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"Atomic scattering spectroscopy for determination of the polarity of semipolar AlN grown on ZnO"
A. Kobayashi, K. Ueno, J. Ohta, M. Oshima, and H. Fujioka, Appl. Phys. Lett. 103, 192111 (2013).
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ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࡣࠊ㟁ຊኚ⨨ࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴⏝➼⏝࠸ࡽࢀࡿ㧗ฟຊࣃ࣮༙࣡ᑟయࡢ㧗ຠ⋡ࢆᐇ
⌧ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㧗ຠ⋡ࡢᐇ⌧ࡣࠊⅣ⌛⣲(SiC)㧗ᶵ⬟༙ᑟయ⤖ᬗࡢ⤖ᬗከᙧࡢไᚚࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋᮏᥦࡣࠊ㐣ཤ 45 ᖺࢃࡓࡗ࡚ゎỴ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ⤖ᬗከᙧไᚚࢆࠊ⾲㠃࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᡂ㛗ࡢ㐣㣬
ᗘ࡞ࡢ⤖ᬗᡂ㛗ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ⢭ᐦไᚚࡼࡾᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⤖ᬗᡂ㛗⅔ෆࡢືⓗ
ᅽຊไᚚࡼࡿ㐣㣬ᗘࡢไᚚἲࡢ㛤Ⓨࡸࠊᚑ᮶ࢇᐃ㔞ⓗ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ⣧≀ࢻ࣮ࣆࣥ
ࢢࡼࡿ⾲㠃࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆไᚚࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡇࢀࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊSiC
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１．はじめに
屋外大型ディスプレイの分野では、III-V 族窒化物半導体を利用した LED を用いる方法が大きな市場を
獲得しており、これは同材料がディスプレイ応用に適していることを意味している。LED の小型化・集積
化は、今後の更なる市場拡大における必須基盤技術となる。金属基板上への半導体成長ならびにデバイス
製作は、縦方向電流注入による素子動作を可能にし、LED の集積化を可能にする。しかしながら、半導

体成長に適する原子層単位の平坦性を有する金属基板表面を得ることは難しい。それに対し我々は、
低コストで原子層単位の平坦性を有する金属基板表面を実現する手法として、エピタキシャル金属層
を基板として用いる「疑似金属基板」を提案している。

本研究では、「屋外で使用可能なマイクロディスプレイへの応用を目指した集積化 GaN 系面発光素子
の実現」を目指した「疑似金属基板を用いた集積化 GaN 系面発光素子の製作と評価」を研究目的とする。
２．研究経過
縦型デバイス応用への展開へと進むために、Al2O3 上に行っていた疑似 Al 基板の製作を、導電性を実現
できる SiC 上への疑似 Al 基板の製作へと発展させた。また、ケルビンフォース顕微鏡（KFM）を用いて、
疑似 Al/ Al2O3 基板上に成長した GaN 薄膜の極性評価を行った。
３．研究成果
4H-SiC 上に疑似 Al 基板を製作したところ、反射高速電子回折（RHEED）で明瞭なストリークパター
ンを確認し、SiC 上においても、平坦性の高い疑似 Al 基板が製作されたことを確認した。疑似 Al 基板上
への GaN 成長を行ったところ、XRD 2-測定において、GaN 成長前後で(111)Al のピーク位置がシフト
していることが確認された（図１）
。これは、本来であれば Al2O3 や SiC 基板上にヘテロエピタキシャル成
長する GaN にひずみが生じるが、疑似基板として挿入された軟金属の Al 自身が形態を変えながら GaN
を成長させることにより、Al が GaN 成長に対する緩衝層としての効果を持つことが明らかとなった。
また、疑似 Al/ Al2O3 基板上に成長した GaN の表面の KFM 測定を行ったところ、1010 m2 サイズで
極性の反転領域（Ga 極性と N 極性の混在）は確認されなかった。この GaN は、Ga 極性であると予想さ
れる結果が得られた。
４．ま と め
疑似 Al 基板上成長 GaN の XRD 測定結果より、疑似 Al 基板成長に対する新たな利点が確認された。ま
た、疑似 Al 基板上 GaN の極性評価に対する可能性が示唆された。

図１ 疑似 Al 基板上への GaN 成長前後の XRD 2-測定結果
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༙ᑟయ BaSi2 ࡣࠊࣂࣥࢻࢠࣕࢵࣉࡀ⣙ 1.3eV  Si ࡼࡾࡁࡃࠊග྾ಀᩘࡀ 1.5eV ࡛⤖ᬗ Si ࡢ 100 ಸ࢝
ࣝࢥࣃࣛࢺ༙ᑟయ༉ᩛࡍࡿᴟࡵ࡚ࡁࡃࠊSi(111)ᇶᯈ a ㍈㓄ྥ࡛᱁Ꮚᩚྜࡋ࡚࢚ࣆࢱ࢟ࢩࣕ
ࣝᡂ㛗ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ⣧≀ࢻ࣮ࣆࣥࢢࡼࡾఏᑟᆺ࠾ࡼࡧ࢟ࣕࣜᐦᗘࡢไᚚࡀྍ⬟࠸࠺ኴ
㝧㟁ụᮦᩱࡋ࡚ඃࢀࡓ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠋ⏦ㄳ⪅ࡣࠊSiO2 ᇶᯈୖࠊ<111>㓄ྥࡋࡓ༢⤖ᬗࣛࢡ࡞㧗ရ㉁
Si ⷧ⭷ከ⤖ᬗ㸦⭷ཌ⣙ 0.1Pm㸧ࢆᡂ㛗ࡍࡿᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊࡉࡽࠊ᪂ᮦᩱ࡛࠶ࡿ BaSi2 ࡢ㧗ရ㉁ⷧ⭷ከ⤖
ᬗ㸦⭷ཌ⣙ 1 Pm㸧ࡢ pn ᥋ྜࢆ<111>-Si/SiO2 ᇶᯈ࢚ࣆࢱ࢟ࢩࣕࣝᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㧗ຠ⋡࡞ⷧ⭷⤖ᬗኴ
㝧㟁ụࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊⷧ⭷⤖ᬗᡂ㛗࠾ࡼࡧ⤖ᬗ≀⌮Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚㛗ᖺ
ࡢ⤒㦂▱㆑ࠊࡉࡽ◊✲タഛࢆ᭷ࡍࡿᯇᒸ㝯ᚿඛ⏕ඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊୖグࡢ◊✲ࢆᙉຊ᥎㐍
ࡋࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊSi(111)ᇶᯈୖᙧᡂࡋࡓࣥࢻ࣮ࣉnᆺBaSi2⭷(㟁Ꮚᐦᗘ⣙1016cm-3)࡛ࡣࠊ㟁Ꮚ⥺ㄏ㉳
㟁ὶἲ࡛ホ౯ࡋࡓᑡᩘ࢟ࣕࣜᣑᩓ㛗ࡀ⣙10Pmࠊ⤖ᬗ⢏ᚄࡀ0.2Pm࡛࠶ࡿࡇẚ㍑ࡋ࡚ࠊᴟࡵ࡚ࡁ
࠸ࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᬗ⢏ᚄࡀᑠࡉ࠸ࡢࡣࠊᇶᯈ⾲㠃ࡢSiཎᏊࡢᑐ⛠ᛶࢆᫎࡋ࡚3ࡘࡢ➼౯࡞ࢻ࣓
࡛ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ䛣䛾䜘䛖䛺⭷䛻䛚䛔䛶䜒䚸ෆ㒊㔞Ꮚຠ⋡䛜70%䛻㐩䛩䜛ཌ䛥0.4Pm䛾BaSi2⭷䛜
ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸BaSi2䛾⢏⏺䛾ᛶ᱁䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛒䜛䚹ᮏᖺᗘࡣࠊSi(111)ᇶ
ᯈୖᙧᡂࡋࡓBaSi2⭷ࡢ⤖ᬗ⢏⏺࠾ࡅࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸࢆࠊࢣࣝࣅࣥࣉ࣮ࣟࣈ㢧ᚤ㙾(KFM)ἲࡼࡾ
ホ౯ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ᐇ㦂ࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
KFM ほᐹࡢ⤖ᯝࠊࣥࢻ࣮ࣉ n-BaSi2 ⭷࡛ࡣࠊ⤖ᬗ⢏⏺࠾࠸࡚ṇᏍᑐࡋ࡚㧗ࡉ⣙ 30meV ࡢ㞀ቨࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࣥࢻ࣮ࣉ n-BaSi2 ⭷ࡢ⤖ᬗ⢏⏺ࡣࠊᑡᩘ࡛࢟ࣕࣜ࠶ࡿṇᏍࡣ⤖ᬗ⢏
⏺ࡽ㞳ࢀࡿ᪉ྥຊࡀാࡁࠊ⤖ᬗ⢏⏺ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡀࠊࣥࢻ࣮ࣉ n-BaSi2
ࡣ⤖ᬗ⢏ᚄࡀᑠࡉ࠸ࡶࢃࡽࡎࠊᑡᩘ࢟ࣕࣜᣑᩓ㛗ࡀ㛗࠸⌮⏤࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋḟࠊSb ࢆ㍍
ࡃࢻ࣮ࣉࡋࡓ n-BaSi2 ⭷㸦㟁Ꮚᐦᗘ⣙ 6×1016cm-3)ࢆホ౯ࡋࡓࡇࢁࠊ⤖ᬗ⢏⏺࠾࠸࡚ࠊṇᏍ㞀ቨࡀᏑᅾ
ࡋࠊࡑࡢࡁࡉࡣࣥࢻ࣮ࣉ n-BaSi2 ⭷Ṥኚࡽ࡞ࡗࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊSb ࢆ㔜ࡃࢻ࣮ࣉࡋࡓ n-BaSi2 ⭷(㟁
Ꮚᐦᗘ⣙ 1018cm-3)ࢆホ౯ࡋࡓࡇࢁࠊ⤖ᬗ⢏⏺࡛ࡣࠊࣥࢻ࣮ࣉ n-BaSi2 ࡣ␗࡞ࡾࠊ㟁Ꮚᑐࡋ࡚㧗ࡉ⣙
20meV ࡢ㞀ቨࡀᏑᅾࡋࠊṇᏍࢆᘬࡁᐤࡏࡿຊࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊSb ࡢࢻ࣮ࣆࣥࢢ
㔞ࡼࡾࠊ⤖ᬗ⢏⏺࡛ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㞀ቨࡢ➢ྕࡁࡉࡀኚࡍࡿࡇࡣࠊ⤖ᬗ⢏⏺࡛ࣇ࢙࣑ࣝ‽ࡀ
ࣆࢽࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࠊ⤖ᬗ⢏ෆࡢࣇ࢙࣑ࣝ‽ࡀ Sb ࢻ࣮ࣆࣥࢢࡼࡾ㟁Ꮚᐦᗘࡀቑຍࡍࡿࡋࡓࡀ
࠸ࠊఏᑟᖏୗ➃㏆࡙ࡃ⪃࠼ࡿㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋྠࡌᐇ㦂ࢆࠊB ࢻ࣮ࣉ p-BaSi2 ⭷ࡘ࠸࡚ࡶ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ
Sb ࢻ࣮ࣉ BaSi2 ⭷ྠᵝࠊB ࢻ࣮ࣉࡶ࡞࠺ BaSi2 ⤖ᬗ⢏ෆ࡛ࡢࣇ࢙࣑ࣝ‽ࡢኚࡼࡾࠊ⤖ᬗ⢏⏺
࡛ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㞀ቨࡢࡁࡉࡢኚࢆㄝ࡛᫂ࡁࡓࠋ

㸲㸬ࡲ
  ࡵ
ኴ㝧㟁ụືసᴟࡵ࡚ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ⤖ᬗ⢏⏺ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸࢆ KFM ἲࡼࡾホ౯ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊኴ㝧㟁ụࡢග྾ᒙ࡞ࡿ㟁Ꮚᐦᗘࡢప࠸ n-BaSi2 ࠾࠸࡚ࡣࠊ⤖ᬗ⢏⏺ࡣᑡᩘ࡛࢟ࣕࣜ࠶ࡿṇᏍࡢ
ࢺࣛࢵࣉࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊBaSi2 ࡀⷧ⭷⤖ᬗኴ㝧㟁ụᮦᩱࡋ࡚ࡁ࡞࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍࠋ

－ 65 －

࠙◊✲㒊ࠚ

ḟୡ௦ኴ㝧㟁ụྥࡅࡓ㧗ရ㉁❅≀༙ᑟయⷧ⭷ࡢ㑅ᢥᡂ㛗
◊✲௦⾲⪅
୕㔜ᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲⛉࣭୕Ꮿ ⚽ே
◊✲ศᢸ⪅
ᮾᏛ࣭㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ࣭ᯇᒸ 㝯ᚿ㸪∦ᒣ ❳㸪㇂ᕝ ᬛஅ
ᮾᏛ࣭ከඖ≀㉁⛉Ꮫ◊✲ᡤ࣭⚟ᒣ ༤அ
㜰ᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲⛉࣭᳃ ຬ㸪ฟ 㸪す ṇᖾ
୕㔜ᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᒸ⏣ ಇ♸
㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ϫ᪘❅≀༙ᑟయࡼࡿࢹࣂࢫࡣࠊΰᬗࡢ⤌ᡂẚไᚚࡼࡾ 0.7eV(InN)~6.2eV(AlN)ࡲ࡛ࡢᗈ࠸⠊ᅖ
࡛ࣂࣥࢻࢠࣕࢵࣉࢆኚ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㉥እᇦࡽ⣸እᇦࡲ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡽḟୡ௦ኴ㝧㟁ụᛂ⏝ࡀᮇ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ GaN ⣔❅≀༙ᑟయࡣᇶᯈࡋ࡚ࢧࣇࡸ SiC ࡞ࡢ␗✀ᇶᯈୖᡂ㛗ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᡂ㛗ᒙᇶᯈࡢ㛫ࡢ⇕⭾ᙇಀᩘᕪࡸ᱁Ꮚᐃᩘᕪࡼࡗ࡚ࡁ࡞ᛂຊࡀⓎ⏕ࡋࠊᇶᯈࡢࡾࡸࢡ
ࣛࢵࢡࠊ㌿ࡀⓎ⏕ࡍࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ GaN<1-100>᪉ྥ࣐ࢫࢡࢆᙧᡂࡋ࡚⁁
ຍᕤࢆ⾜࠸ࠊ㑅ᢥᡂ㛗ࡼࡾ㌿పῶࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊGaN<1-100>᪉ྥࡽ off ࡀ᭷ࡿ㑅ᢥᡂ㛗
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙧᡂࡉࢀࡿࣇࢭࢵࢺ㠃ࡸ㌿࣭ࡾࡢపῶຠᯝࡣ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⁁ຍᕤࡢ᪉
ྥࢆኚ࠼࡚㑅ᢥᡂ㛗ࢆ⾜࠸ࠊᙧᡂࡉࢀࡿࣇࢭࢵࢺ㠃ཬࡧ⾲㠃ᙧែࡢ㐪࠸ࢆㄪࠊGaN ⭷ࡢ⤖ᬗᛶྥୖ
ࡾࡢపῶࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
㑅ᢥᡂ㛗⏝ࡢᇶᯈࡣࠊGaN ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺୖ᪉ྥࢆ<1-100>ࡽࠕ0o 3o 6o 12o 18o 24o 27o 30oࠖ
off ࢆࡅ࡚⣙ 4.5Pm ࡢ῝ࡉ࡛⁁ຍᕤࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ(GaN Stripe ຍᕤᇶᯈ)ࠊูࡢ GaN ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺୖ
100nm ࡢ SiO2 ⭷࡛ྠᵝ off ࢆࡅ࡚ࢫࢺࢱࣉ࣐ࢫࢡࢆᙧᡂࡋࡓࡶࡢ(SiO2 Mask ຍᕤᇶᯈ)ࢆస〇ࡋ
ࡓࠋ ୧ᇶᯈඹ MOVPE ἲࢆ⏝࠸࡚ GaN ᡂ㛗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
0ooff ࡢ㑅ᢥᡂ㛗(ᅗ 1(a)(b))࡛ࡣࠊഃ㠃ࡣ
{11-20}࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ12ooff ࡢᇶᯈୖ
(ᅗ 1(c)(d))࡛ࡣࠊഃ㠃ࡣ{11-22}{1-101}࡛ᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿẚ㍑ⓗᖹ࡞ᩳ㠃
ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ180min ᡂ㛗ᚋࡢ
XRD ࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᬗᛶホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢᇶ
ᯈ࠾࠸࡚ࡶ off ゅ࡛ᙧᡂࡋࡓ࣐ࢫࢡୖཬࡧ
⁁ຍᕤ࡛ᡂ㛗ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᬗ࡛ࡣࠊ<1-100>᪉
ྥࡼࡾࡶⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ
ୖグ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡉࡽ࡞ࡿ㧗ရ㉁࡞ GaN
ᡂ㛗ᇶᯈࢆస〇ࡍࡿࡓࡵࠊ࣎ࢻᙧᡂᢏ⾡
ࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓᇶᯈ(Void ຍᕤᇶᯈ)ࡶྠ
ᵝ࡞ off ࢆࡅ࡚ᇶᯈࢆస〇ࡋࡓࠋୗᆅᇶᯈ
ࡽࡢ㈏㏻㌿ࢆపῶࡍࡿࡓࡵᩳࡵࣇࢭࢵ
ࢺࡼࡿᡂ㛗ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ GaN ࢆᡂ⭷ࡋࡓ
(ᅗ 1(e)(f))ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㏻ᖖࡢ GaN ࢸࣥࣉࣞ
࣮ࢺࡸ㑅ᢥᡂ㛗ᇶᯈẚ㍑ࡋ࡚(0004)ࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ(10-10)࡛ࡶ⤖ᬗᛶࡀᖜᨵၿࡉࢀࡓ
(ᅗ 3)ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ18ooff ௨ୖᇶᯈ࡛ࡣᖹ
࡞⾲㠃ࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⌮⏤ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ{1-101}䛸{11-22}䛾ฟ⌧㢖
ᗘ 䛾㐪 䛔䛜ᶓ ᪉ ྥ ᡂ 㛗 䛻ᙳ 㡪 䛧䚸᭱ ⤊ ⓗ 䛻
GaN ⭷䛾ྜయ䛻ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

㑅ᢥᡂ㛗࠾ࡅࡿ⁁ຍᕤࡢ᪉ྥࢆኚ࠼࡚ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ<1-100>ἢࡗࡓ SiO2 ࣐ࢫࢡࡢ㑅ᢥ
ᡂ㛗࡛ࡣഃ㠃{11-20}ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࠊ⾲㠃ࡀᖹ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ 3o off ࡋࡓ⁁ຍᕤ
ᇶᯈࢆ⏝࠸ࡓ㑅ᢥᡂ㛗࡛ࠊ(0004)(10-10)XRC ࡀࡶ 250arcsec ⛬ᗘࡢ㧗ရ㉁ᇶᯈࡢస〇ᡂຌࡋࡓࠋ
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◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
㧗ᅽୗ࠾ࡅࡿ❅ࣥࢪ࣒࢘ࡢ⤖ᬗᡂ㛗ᶵᵓࡢゎ᫂
◊✲௦⾲⪅ྡ
ᕞᏛ࣭ᛂ⏝ຊᏛ◊✲ᡤ࣭ᐮᕝ⩏⿱
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ᮾி㎰ᕤᏛ࣭ඹ⏕⛉Ꮫᢏ⾡◊✲㝔࣭⇃㇂⩏┤ࠊᐩᶔ⌮ᜨ
ᮾிᕤⱁᏛ࣭ᕤᏛ㒊࣭᭮᰿㡰
ᕞᏛ࣭ᕤᏛᗓ࣭ᮎḟᘯⱱ
㸯㸬ࡣࡌࡵ
 InN  GaN ࡢΰᬗ࡛࠶ࡿ InxGa1-xN ࡣࠊࡑࡢΰᬗ⤌ᡂ x ࢆไᚚࡍࡿࡇࡼࡾࠊ྾Ἴ㛗ࢆ InN㸦x=1.0㸧
ࡢ~1800nm㸦㉥እ㸧ࡽ GaN㸦x=0.0㸧ࡢ~350nm㸦⣸እ㸧ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛௵ពไᚚ࡛ࡁࡿᮦᩱ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ
ࡇࡢ㉥እ㹼⣸እࡢᗈ⠊࡞⠊ᅖ࡛྾Ἴ㛗ࢆไᚚ࡛ࡁࡿ InGaN ࢆከ᥋ྜኴ㝧㟁ụᛂ⏝ࡍࡿヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊከ᥋ྜኴ㝧㟁ụࡣࠊ྾Ἴ㛗ࡢ␗࡞ࡿኴ㝧㟁ụࢆ」ᩘᒙ✚ࡳ㔜ࡡࡓࠊ㧗ຠ⋡ࡢᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿኴ㝧㟁ụ࡛࠶ࡿࠋInGaN ᮦᩱࢆከ᥋ྜኴ㝧㟁ụᛂ⏝ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡿࡢࡣⷧ⭷⤖ᬗࡢ㧗ရ㉁㸦ప
Ḟ㝗㸧࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᙜヱᮦᩱࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊInN ࡢศゎ ᗘࡀప࠸ࡓࡵࠊᆺⓗ࡞ᖖᅽ MOVPE ᡂ㛗
࡛ࡣ㧗 In ⤌ᡂᮦᩱࡢᡂ㛗 ᗘࢆ㧗ࡃタᐃࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊ㧗ရ㉁ⷧ⭷⤖ᬗࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢㄢ㢟ඞ᭹ࡢࡓࡵࡣࠊຍᅽ MOVPE ࡼࡾ᭱㐺࡞ᡂ㛗 ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࠊᚓࡽࢀࡿⷧ⭷ࡢ⤖ᬗᛶࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡇࡀ୍ࡘࡢゎỴᡭẁࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗 In ⤌ᡂ InGaN ࡢຍᅽ MOVPE ╔┠ࡋࠊ
ࡑࡢ⤖ᬗᡂ㛗ᶵᵓࢆ⌮ㄽⓗゎ᫂ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣ๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ2013 ᖺᗘࡣࠊᮾᏛ࣭ᕞᏛ࣭ᮾி㎰ᕤᏛᮾிᕤ
ⱁᏛࢆຍ࠼ࡓ㸲◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ[ᮾᏛ] ຍᅽ MOVPE
ᡂ㛗ࠊ[ᕞᏛ] 㧗ᅽ⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ InN ᡂ㛗⾲㠃ࡢᵓᡂᵓ㐀ࡢ⌮ㄽண ࠾ࡼࡧᡂ㛗ᶵᵓࡢゎ᫂ࠊ[ᮾி
㎰ᕤᏛ] ⇕ຊᏛゎᯒࡼࡿẼ┦㸫ᅛ┦ᛂゎᯒࠊ[ᮾிᕤⱁᏛ] ཎᩱ࢞ࢫࡢ⇕≀ᛶゎᯒࠋ2013 ᖺᗘࡣࠊ
๓ᖺᗘࡢඹྠ◊✲㐙⾜ᢳฟࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࠕInN ຍᅽ MOVPE ࠾ࡅࡿ␗┦ࡢΰධࠖὀ┠ࡋ࡚◊✲ࢆ
㐍ࡵࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 ᮏㄢ㢟ᐇᶵ㛵ࡢඹྠ◊✲ࡼࡾࠊḟࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓ㸸(1) InN ຍᅽ MOVPE ࠾ࡅࡿ␗┦ΰධ
⾲㠃ࣔࣇ࢛ࣟࢪ࣮㸦(1-1-1)ࣇࢭࢵࢺ㠃ᙧᡂ㸧┦㛵ࡀぢࡽࢀࡿࠊ(2) ➨୍ཎ⌮ィ⟬ᇶ࡙ࡃィ⟬ᢏ
⾡ࢆ⏝࠸࡚㧗ᅽୗ࠾ࡅࡿ InN ⾲㠃ᵓ㐀≧ែᅗࢆసᡂࡋࠊᡂ㛗⾲㠃ࡢᵓᡂᵓ㐀ࡢኚࡼࡾࣇࢭ
ࢵࢺ㠃ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠊ(3) ␗┦ΰධࡢせᅉ࡞ࡿࣇࢭࢵࢺᙧᡂ᮲௳ࢆ⾲㠃ᵓ㐀≧ែ
ᅗࡼࡾ᫂ࡽࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࠊ2014 ᖺᏘ ᛂ⏝≀⌮ᏛᏛ⾡ㅮ₇࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ2014 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥㹼5 ᪥㡑ᅜ῭ᕞᓥ࡛㛤ദࡉࢀࡿ The 5th International Conference on White LEDs
and Solid State Lighting ࡚ሗ࿌ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ᮏㄢ㢟◊✲࡛ࡣࠊ➨୍ཎ⌮ィ⟬࠾ࡼࡧ⇕ຊᏛゎᯒἲࢆᇶࡋࡓ⌮ㄽゎᯒᡭἲࡼࡾࠊᡂ㛗᮲௳㸦ཎᩱ࢞
ࢫศᅽࠊᡂ㛗 ᗘࠊᅽ㸧 InN ࡢẼ┦ᡂ㛗ᶵᵓࡢ┦㛵ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋH25 ᖺᗘࡢඹ
ྠ◊✲ࡼࡾࠊInN ຍᅽᡂ㛗᮲௳㸦 ᗘࠊ౪⤥࢞ࢫศᅽ㸧␗┦ΰධࡢ┦㛵ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᐇ㦂ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊ⤖ᬗᡂ㛗᮲௳ࡢ᭦࡞ࡿ᭱㐺ࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊ㧗ရ㉁㸦ప㌿
ᐦᗘࠊ㧗┦⣧ᗘ㸧InN ⤖ᬗࡢస〇ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋຍ࠼࡚ࠊຍᅽ MOVPE 㛵ࡍࡿ⤖ᬗᡂ㛗ᶵᵓࡢ⌮ゎࡀ῝
ࡲࡾࠊྠᡭἲࢆࡢᮦᩱᒎ㛤ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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࠙◊✲㒊ࠚ

Si1-xCx/Si ࣊ࢸࣟᵓ㐀ࡢᙧᡂ࠾ࡅࡿ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲⤌ᡂࡢపῶࡼࡿ㧗ṇᏍ⛣ືᗘ

◊✲௦⾲⪅ྡ
ᒣᏛᏛ㝔࣭་ᏛᕤᏛ⥲ྜ◊✲㒊࣭᭷ඖᆂ
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ᮾᏛ࣭㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ࣭⡿Ọ୍㑻

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 Si ᅽ⦰ᛂຊࢆ༳ຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊ୍⯡ⓗ࡞ Si ẚ㍑ࡋ࡚ṇᏍ᭷ຠ㉁㔞ࡀ༙ῶࡋࠊṇᏍ⛣ືᗘࡣ㸰ಸ
࡞ࡿᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵓ㐀ࢆᏳ౯࡞ Si(100)ᇶᯈୖᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡲࡎ⮬↛᱁Ꮚᐃᩘࢆ᭷ࡍ
ࡿ Si1-xCx ࣂࢵࣇᒙࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢୖ Si ⷧ⭷ࢆ⤖ᬗᡂ㛗ࡍࡿࠊ࠸࠺ᡭἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᡃࠎࡣࠊ࢞ࢫ
ࢯ࣮ࢫศᏊ⥺࢚ࣆࢱ࢟ࢩ࣮ἲࢆ⏝࠸ࠊ㧗ရ㉁࡞ Si1-xCx ࣂࢵࣇᒙࢆᙧᡂࡍࡿ᪉ἲࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐣
⛬࡛ࠊSi1-xCx ᒙ୰⨨⨨Ⅳ⣲ཎᏊᩘ௨ୖࡢ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲ཎᏊࡣ
ṍࡳ⦆㐣⛬࡛㌿ࡢఏᦙᙳ㡪ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㟁Ẽఏᑟ≉ᛶࡶᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࡣࠊ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲ࢆపῶࡉࡏࡿࡇࡼࡿṇᏍ⛣ືᗘࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ヨᩱࡢ⤖ᬗᡂ㛗ࡣࠊࢪࢩࣛࣥ㸦DS㸧࠾ࡼࡧࢺ࣓ࣜࢳࣝࢩࣛࣥ㸦TMS㸧ࢆཎᩱࡋ࡚࢞ࢫࢯ࣮ࢫศᏊ⥺࢚
ࣆࢱ࢟ࢩ࣮ἲࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ⨨⨨Ⅳ⣲⤌ᡂ࣭᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲⤌ᡂࡣ X ⥺ᅇᢡἲḟ࢜ࣥ㉁㔞ศᯒ
㸦SIMS㸧 ᐃࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡛ồࡵࡓࠋ⤖ᬗᛶࡢほᐹࡣࠊ㏱㐣㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊFTIRࠊ
ศග࢚ࣜࣉࢯ࣓ࢺࣜ࠾ࡼࡧ DLTS ᐃࡼࡾࠊⅣ⣲ཎᏊࡸḞ㝗ࡢᏑᅾ྾ࢫ࣌ࢡࢺࣝࠊ」⣲ㄏ㟁⋡ࠊ࢟
࣭ࣕࣜࢺࣛࢵࣉ‽ࡢ┦㛵ࢆㄪࡓࠋࡲࡓࠊp ᆺ MOSFET ࢆస〇ࡋࠊ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲⤌ᡂ㟁Ẽఏᑟ≉
ᛶࡢ┦㛵ࢆㄪࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ

 ṍࡳࡀ⦆ࡋࡓ Si1-xCx ࣂࢵࣇࡣࠊDS࣭TMS ὶ㔞ࢆࡑࢀࡒࢀ 1.75 sccm࣭0.5 sccm㸦TMS ὶ㔞ẚ 22%㸧

ࡋ࡚ 550Υ࡛⤖ᬗᡂ㛗ࡋࡓሙྜ࠾ࡼࡧ DS࣭TMS ὶ㔞ࢆࡑࢀࡒࢀ 4.0 sccm࣭1.0 sccm㸦TMS ὶ㔞ẚ 20%㸧
ࡋ࡚ 570Υ࡛⤖ᬗᡂ㛗ࡋࡓሙྜᚓࡽࢀࡓࠋ୧⪅ࡶࠊX ⥺ᅇᢡ ᐃࡽồࡵࡓ⨨⨨Ⅳ⣲ཎᏊᐦᗘ
ࡀ 8.21020 atoms/cm3 ࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋࠊSIMS ᐃࡽồࡵࡓⅣ⣲ࡢ⥲㔞㸦᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲ࢆྵࡴ㸧ࡣࠊ๓
⪅࡛ࡣ 1.31021 atoms/cm3ࠊᚋ⪅࡛ࡣ 1.51021 atoms/cm3 ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ 1ࡇࢀࡽࡢヨᩱࡢ᩿㠃 TEM
ീࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࡽࡣ᫂ど㔝ീ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᬗḞ㝗ࡘ࠸࡚ヲ⣽ẚ㍑ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ୧♫ࡶከ㔞
ࡢ⤖ᬗḞ㝗ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋḟࠊp ᆺ MOSFET ࢆస〇ࡋࠊṇᏍ⛣ືᗘࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࢤ࣮ࢺ㟁ᅽࡼࡿࢻࣞࣥ㟁ὶኚㄪࡣᡂຌࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮ࣜࢡ㟁ὶࡀࡁ࠸࠸࠺
ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣࠊ㟁ᴟᙧᡂᚋࡢ⇕ฎ⌮ ᗘࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ࣮ࣜࢡ㟁ὶࡀᑠࡉ࠸Ⰻዲ࡞
ືసࢆᚓࡿࡇᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋṇᏍ⛣ືᗘࡣࠊࢫࣉࣜࢵࢺ CV ἲ IV ᐃࡢ⤖ᯝࡽホ౯ࡋࡓࠋᅗ 2
ࠊୖグ㸰ヨᩱẚ㍑ࡢࡓࡵస〇ࡋࡓ༢⤖ᬗ Si-MOSFET ࡢṇᏍ⛣ືᗘࢆ♧ࡍࠋᶓ㍈ࡣࢳࣕࢿࣝ࠾ࡅ
ࡿ࢟ࣕࣜ㠃ᐦᗘ࡛࠶ࡿࠋᅗ 1ぢࡽࢀࡿࡼ࠺Ḟ㝗ࡀከ࠸ࡶࢃࡽࡎࠊᅽ⦰ṍࡳ Si/Si1-xCx ᵓ㐀࡛
ࡣ༢⤖ᬗ Si-MOSFET ẚ㍑ࡋ࡚ 30㹼50%㏆ࡃ⛣ືᗘࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤࡢ◊✲ࡽࠊSi1-xCx ᒙࢆࢳࣕ
ࢿࣝࡍࡿ MOSFET ࡛ࡣ⛣ືᗘࡀ༢⤖ᬗ Si-MOSFET ࡢࡑࢀࡼࡾపୗࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ⛣ືᗘࡢྥୖ
ࡣᅽ⦰ṍࡳ Si ࠾ࡅࡿ᭷ຠ㉁㔞ࡢపῶຠᯝࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ୧ヨᩱࡢ⨨⨨
Ⅳ⣲⤌ᡂࡣࡰྠ➼࡛࠶ࡿࡇࡽ⾲㠃 Si ᒙࡢṍࡳ⋡ࡶࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࡀࠊTMS ὶ㔞ẚࢆ 20%ࠊᇶᯈ
ᗘࢆ 570Υࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࡓヨᩱࡢ᪉ࡀࢃࡎ㧗࠸ṇᏍ⛣ືᗘࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢヨᩱࡢ᪉ࡀ᱁Ꮚ
㛫Ⅳ⣲⤌ᡂࡀࢃࡎప࠸ࡇᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊFTIRࠊศග࢚ࣜࣉࢯ࣓ࢺࣜ࠾ࡼࡧ
DLTS
ᐃࡼࡾࠊⅣ⣲ཎᏊࡸḞ㝗ࡢᏑᅾ྾ࢫ࣌ࢡࢺࣝࠊ」⣲ㄏ㟁⋡ࠊ࣭࢟ࣕࣜࢺࣛࢵࣉ‽ࡢ
┦㛵ࢆㄪࡓࠋ≉ DLTS ᐃࡽࡣ῝࠸‽ࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁ ᐃࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋࠊ
ヲࡋࡃㄪ࡚ࡺࡃィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

ᮏ◊✲࡛ṍࡳ⦆ Si1-xCx ࣂࢵࣇࢆᚓࡽࢀࡓヨᩱࡣ TMS ὶ㔞ẚࡀ㏆࠸ୖグ㸰ヨᩱࡢࡳ࡛ࠊ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲
⤌ᡂࡢ㐪࠸ࡣࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢⅭࠊ⛣ືᗘࡢ㐪࠸ࡣࢃࡎ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᱁Ꮚ㛫Ⅳ⣲⤌ᡂࢆపῶࡉࡏࡿ
ࡇࡀ⛣ືᗘࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

－ 68 －

TMS ὶ㔞ẚ 22%ࠊ550Υ

TMS ὶ㔞ẚ 20%ࠊ570Υ

ᅗ 1 ㏱㐣㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࡼࡿ᩿㠃ほᐹ

ᅗ 2 p ᆺ MOSFET ࡢṇᏍ⛣ືᗘ
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１．はじめに
窒化物半導体を用いた高効率太陽電池の実現に向けて、現行の太陽電池として用いられているシリコン
を結晶成長用基板として InGaN 系太陽電池を作製し、シリコンと窒化物半導体のタンデム型太陽電池を実
現することを目的とする。しかし、シリコン基板上に窒化物半導体を積層する場合、Ga と Si が反応する
ため、中間層として AlN が必要とされている。この AlN は電気的には絶縁となることから、タンデム構造
実現に向けて障害となる。さらに、タンデム構造のうち、窒化物半導体 InGaN 混晶を作製する技術は確立
していない。特に In 組成 0.3 以上の InGaN 結晶は相分離が発生し良質な結晶が得られない。
本課題では、上記の課題を解決するため、以下の２つのテーマについて研究を行った。
１．AlN 中間層の作製および電気的特性の向上
２．MOVPE 法を用いた InGaN の結晶成長における面方位依存性の影響解明と高品質化手法の確立
２．研究経過
AlN 中間層の成膜は名大グループにより遂行した。AlN 中間層の作製にはスパッタリング法を用いた。
スパッタリング法では MOVPE 法と比べ低温下で成膜するため結晶配向性が悪い。そこで AlN 成膜直前に
Ti を初期配向層として導入し結晶配向性の向上を試みた。AlN 中間層を成膜したのち、MOVPE 法を用い
て GaN を結晶成長し、GaN 膜の配向性評価を行った。
InGaN 結晶成長は名大・東北大・山口大グループにより別々に遂行し、多面的な検討を行った。名大：
(0001)面 GaN 上に InGaN/GaN 多重量子井戸を成長し、成長中に試料表面に光を入射し、散乱光強度をモ
ニタすることで表面モフォロジーの変化を高精度で評価するシステムを構築た。東北大：
(0001)面および
＿
(0001)面 GaN 上に InGaN を結晶成長し、成長面方位による In 取り込みの比較を行った。山口大：面方
位の In 取り込み依存性を調べるための初期実験として、サファイア加工基板上を用いて様々な結晶面を持
つ GaN の成長を行い、その結晶品質の評価を行った。
３．研究成果

・Ti 初期配向層導入による AlN 配向性の向上
初期配向層の有無による GaN 膜の配向性を X 線回折測定により評価した結果、Ti 初期配向層を導
入することによって AlN の c 軸配向性が向上していることが分かった。これは通常 AlN の配向性向
上に用いられる Al 初期層 に対して Ti が立方最密構造であり c 軸配向を取りやすい結晶構造である
ことが起因していると考えられる。
・InGaN 結晶成長
名大：散乱光をモニタすることにより、InGaN 結晶成長中に発生するピットなどのサブミクロンオー
ダーの表面荒れを精度よく検出することができた。ピットが発生しない条件について、成長中の
in-situ 評価と成長後の ex-situ 評価により成長条件の最適化を行った。その結果、最も発光効率の高
い緑色発光を得ることに成功した。
東北大：面方位による In 取り込みを比較した。
同じ結晶成長条件下では(0001)面で 4%程度の InN モル
＿
分率であったのに対し、(0001
)面では 12%と非常に InN モル分率が高く、より In を取り込みやすいこと
＿
が分かった。(0001)面などの表面が窒素原子で被覆される面では In の再蒸発が抑制され、高 InN モル分
率 InGaN を実現しうる可能性を示唆した。
山口大：様々な結晶面を得るためにサファイアの面方位を決定し、｛10-11｝、｛11-22｝、｛20-21｝などの結
晶面の GaN 結晶成長に成功した。結晶品質は高効率太陽電池には不十分であったが、HVPE 成長により
高品質化に取り組んだ結果、転位密度は 105/cm2 台まで低減可能であることを実証した。
４．ま と め
今年度はシリコン基板上 InGaN タンデム太陽電池応用に向けて AlN 中間層の作製方法および InGaN 高
品質化について検討した。今後は更なる InGaN 層の厚膜化、高品質化に向けて実験を行っていく。
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