

原子とＡｓ格ｆ間原子を吸収して起こるという考

熱処理による転位の変形の状態で，転位の種類を

えを示唆するような新しい実験は今回特に行って

刃状転位に近い転位とスクリュー転位に近い転位

いない。従って，二次元欠陥の形成にＳｉ－Ａｓ対

に区分した。つまり，刃状転位は上昇運動によっ

がかかわっているであろうという考えは，これま

て単純移動をするが，スクリュー転位はへりカル

でに報告した二つの実験結果に基づくもので今

状に変形するということを区分の目安とした。例

まで通りの考え方である。つまり，一つはＳｉのド

えば，Fig.５（a）のｒｓｔは一本の転位線であるが，

ープ量に関するもので，高濃度Si-dopedGaAs

熱処理後st部分はへりカル状に，ｒｓ部分は単純

では二次元欠陥が形成されるがnon-doped

移動をしている。従ってｓｔ部分を純粋なスクリ

GaAsでは形成されないということと2)，他の１

ュー転位とすると，この転位のバーガスベクトル

つは，高濃度Ｓｉ－ｄｏｐｅｄＧａＡｓでも最適Ａｓ圧を

はｓｔ方向に平行となる。よって，ｒｓ部分はその’

境として，高Ａｓ圧処理では二次元欠陥が形成さ

バーガスベクトルと約60゜の角をなしているので，

れるが低Ａｓ圧処理では形成されないということ

60.転位あるいは刃状転位に近い転位と考えるこ

に基づくものである5)。

とができる。このような区分をして，二次元欠陥
の形成の有無を調べると，刃状転位に近い転位の

５．まとめ

上昇運動の跡には，ほぼ二次元欠陥が形成される
ことがわかった。一方，スクリュー転位に近い転

本研究で得られた結果を要約する。高濃度Ｓｉ－

位の場合は，Fig.３（c）あるいはFig.５（b）の

ｄｏｐｅｄＧａＡｓの熱処理前後のラング写真の比較

stに示したようなヘリカル状態の密度の高い変

によって，転位の上昇運動を確認した。刃状転位

形に対しては，二次元欠陥に対応するエッチング

と考えられる上昇運動の跡をエッチングすること

像は観測されない。しかし，Fig.４（b)のefgに示

によって，上昇運動の結果形成された二次元欠陥
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に対応するエッチング像が観測された。スクリュ

から装置の設置調整まで多大な骨折りをいただい

ー転位の上昇運動によって形成されたスパイラル

たこと，更にＸ線トポグラフ装置の購入設置に関

状転位においても，スパイラル状態が疎であると

しいろいろご指導をいただいたこと等を挙ること

きは二次元欠陥に対応するエッチング像が観測さ

ができる。これらのご援助に対し謝意を表する。

れたが，スパイラル状態が密な転位には観測され

なかった。この二次元欠陥はエッチング像として
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