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１．はじめに 
光技術の進歩により，レーザー発信用結晶やレーザー波長変換用非線形光学結晶の用途は益々拡大してい

る．このため，光学デバイス用材料としての酸化物単結晶の育成技術を革新し，結晶の高品質化および新

規材料の探索が必要とされている．YAG 結晶は，レーザー発振用結晶として広く利用され，高品質結晶育

成を目的とし，結晶成長メカニズムが勢力的に研究されてきた．YAG 結晶は，Y2O3－Al2O3 系の状態図上

の Y2O3:Al2O3=3:5 のガーネット構造の Y3Al5O12を指す．YAG結晶は YAG 組成で一致溶融するため，YAG
組成の融液から直接結晶成長することができる．このため，液相での組成変化がなければ YAG 結晶のみが

析出するはずである．しかし，融液が過冷却した状態で結晶化した場合，YAlO3（YAP）と Al2O3 の共晶

が析出することが報告されている.これは，平衡状態図には現れない YAG 組成において準安定相となる

YAP が過冷却領域に入り込んできているため，過冷却度により異なった相が現れると考えられる．そこで，

これまでの共同研究において開発を進めてきた，無用器浮遊技術と高エネルギーX 線回折法を用いて，Y2O3

－Al2O3融液の過冷却度と析出する結晶相の初相と冷却後の相変化を直接観察し，YAG と YAP/Al2O3の相

選択と過冷却度関係を明らかにすることを試みた． 
 
２．研究経過 
Y2O3－Al2O3 融液の過冷却度と析出する結晶相を直接観察するため，ガスジェット浮遊法を用いて直径約

2mm の球状の YAG 結晶をガスジェットノズルから乾燥空気(0.5l/min)を噴出させて浮遊させた．浮遊後，

CO2レーザーで融解し，レーザー出力を下げて冷却，凝固させた．試料温度は，放射温度計(5.14μm)によ

り測定し過冷却度( LT T T   ： LT 液相線温度)を決定した．また凝固試料断面を SEM で観察し EDS によ

る組成分析をおこない，粉末 X 線回折法より凝固相の結晶構造を同定した．さらに，SPring-8 の BL04B2
ビームラインで高エネルギーX 線(113keV)を利用し，凝固時の構造変化をその場観察した.また，同時に高

速度カメラ(1000fps)で，固液界面形状の観察もおこなった． 
 
３．研究成果 
YAG 組成の融液を 0 1000KT   の範囲で過冷却度をつけた場合，析出した結晶相を X 線回折法で同定し

たところ， 580KT  以下では融液は過冷却状態を保ったまま凝固せず（結晶接触させるなどのショック

を与えると結晶化する）， 580 880KT   においては YAG が析出する場合と YAP が析出する場合の両方

が観察された．一方， 1000KT  付近では YAG のみが析出することがわかった．また過冷却融液の結晶

を接触させて意図的に核形成させた場合には， T に関係なく YAG のみが析出した． 1000KT  の場合

も融液表面がガラス化してしまうため，ガラスと接触した面で核形成してしまったと考えられる．

700KT  で YAG 化，YAP 化した時のそれぞれの凝固試料の SEM 像を図１に示す．試料が YAP 化した

場合は，μm サイズの YAP 結晶が Al2O3のマトリックスの中に成長していることがわかる．一方，試料が

YAG 化した時は粒界面が観測できず，均一な YAG 結晶であることがわかり YAG 組成の融液から結晶化し

た際に組成の変化がなかったことが確認できる．以上のように，析出相の過冷却度依存性は明確ではなく，

YAG の凝固時の相選択はこれまで考えられていた過冷却度依存性だけでなく，核形成プロセスが支配して

いることを明らかとした． 

 
図 1． 700KT  から凝固した試料の SEM 像(左:YAP/Al2O3共晶，右:YAG) 

 
４．ま と め     

YAG の凝固時における相選択メカニズムを解明するため，ガス浮遊法を用いて過冷却度と核形成プロセ

スを制御した凝固実験をおこなった．この結果より，YAG 融液からの凝固における相選択は，過冷却度に

依存するのではなく核形成プロセスが支配していることを明らかとした． YAG－YAP の相選択が核形成

が支配していると考えると，融液と成長核との間の界面エネルギーの差が YAG と YAP で異なっているこ

とが予想され，今後過冷却融体から結晶成長する際の固液界面エネルギーを調べる共同研究へ発展させて

いく． 

－139－



【研究部】 
 
 

研 究 課 題 名 
点欠陥制御による一方向性結晶育成法の創成 

 
 

研究代表者名 
九州大学・応用力学研究所 柿本 浩一 

 
受入教員 

東北大学・金属材料研究所 宇田 聡 
 

 
 

 
１．はじめに 

太陽電池用シリコン結晶は、一方向性凝固法で作成されているが、昨今この方法で単結晶育成が

可能となってきている。これは、種結晶を使用することにより可能となってきており、単結晶の

育成が可能となってきていることから少数キャリアの拡散長の増加、ひいては変換効率の増加が

見込まれる。このように多結晶から単結晶の育成が可能となったことで、多結晶に存在する結晶

粒界の存在による少数キャリアの拡散長の低下が軽減されることがわかる。単結晶において少数

キャリアの拡散長を低減させる他の要因のひとつとして、点欠陥が関与する複合欠陥が上げられ

る。結晶中の点欠陥の分布を決定する要因は、結晶成長速度と結晶中の温度勾配の比である。こ

れを結晶成長中に制御することが今後重要な研究課題となってきている。 
 
 

２．研究経過 
九州大学応用力学研究所で開発した一方向性凝固法の時間依存総合伝熱解析シミュレータによ

り解析した結果、一方向性凝固法における結晶成長速度と結晶中の温度勾配の比は、チョクラル

スキーのそれとほぼ同程度の値を示していることがわかった。本研究では、本シミュレータを用

いて点欠陥の分布を予測した。とくに、熱力学的考察を考慮しつつ一方向性凝固法により成長し

た結晶中の点欠陥濃度を予測するコードを構築し、点欠陥の分布の予測を行った。 
 
 

３．研究成果 
九州大学で開発している一方向性凝固法によるシミュレータを用いて、点欠陥の生成、消滅、お

よび拡散に関する解析ツールを開発した。さらに、東北大学宇田先生との議論により、固液界面

における点欠陥の熱力学的平衡条件を取り入れた一方向性凝固法による時間依存総合伝熱解析

シミュレータの構築を行った。実際の結晶では、転位が存在するために、今回解析いたような点

欠陥の過飽和状態は存在しない。計算結果は、CZ 法で育成した結晶と同じように、結晶成長速

度が大きい場合は空孔欠陥優勢となり、遅い場合は格子間原子欠陥優勢となることがわかった。

すなわち、平均結晶成長速度が 0.1mm/min 以下の場合は、空孔欠陥優勢となり、0.2mm/min 以

上の場合は、格子間元氏欠陥優勢となることが分かった。平均結晶成長速度が 0.1mm/min 以上

で 0.2mm/min 以下の場合は、空孔欠陥と格子間原子欠陥の領域が混在する領域が存在すること

が分かった。今後、結晶成長法の改良がおこなわれることにより、転位密度が低減されるとこの

点欠陥の問題が重要になると予想できる。 
 
 

４．ま と め     
本研究では、一方向性凝固法による単結晶中の点欠陥の濃度分布の予測が可能となるコード開発

を行った。その結果、点欠陥の分布は CZ 法で育成した結晶と同様に、平均結晶成長速度が

0.1mm/min 以下の場合は、空孔欠陥優勢となり、0.2mm/min 以上の場合は、格子間元氏欠陥優

勢となることが分かった。平均結晶成長速度が 0.1mm/min 以上で 0.2mm/min 以下の場合は、

空孔欠陥と格子間原子欠陥の領域が混在する領域が存在することが分かった。 
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１．はじめに 
 半導体中の転位はリーク電流や不純物偏析などデバイス特性を劣化させる主体であるとして産業的には

好ましくない存在であり、極力その密度を抑える方向で研究が進められている。一方、転位芯に沿ってバ

ンドギャップ中に局在準位が形成されたり、キャリアが転位芯に捕獲されるなど、転位それ自体が持つ電

気的な特性についても以前から着目されていた。Ge 結晶中の 60 度転位については、試料を貫通した転位

の両端に電極を付けることで転位の電気伝導が直接測定されている。CdS については、変形によって多量

の転位が導入された単結晶において電気伝導度の大きな異方性が発現することが発見されているが、これ

は転位芯への不純物偏析や転位周辺のキャリア枯渇による高抵抗領域の形成が原因であるという解釈もあ

り、必ずしも転位自体の電気伝導として確立されているわけではない。 
 本研究では種々の半導体中の転位の電気的性質およびそれに起因する光学的性質について明らかにする

ことを目的とする。本年度は塑性変形によって GaP 中に導入された転位について電気的性質を明らかにす

る研究を行った。 
 
２．研究経過 
 Czochralski 法で作成された市販の S ドープ n 型 GaP 単結晶(キャリア濃度 3.3×1017cm－3)を母材とし、

ここから 2×2×7mm3の直方体の試料を切り出した。試料の長手方向は[123]に平行とし、側面はそれぞれ

{111}および{541}面である。この試料を、変形温度 600℃、Ar フロー中でインストロン型圧縮試験機によ

り一軸圧縮変形を施し転位を導入した。剪断歪量は 19%で、TEM により 109cm－2の転位が導入されてい

ることを確認した。 
 転位周辺の微視的領域の電気伝導度は、走査型プローブ顕微鏡法の一種である走査型拡がり抵抗顕微鏡

法(SSRM)により、試料表面の電気伝導度をマッピングすることで測定した。試料背面には Au を蒸着して

オーミックな電極を取り付けた。プローブとして導電性ダイヤモンドコートされた Si カンチレバーを用い

た。このカンチレバーの先端径は 10～20 nm であり、試料表面への負荷荷重は 1～5μN、印加バイアスは

1V とした。 
 
３．研究成果 
 図 1 に変形した n-GaP 試料の{111}表面の

SSRM 像を示す。(a)、(b)はそれぞれ試料表面

上の異なる位置から得られた像である。それ

ぞれ左に電流像、右に凹凸像を示す。電流像

においては明るいところほど高電気伝導であ

ることを示し、凹凸像においては明るいとこ

ろほど表面が高いことを示している。(a)(b)い
ずれの領域においても、電流像にはすべり方

向((a)図中矢印)に沿った黒点の列が見られる

が、凹凸像にはそれに対応する表面形状は現

れていない。図２に、未変形試料表面の SSRM
像を示す。変形試料に見られるような黒点は

観察されなかった。以上の結果は塑性変形に

より表面形状に依存しない低電気伝導のスポ

ットが導入されることを示している。この点

列が滑り方向に沿っていること、および、そ

の密度(～109cm－2)が TEM で観察された転位

密度にほぼ一致することから、これらの点が

 
 

図1: 変形したn-GaP試料の(111)表面のSSRM像。 
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転位の端に対応していると推測することがで

きる。同様の低伝導スポットの列は{541}表面

にも観察された。 
 図２にこの低伝導スポットの典型的なもの

の拡大図を示す。このスポットの半径は約

35nm 程度であり、他のスポットの半径も

{111)}、{541}いずれの面でもおおよそ 30～
50nm の範囲に分布していた。図中の囲みに

示すように、これら低伝導スポットの中心の

電流値は、スポット外の電流値に比べて 1/100
程度低かった。 
 n 型半導体中の転位が局在バンドを形成す

るとすると、そこに電子が捕獲されることで

転位線は負に帯電し、その周囲にはキャリア

を排除するような電場が生じると考えられ

る。このため転位線周辺にはキャリア枯渇領

域が円柱状に形成され、ここが低伝導スポッ

トとして電流像にあらわれたものと考えられ

る。 
 今、転位の線電荷密度を Q とし、半径 R の

領域のキャリアが排除され、この領域のイオ

ン化したドナー(密度Nd)によってQが遮蔽さ

れていると仮定すると、電気的中性の条件

Q= R2eNdより、Q=0.4～0.9 e / b が導かれ

る。ここで b は完全転位のバーガーズ・ベク

トルの長さである。この値は、拡張した転位

芯のダングリングボンドの一部が再構成せず

に残っていると考えると妥当な大きさであ

る。また、GaN、GaAs の光吸収実験や電子

線ホログラフィーによる転位の電荷密度の見

積もりともほぼ一致している。 
 
４．ま と め 
 塑性変形した GaP の表面を SSRM 法により観察し、変形由来の転位に関係していると考えられる

低伝導のスポットを確認した。これは、負に帯電した転位周辺にキャリア枯渇領域が形成されたもの

と考えられる。キャリア濃度とスポット半径から求められた荷電転位の電荷密度は、拡張転位上のダ

ングリング・ボンド密度と矛盾しなかった。また、過去の光吸収実験・電子線ホログラフィー実験の

結果とよく一致した。 
 
 

 

 
 

図２: 未変形の n-GaP 試料の(111)表面の SSRM
像。 

 
 

図３: 低伝導スポットの拡大。囲み内は白線に沿

った電流プロファイル。 
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１．はじめに 
 

非線形光学結晶を用いた紫外レーザー光源は、次世代半導体開発に必要なマスク欠陥検査、プリント基

板の微細加工など、半導体産業を中心に用途が拡がりつつある。レーザー光源システム全体の寿命や出力

は紫外光を発生させる非線形光学結晶の表面または内部に生じるレーザー損傷によって制限されており、

光学素子の更なる損傷耐性向上が求められている。大阪大学では、紫外光発生に適したホウ酸系非線形光

学結晶である CsLiB6O10（CLBO）、CsB3O5（CBO）を開発し、これまでに世界最高出力の紫外光を発生

してきた。最近、これらのホウ酸結晶内部に含まれる光散乱源や水不純物などが育成溶液組成（セルフフ

ラックス溶液組成）によって異なることが明らかになってきており、結晶の品質向上に向けて不定比性を

評価しながら溶液組成を探索することが不可欠となってきた。 
本研究では、CLBO の育成溶液組成の検討、原料中の水不純物の制御と結晶欠陥の評価を行い、さらに

結晶溶液中で生成する異相クラスターの制御に着手する予定である。また、マイクロ PD 育成装置を用い

て、新しいホウ酸系化合物の融液成長を試み、新規化合物の探索も行う。 
 
 
２．研究経過 
 

CLBO 結晶中に含まれる水不純物が紫外光発生特性を劣化させる要因となっていることが分かってお

り、これまで素子を 150℃で長期間、加熱処理することで特性改善を行ってきた。本研究では更なる不純

物低減を目指し、乾燥雰囲気下での CLBO 結晶育成（フラックス組成）を検討した。CLBO 結晶は溶液

撹拌 TSSG 法により育成した。Ar ガスフローにより炉内部の湿度を室温で 5%程度の乾燥雰囲気にした。

育成開始前に温度 900℃において、Ar ガスを長期間フローさせて育成溶液中の水不純物の除去を行った。

得られた CLBO 結晶（以下、Dry CLBO）の、内部散乱、含有水不純物、紫外レーザー損傷耐性、ビッ

カース硬度を評価した。さらに、アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー社に協力いた

だき、次世代半導体フォトマスク欠陥検査用に開発された連続波 199nm 光源装置の中で、199nm 発生素

子として CLBO 結晶の光学特性を測定した。 
また、マイクロ PD 育成装置を用いて、新しいホウ酸系化合物の融液成長も試みた。 

 
 
３．研究成果 
 

 本研究で作製した Dry CLBO は、これまで光路状に観察されていたレイリー散乱源（30mW の

532nm レーザー光を使用）を含まないことが明らかになった。数十 nm サイズで一様に分布してい

た結晶欠陥が、成長中に取り込まれる水不純物と関係していたことが示唆される。また、赤外透過ス

ペクトルによる含有水不純物の評価では、初期状態での不純物量が大幅に低減しており、266nm 紫

外光に対するレーザー損傷閾値も従来の結晶に比べ 1.2-1.5 倍と高くなっていた。従来の結晶素子は、

長期間加熱し Dry CLBO と同程度の水不純物含有量にしても損傷耐性は Dry CLBO に劣ることが明らか

になった。このことから、水分子の吸着サイト、あるいは欠陥領域が紫外光発生時の劣化に関与している

ことが示唆される。今後、Dry CLBO 用の育成装置を用い、Stoichiometric 組成からの CLBO 結晶育成 
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と評価を試みる予定である。ビッカース硬度（a 軸[100] 方向）は、従来の CLBO に比べ、Dry CLBO
は約 1.1 倍程、高い値を持つことが明らかになった。また、199nm 紫外光発生時（100mW 出力時）の

寿命試験においては、従来結晶の１日程度の素子寿命に対し、Dry CLBO は 7 日以上という顕著な劣化耐

性改善（変換特性の維持）が見られた。変換効率も高くなっていることが明らかになった。以上のことか

ら、CLBO 結晶においては成長溶液中の水不純物の制御（低減）が高品質化に極めて重要なことが分かっ

た。 
新しいホウ酸系非線形光学結晶のマイクロ PD 法による結晶化試験については、過昇温、揮発による組

成変化によって非線形不活性な結晶が得られており、現在は材料組成、安定な成長条件を探索する段階に

ある。引き続き、次年度も結晶化を試みたいと考えている。 
 
 
４．ま と め     
 

紫外光を発生させる非線形光学結晶として注目されている CsLiB6O10（CLBO）に関し、成長溶液中の

水不純物の制御（低減）が結晶欠陥の低減、レーザー劣化特性向上に極めて有効なことを見出した。今後、

Stoichiometric 組成からの CLBO 結晶育成を行い、不定比欠陥、不純物を制御することを試みる。また、

新材料については、引き続きマイクロ PD 法による結晶化を試みる予定である。 
本研究の一部は、（株）オキサイド、アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー（株）

の協力により行われております。また、CLBO 結晶のビッカース硬度の測定には大阪工業大学の神村共住

先生にご協力いただきました。 
 

 
参考：第 57 回応用物理学関係連合講演会 17a-F-4、17p-TV-8（2010 年春 東海大学） 
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