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Observation of Dislocation Climbing with Two-dimensional
Defects in Si·doped GaAs Crystal by· Etching Techniquet

Takehiro MAEHAMA *

ABSTRACT

Si-doped and non-doped GaAs crystals are heat-treated for 72 hours at
1000'(; under 600 Torr arrsenic pressure. Arrow-shaped etch figures. which
have never been found on as-grown Si-doped GaAs crystals. are formed on As
(HI) surface of heat-treated Si-doped GaAs crystal, but these etch figures
did not appear on non-doped case. The arrow-shaped etch figure corresponds to a
two-dimensional defect which is formed by dislocation clibming. The dislocation
clibming mechanism and the formation mechanism of the two-dimensional defect
are discussed precisely and a model of the formation is proposed. which concerns
with Si-impurities and As interstitials.
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Si-dopedGaAs単結晶の転位の上昇と二次元欠陥一エッチング法による観測一4８

した。更に，繰り返しエッチング法により矢型エッチ

像の変化を調べ，転位線全体の上昇運動の軌跡を示し

た。その結果，試料表面よりも内部で転位の移動距離

が大きくなっていることがわかった。そのことより，

転位の上昇連動の機綱および二次元欠陥の形成機樹と

不純物Si元素およびＡｓ圧との関連について考察を

行った。

であろう。これまで，圧力の制御されたＡｓ雰囲気中

でＧａＡｓ単結晶を熱処理することによっても，それ

の非化学愚論的組成をある程度制御できると考え，

As圧と転位の増殖および積層欠陥の形成との関連に

ついて調べ報告してきた｡ｎ２）

本論文では，熱処理によるＧａＡｓ単結晶の転位の

上昇連動とそれに伴って形成される二次元欠陥および

それらとＡｓ圧との関迎について述べた。まず，熱処

理前後のエッチ像を比較し，熱処理後の試料に特有な

形状のエッチ像（以下矢型エッチ像と呼ぶ）が転位の

上昇により形成された二次元欠陥に対応することを示

２実験方法

実験に用いたＧａＡｓ単結晶試料ＡおよびＢの特性

をＴａｂｌｅｌに示す。

TablelCharacteristicsoftheusedGaAsCrystals．

ロ０～１０×】７ ～１４０

試料はＡ，Ｂとも（111）面に切り出されたウエハー

より約3輌角に整形し１粒径約1匹のアルミナによる研

摩の後，硫酸系エッチヤント3）（５Ｈ２ＳＯ４＋１Ｈ２０２

＋１Ｈ２０）で鏡面に仕上げた。次に，ＲＣ－ｌエツ

チヤント（５Ｈ２０＋３ＨＮＯ３＋２ＨＦ＋ＡｇＮＯ３

（2.4ｘ１０ｒ３ｍｏｌ））によるエッチ像の観測を行っ

た。再び鏡面にして次の方法で熱処理した。

試料Ａ，Ｂを同時に金属Ａｓとともに透明石英管に

真空封入した。Fig.１に示す温度分布に設定した電

気炉へ試料の封入された石英アンプルを入れ，７２時間

熱処理した後，石英アンプルを水に入れ室温まで急冷

した。熱処理温度は1000℃で，熱処理中試料のまわ

りのＡｓ蒸気圧が600Torrになるように電気炉の温

度を設定した。試料側のＡｓ圧ＰＡＳは，その温度を

71GaAs，金属Ａｓ側の温度を７１AｓおよびＡｓ４飽

和蒸気圧をＰＡＳとすると次式で計算される｡4）

ＰＡＳ＝ＰＡＳ（７１GaAs/ＴＡＳ)兄

熱処理後の試料については，研摩と鏡面エッチング

およびＲＯ１エッチングを組合せて，表面から内部

にかけて所望の｛111）面上のエッチ像を観測した。

表面から観測面までの距離は，研摩あるいはエッチン

グにより除去された重量より算出した。

試料を真空封入するための石英管を次の方法で洗浄

した。石英管にトリクロルエチレンを満たしたまま一

昼夜放置し，そのまま超音波洗浄器にかけ，エチルア

ルコール，純水の順ですすいだ。次に，純水で50％に

薄めたＨＦで約15分間エッチングし，更に純水で何回

も洗浄した。その後，真空びき（１xlO-5Torr）し

ながら1050℃で４時間空焼きを行い，試料を入れる

直前まで真空状態に保っておいた。
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Fig.３は矢型エッチ像の方向性を調べるため，

{111）面上に形成されたフランク型積層欠陥に対応す

るエッチグループと矢型エッチ像を比較したものであ

る。上図が矢型エッチ像とその拡大像で，下図がフラ

ンク型積層欠陥に対応するエッチグルーブとその拡大

像である｡2）いずれのエッチ像もＡｓ（111）面上に

ＲＣ－１エッチングにより形成されたものである。図

から明らかなように，積層欠陥に対応するエッチグルー

プはその方向が，［701]，［110］［011］の３方向に限

られ，エッチグルーブの両端には積層欠陥をとり囲む

部分転位に対応する三角形のエッチピットが形成され

ているのが特徴である。一方，矢型エッチ像は，一方

の端に転位線に対応すると考えられる三角形のエッチ

ピットを持つが，他端にはこのようなピットは形成さ

３実験結果

Fig.２は試料Ａの熱処理前後のＲＣ－１エッチ像

を比較したものである。上図が熱処理前のＡｓ（111）

面のエッチ像を表わし，下図力熱処理後Ａｓ（111）表面

から82川1内部のＡｓ（TTT）面上のエッチ像である。

熱処理後のエッチ像の中に，三角形のピットから線状

のエッチグルーブが伸びている形状の像（以下これを

矢型エッチ像と呼ぶ）が見られるが，これらは熱処理

前には全く観測されていない形状のエッチ像である。

従って，熱処理後の試料に特有なこの矢型エッチ像は，

熱処理によって形成された何らかの格子欠陥に対応す

るものであると考えられる。
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れていない。また，矢型エッチ像は，図から判断して，

積層欠陥に対応するエッチグルーブほど明確な方向性

を持っていないようである。Fig.４は，観測された

矢型エッチ像の方向分布を示したものである。図中の
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○印は一本の矢型エッチ像に対応する。この図からわ

かるように，矢型エッチ像はあらゆる方向に分布して

いるが，特に，［1211［112］方向に多く分布してい

る。以上のことから矢型エッチ像は何らかの二次元欠

陥（面状欠陥）に対応したものと考えられるが，積層

欠陥のように結晶構造から決定される明確な構造はもっ

ていないようである。しかし，矢型エッチ像の方向分

布はある特定の方向に多く分布しているので，その二

次元欠陥の形成には結晶構造による拘束がある程度作

用しているものと考えられる。

側が困難になるので，研摩と鏡面エッチングで大きく

なったエッチピットを除去し，再びＲＣ－１エッチン
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グを繰り返し矢型エッチ像を観測した。図に示した写

真は，それぞれ矢印で示した観測面上の同一二次元欠

陥に対応する矢型エッチ像である。上の四つの写真は，

いずれもＡｓ（111）面に形成されたエッチング像であ

るが，最下位の写真は試料の反対側の面を研摩エッチ

ングして得られたもので，Ｇａ（111）面上に形成され

たエッチング像である。最上位の写真に示したように，

矢型エッチ像の三角形のエッチピットが形成されてい

る端をＱ点，他端をＰ点とする。

Fig.６は，Fig.５で説明した測定に基づき，矢

型エッチ像のＰおよびQ点が試料の厚さ方向（［111］

方向）に対し観測面（Ａｓ（iII）面またはＧａ（111）

面）上でどのように変位するかプロットしたものであ

る。この図からわかるように，［1丁2］方向の矢型エッ

チ像に対応する二次元欠陥の立体構造は，（110）面上

にあり試料内部で幅広く表面に近づくに従って細くな

るという形状である。

次に，矢型エッチ像に対応する二次元欠陥の立体構

造を把握するため，研摩，鏡面エッチングおよび

ＲＯ１エッチングを適当に組み合わせ，試料の厚さ

方向（［111］方向）の深さに対する矢型エッチ像の，

長さの変化を調べた。Fig.５は，［112］方向を向く

典型的な矢型エッチ像の［111］方向に対する変化の

様子を示したものである。図に示されているように試

料の厚さは400匹〃である。図中の実線と点線はいず

れもエッチング像の観測面を表わしているが，実線は

研摩と鏡面エッチングの後ＲＯＩでエッチングした

観測面を，点線はＲＣ－１エッチングを施した観測

面を示している。従って，点線が続けて表わされてい

るところはＲＣ－１エッチングを繰り返し行ったこと

を意味する。ＲＣ－１エッチングを続けて何回も繰り

返すと，エッチピットが大きくなり矢型エッチ像の槻
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以上はSiがドープされた試料Ａについての観測結

果であるが，不純物がドープされていない試料Ｂにつ

いては，試料Ａで観測された矢型エッチ像は全く観測

されなかった。

欠陥の形成を次のように推論できる。つまり，Fig.５

において，熱処理前Ｐの位置にあったオリジナル転位

が，熱処理により連動しＱの位綴に至るが，その間オ

リジナル転位が掃いた面上に何らかの機柵で欠陥が形

成されたと考える。熱処理中の転位の連動にはすべり

連動と上昇運動とがあるが，ここでは転位の連動の跡

に欠陥が形成されることを説明する必要があるので，

物質の移動を伴う上昇運動を考えるのが妥当である。

刃状転位は空格子を吸収して正の上昇運動をする。

逆に，空格子を放出するか格子間原子を吸収して負の

上昇連動をする。熱処理温度に対し転位の周囲に過飽

和の空格子があれば，転位は正の上昇運動を生ずるが，

その連動の跡にはせいぜい空格子濃度の変化が生ずる

程度で二次元欠陥の形成には至らないであろう。格子

間原子を吸収する負の上昇運動でも母材元素である

ＧａＡｓを吸収して上昇運動が起っているのであれ

ば,正の上昇連動と同様に何ら二次元欠陥を形成する

ことはないと考えられる。しかし，不純物元素が過剰

に存在しⅢそれが転位に吸収されることによって転位

の上昇が起こる場合，転位が上昇によって掃いた面上

に不純物元素が組み込まれそれが二次元欠陥となるで

あろう。従って，単結晶中の不純物が転位の上昇運動

に寄与するだけの濃度に達している場合のみ，このよ

うな二次元欠陥が熱処理によって形成されると考える

ことができる。Ｓｉ濃度が高い試料Ａのみに矢型エッ

チ像が観測され，不純物をドープしていない試料Ｂに

は矢型エッチ像が観測されないという実験結果は，上

述した二次元欠陥の形成機構を示唆するものと考えら

れる。

次に，Ｓｉ不純物がどのような柵造で二次元･欠

陥に組み込まれているかについて考察する。ＧａＡｓ

単結晶は閃亜鉛鉱型櫛造であるが，ＧａとＡｓを対と

して考えると而心立方構造となる。従って，ＧａＡｓ

単結晶の転位を考えるとき面心立方柵造の転位と対応

させて考えると理解されやすい。面心立方樹造の転位

の上昇連動に寄与する空格子あるいは格子間原子は，

ＧａＡｓ単結晶では空格子対あるいは格子間原子対と

して考える必要がある。従って，Ｓｉ不純物が転位の

上昇に寄与するとき，Si-Si，Si-As，Ga-Si

対のいずれかの形で転位に吸収され二次元欠陥として

組み込まれていくと考えられる。

では，これら３種の原子対のいずれが今問題にして

￣

１１１)Ａｓ。
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４肴察

実験結果で示したように，矢型エッチ像は熱処理に

よって形成される二次元欠陥に対応するものである。

ここでは，この二次元欠陥の形成機櫛について考察す

る。

Fig.２において，熱処理後のエッチング像のａ，ｂ，

cはいずれも矢型エッチ像を示しているが，これらは

熱処理前の転位エッチピットａ，ｂ，ｃとそれぞれ対応

している。従って，矢型エッチ像に対応する二次元欠

陥は，熱処理前の試料に元来存在していたオリジナル

転位が源となって，熱処理によって形成されたと考え

ることができる。矢型エッチ像のＱ点（三角形のピッ

ト）がオリジナル転位に対応すると考えると，二次元
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て上昇迎動をすると同時に二次元欠陥の形成を始める。

ところが試料表面にも過剰SiとＡｓ格子間原子は吸収

されるので，表面へのそれらの拡散が生じる。従って，

SiあるいはＡｓ格子間原子濃度が低下しもはや転位

の｣2界をひき起さない領域が，熱処理時ＩｌＨとともに試

料内部へ進入していく。よって表面に近い部分はそれ

だけ早く転位の上昇が止り，同時に二次元欠陥の形成

も止る゜しかし内部までその領域が到達するには時間

がかかり，その間二次元欠陥の形成が続けられている

と解釈される。

なお本拠験では熱処理中のＡＳＩ'三は600Ｔｏｒｒに設

定した。１０００℃における岐適ＡｓＩＥ（ＧａＡｓを化

学fil諭的組成に保つためのＡＳＩ［）は約l70Torr8）

であるので，本実験は高Ａｓ圧で熱処111を行ったこと

になる。従って，表面へのＡｓ格子Ｉｌｉ１原子の拡散はな

く，AsIilF7LIIl111iI子の鰻度は過剰のまま保たれるので，

この場合，転位の上昇運動の停1ｔはＳｉ繊度の低下に

起因すると考えることができる。一万低AsIE熱処理

の場合は，炎1ｍから過剰濃度のＡｓ空格子が拡散して

くると考えられるので！いったん形成された二次元欠

陥でも，SilIillFがＡｓ空格子に捕えられ破壊される

ことが碁えられる。実際，試料Ａと同じ特性の結晶を，

AslElOTorrとした他は同条件で熱処FMすると全く

矢靭エッチ像が観測されないという結果を得ている。

現｡;Asll；をいろいろ変えた熱処IIl1笈験を進めている。

いる矢型エッチ像に対応する二次元欠陥を説明するの

に最適か考える。Si-Si対が二次元欠陥を形成して

いるとすれば，Ga-As対に比しSi-Si対は原子間

隔が小さいので二次元欠陥の部分は大きな格子歪を生

じていることになる。このような状態になっている二

次元欠陥のエッチング像は，Fig.３に示したフラン

ク型積厨欠陥に対応するエッチグループに匹敵するほ

ど明確なエッチグループになると考えられる。しかし，

観測された矢型エッチ像の線は，積府欠陥に対応する

エッチグループに比して非常に弱いものである。また

格子歪が大きければＸ線トポグラフでも強いコントラ

ストを生じ，このような二次元欠陥のＸ線像が搬影で

きるはずである。しかし，今のところＸ線トポグラフ

にはこのような二次元欠陥の像は観測されていないJ5）

従って，試料ＡにドープされているＳｉ漣度の程度で

はSi-Si対の二次元欠陥は生じていないと考えられ

る。

Ga-Si対かSi-As対かについては，今のところ

明確な判断をすることはできないが，次の二つの理由

でSi-As対が妥当ではないかと考えている。一つは，

Ｓｉ原子はＡｓ空格子点よりもＧａ空格子点に入りや

すい6)ということ，つまりSi-As対が形成されやす

いということである。他の一つは，ＡＳＩ京子の万が

Ｇａ原子よりも結合半径が小さいので，Ａｓ原子が

Ｇａ原子に比し格子間原子になりやすいと考えられる

ことである。Si-As対が転位の上昇迎動に寄与して

いると考えると，Ｓｉの他に熱処理温度でＡｓ格子間

原子が過飽和状態になっている必要がある。ＧａＡｓ

単結晶を成長させるとき，ＧａＡｓを化学、総的組成

に保つための殴適Ａｓ圧は約１ａｔｍ７）と考えられてお

り，ポート成長法ではそのＡｓ圧に設定して結晶を成

長させるのが普皿である。その制御が完全なものであ

れば完全結晶が育成されるはずであり，逆に転位が存

在する結晶はＡｓ圧の制御が完全でなく，従って過剰

のＡｓ格子間原子が１１i結晶の中に凍結されている可能

性は充分に考えられる。

以上のように二次元欠陥の形成機栂を考えると，

Fig.６で示した二次元欠陥の形状，つまり試料内部

で幅広く友1ｍに近づくにつれ細くなっているというこ

との説明は以下のようになる。熱処FI1が開始されると

転位は周囲の過剰Ｓｉ原子とＡｓ格子|Ｈ１原子を吸収し

５まとめ

本研究でi\られた結果は以下の通りである。高濃度

Si-dopedGllAsを高Ａｓ圧下で熱処FILた試料を

エッチングすると矢型エッチ像が観測される。この矢

型エッチ像は転位がI三界連動した跡に形成される二次

元欠陥に対応するものである。この二次〕亡欠陥の形成

機柵を次のように推論した。つまり，過蝋ISi原子お

よび八s格子|Ⅱ]原子がSi-As対で抵位に吸収され転

位のI:昇迎UiIlをひき起し，転位が上昇迎動で掃いた面

｣二にSil;ifが組込まれ，その領域が二次ﾉﾋ欠陥とな

るのであろう。

本論文は，昭和56年度の卒業研究生であった新井

武生満の一ｹｲﾄﾞにわたる熱心な実験の結果をまとめた

ものであることを記して感謝の意を衣する。
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