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Measurement of Lattice Strain of Striped Si02 /GaAs Substrate
by X - ray double Crystal Method
Takehiro MAEHAMA*, Itsuki SHINZATO**, and Chusin AFuso·

Abstract
A measurement method for relative lattice strain of striped Si02
/GaAs and the results of the measurements are presented. As the fundamental
of the method the peak - splitting angle of the rocking curve of X - ray
double crystal method due to the relative lattice strain is used.
The method is applied to some samples with different stripe widths.
The results of the measurements reveal the following facts. The relative
lattice strain varies inversely as the stripe width. The equation of the
relationship is given by assuming the exponential distribution of the
lattice strain. The relative lattice strain is divided into two terms by
elastic theory. One is the spacing strain of the parallel atomic planes and
the other is the tilting strain of the planes.
Key Words: X - ray dou ble crystal method, Gallium arsenide, Silicon

dioxide film, Lattice strain.
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前濱・新里・安冨祖：Ｘ線二結IMIによるストライプ状ＳｉＱ,/GaAs基板の格子歪の測定

Ｓｉ基板では，自己酸化膜であるＳｉＯ２を良質の絶縁
膜あるいは保護膜としてＩＣプロセスに直接利用でき
る．今日見るように，Ｓｉ基板ＩＣが超ＬＳＩまで発

展してきた要因の一つは，自己酸化膜であるＳｉＯ２の

ろいろな研究2)が行なわれているのは当然のこととい
える．一方，、＿Ｖ化合物半導体であるＧａＡｓのＩＣ

Ｓｔｃ

SiO2酸化膜が基板へ及ぼす応力や格子歪に関するい

ａＡｓＵＯＯ）ｃ

ｉ斗丁上

利川にあった．従って，Ｓｉ基板ＩＣに形成された

(011）

化の進展は，良質の自己酸化膜が形成されないことも
あって，Ｓｉに比べかなり遅れていると副えよう.そ

のため，GaAs基板ＩＣに堆積された絶縁膜あるいは

Fig.１Structu妃ofstripedSiO2/GaAsspecimen．

保護膜としてのＳｉＯ２薄膜やＳｉＮｘ薄膜が些板へ及ぼ

拡がりで入射すると，第１結1Mのそれぞれの点で，プ

す応力や格子歪に関する研究もあまり行われていない

ラッグの条件を満足するそれぞれの波長のＸ線のみが

のが現状であろう．

回折され，第２結晶に入射する．第２結IMIの回折面の

これまで筆者らは，ＳｉＯ２薄膜が一様に堆繭された

間隔が第１結晶のそれと等しく，しかも第１結晶の回

GaAs基板に，ＳｉＯ２薄膜の熱膨張率とＧａＡｓ基板のそ

折面と第２結晶の回折面とが平行になるようにセット

れが異なるために生じた反りの曲率分布をＸ線２結晶

されると，節１結晶で回折され第２結晶に入射したＸ

法により梢密に測定する方法等を報告している.3）

線はすべてプラッグの条件を満足し回折される．従っ

GaAs基板に一様に堆積されたＳｉＯ２薄膜が，Fig．

て，その状態から第２結晶を入射面（入射Ｘ線と回折

１に示すように，ＩＣプロセスでよく見られるような

Ｘ線とで形成する面）に垂直な軸の周りで左右に回転

ストライプ状に整形されたときの基板（以後これをス

させると，その回綴角βと回折強度の関係はFig.２

トライプ状ＳｉＯ２/ＧａＡｓ基板と呼ぶ）にも，基板と膜

（b）に示すようになる．この曲線をロッキソグカー

との熱膨張率の違いから格子歪が発生すると考えられ

ブ（回折強度IMI線）と呼んでいる．このロッキソグカー

る．本論文は，そのような格子歪の測定法を示しそ

ブをガウス関数で近似すると，次式のようになる．

の測定法で測定した基板の歪状態について検討するこ

とを目的とする．格子歪の測定法としては，ＳｉＯ２薄

膜が残された術域（以後これをＳｉＯ２堆祇ｲｉｆまたは。

/”（８）＝Aexp（－

41,2(０－０B)２
〃２

帯と呼ぶ）とＳｉＯ２薄膜が除去された帯域（以後これ

）
(１）

をＳｉＯ２除去帯またはｒ帯と呼ぶ）との平均的な格子
歪差（以後これを平均相対格子歪と呼ぶ）をＸ線２結

ここでβＢはプラッグ角，〃はロッキソグカーブの

晶法を用いて測定する方法を示した．また，その測定

半値幅（ＦＷＨＭ）である．非対称（＋，￣）平行配

法を用いてストライプ状ＳｉＯ２薄膜のストライプ幅に

ifにおけるロツキソグカープの半値幅〃は，次のよう

よって相対格子歪がどのように変化するかを測定した.

にして動力学的理論により与えられている4)．第２結
鹸をロッキソグするときのロッキソグカーブは第１結

２．平均相対格子歪の測定原理

品(固定)からの反射曲線（ＦＷＨＭ：Ａ〃1h入第２結
赫の固有回折1111線（単色平行な入射線に対するロヅキ

２．１Ｘ線２結晶法の構成とロッキソグカープ

ストライプ状SiOソGaAs基板の平均相対格子歪の

ソグカープ，ＦＷＨＭ：△〃２０）および波長分散曲線
（波長スペクトルと配置による項，ＦＷＨＭ：Ａ０ｊｉ）

測定は，Ｘ線２結晶法のロヅキソグカープのピーク分

のコンポルーショソで与えられる．従って，これらの

離を利用しているので，まず，ｘ線２結IwI法の構成と

回折曲線や波長分布がGaussianであるとすると，こ

ロッキソグカーブについて説明する．

のロッキソグカーブもGaussianとなり，このＦＷＨＭ

Fig.２（a）は，Ｘ線２結晶法の基本構成の一つで

は

ある非対称（＋，－）平行配鰹を示したものである．

第１結晶に波長拡がりス,～ス2のＸ線が，ある角度

〃2＝（△〃,h)２＋（Ａｗ２Ｏ)２＋（ＡOA)２

（２）
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と表される．但し，（十，一）平行配圏のときは，
△０１＝Ｏとなる．一般に，固有回折曲線の半値幅
Ａｗｏは，

A"｡=(・in(2::ﾃﾃﾞ.))I/'て識

（３）

と表され，また出射側回折線の角度拡がりの半値幅
AzUhは

sin(”Ｂ－ｉｇ）

)'/，

．荊

△",､=（

sＩｎ２ｇ

Ａｗｏ
(４）

」

卜
ｅ

(ａ）

となる．ここで，ｉｇは入射Ｘ線の照射角（結晶表面
と入射Ｘ線のなす角）であり，｡nは

(５）

で与えられる．この式で，ｅと腕は電子の電荷量と質

量，ｃは光速，』はＸ線の波長，Ｆ脚は（ﾉＷ）面の

崗碧『⑪ロの召ｐＨ

ｅ２几２
加冗ｃ２

恥一Ｖ

‘、＝

構造因子，Ｖは結晶の単位格子の体積を表わす．

く

Fig.１に示すような，ストライプ状ＳｉＯ２／GaAs基
板においては，ＳｉＯ２薄膜の影響で。帯とｒ帯の間に

格子歪の差を生じる．その格子歪の差異をそれぞれプ

ラッグ角に反映させて，。帯のプラッグ角OB｡，ｒ帯

０
』

ぬｂ

２．２平均相対格子歪の測定原理

Ｆｉｇ．２ＳｃｈｅｍａｔｉｃｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｏｆａｎＸ‐ray
doublecrystalmethod，（a）Ｔｈｅ（＋,－）double
crystalarrangement．（b）Arockingcurveobtained
bythearTangement．

のプラッグ角０Brとする．その基板を第２結晶として
ロッキソグカーブを測定すると，。帯とｒ帯のそれぞ

３．実験方法

れロツキソグカープの重ね合わせとして全体のロッキ

３．１試料

ソグカーブが測定される．従って，それぞれのロツキ

平均相対格子歪の測定には全部で５つの試料を用い

ソグカープの半値幅〃に対して，。帯と「帯のプラッ

た．それらの試料はいずれもＣＶＤ法（堆積温度350

グ角の差ｌ０Ｂｄ￣８Ｂｒ｜が大きければ，全体のロッキ

℃）によってＧａＡｓ（100）面上にＳｉＯ２薄膜が1000

ソグカーブにはFig.３に示すような明確なピーク分

Ａ堆積された基板から酵開により約4.5ｍｍ角に切出

離が観測される．

した．この試料のＳｉＯ２薄膜をフォトリソグラフイに

GaAsを（(422)v’一（422)Ｒ｝の非対称平行配随
で，Ｘ線源としてＣｕＫａ１を用いると，ロツキソグカー

より，Fig.１に示すようなストライプ状に整形した．
測定に用いた５個の試料のそれぞれの形状のサイズ及

プの半値幅は式(2)より３〃となる．従って，。帯と「

びＳｉＯ２堆前帯（｡帯）とＳｉＯ２除去帯（『帯）のそ

帯の平均相対格子歪が３"以上あれば，ロツキソグカー

れぞれの幅のサイズ等を表１に示す．

プのピーク分離角から，。帯とｒ帯の平均相対格子歪
を測定することができることになる．

試料１～４は平均相対格子歪とストライプ幅との関
係を測定するためのもので，それぞれｄ帯とｒ帯の幅
を等しくしてある．試料５は，ロツキソグカープの２
つのピークがそれぞれ。帯とｒ帯のいずれの回折ピー
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夕に対応するかを決定するために用いるものである．

そのため，この試料では。帯と「帯の幅に差をつけて，
Ｘ線トポグラフで。帯とｒ帯を容易に識別できるよう
にした．

為←［、ロの与口目

３．２平均相対格子歪の測定

２節で説明した測定原理に基づきＳｉＯ２堆積帯（。

帯）とＳｉＯ２除去帯（「帯）の平均相対格子歪の測定

を行う．Ｘ線２結晶法の櫛成は｛(422)v，－(422)R）
配肚とし，そのＸ線源にはＣｕＫａ，（波長jl＝1.54Ａ）
を用い測定は以下の手順で行った．
(1)ストライプの長さ方向に対して直角方向の相対

ｅＢｄ

格子歪を測定するため，Fig.４（a）に示すようにス

ｅＢｒ

ｅ

Ｆｉｇ､３Schematicillustrationofthedoublepeak
rockingcurveobtainedhomastripedSiO2/GaAs

トライプの長さ方向が入射面に対し直交するように試
料をセットし，ロッキソグカーブを測定した．このロッ

specimen．

キソグカーブの半値幅に試料全体の反りや欠陥の影響

TabIeLSizesofspecimens（SeeFiglfbrsymbols）
Specimen
numbers

ａ

｢四ｍ］

６ い、］

4550

５

4350

4200

ノ

[Ａ」

。 [似、］

ｒ

["、］

1000

1０

1０

1000

２０

２０

1000

４０

４０

1000

６０

６０

1000

120

６０

一

4350

一

4300

４

０－０’０－０－０

4700

4600

一

4600

３

[似、］

調一調一羽一弱一調

4450

一

4350

一一

1

２

Ｃ

が入らないように，入射Ｘ線は，スリット（約300江
、）で細く絞り込んで用いた．この測定は，ストライ

４．実験結果及び考察

プ鯛に対して平均相対格子歪がどのように変化するの

４．１平均相対格子歪の測定結果

かを調べるため，。＝ｒ＝１０，２０，４０，６０〃ｍである

試料１，２，３，４に対して行なった．
(2)格子歪の異方性を調べるため，ストライプの長

Fig.４（a）に示すように，ストライプの長さ方向
にＸ線の入射面が直交するように試料をセットし，

{(422Ｗ，_(422)R)配睡で平均相対格子歪を測定し

さ方向に対して平行方向の格子盃も測定した．Fig.４

た結果を考察する．試料をこのようにセットした場合，

（b）に示すようにストライプの長さ万|;ｉ１が入射面に

測定される歪はストライプの長さ方向に対して直角方

対し平行になるよう試料をセットし，（１）と同様の測

向の平均相対格子歪である．Fig.５は，試料３（。＝

定を行なった．
（３）ロヅキソグカープの２つのピークのそれぞれが

ｒ＝４０ＩＲｍ，表１参照）のＳｉＯ２薄膜をストライプ状
に整形するiiiのロッキソグカーブの測定結果である．

。帯とｒ帯のいずれの回折ピークに対応するかを確定

横軸は入射Ｘ線に対する試料の回転角，縦軸はＸ線の

するために試料５をFig.４（a）のようにセットし，

回折強度を表わす．

{(422)v，－(422)Ｒ｝の非対称平行配ifで，それぞれ

ストライプ状に整形する前のロッキソグカーブはシ

の回折ピークに対応するＸ線トポグラフィーを撮った．

ングルピークであることがFig.５より明らかである．

試料５は，Ｘ線トポグラフィーのコソトラストより。

もしiUl定試料に反りも欠陥もなく，完全に平坦である

帯とｒ帯の判別が容易になるようそれぞれの帯の幅を

ならば，そのロヅキソグカープの半値幅（ＦＷＨＭ）

異なる値（。＝120,7＝60α、）にした．

は理論値（3.13"）に近くなるはずであるが，それよ

琉球大学工学部紀要第47号，1993年
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このようにピークが２つ現われたのは，２節で説明し

たように，GaAs基板上にＳｉＯ２薄膜がストライプ状

(４２２）
■IOh

に形成されているために生じた格子歪が原因である．
Ｉ

￣、

Ｓｉ

一一

ﾉUI＃

この歪により，Fig.６（a）に示すようにＳｉＯ２薄膜

|，

が堆積されている領域（。帯）の表面近傍の回折面の
面間隔口｡と除去された領域（『帯）の表面近傍の面
間隔α「の値に差異を生じることになる．従って，入
射Ｘ線はそれぞれの面間隔にあった条件の角度で回折

され，Fig.６（b）のようにピークが２つに分離して

（ａ）

現われると考えられる．

このようにピーク分離が格子歪によって生じたもの

￣

(４２２〉

一一

トライプに直角方向の。帯とｒ帯の間の平均相対格子

歪に相当する．ピーク分離が格子面間隔の歪だけによ
るものであるならば（歪として格子面の傾きの変化も

Ｓ

鰹一一一ｍ
酎

であると考えれば，２つのピーク間の分離角Ａ８はス

ＩＤＴ

考慮した考察は4.5項に述べてある.)，その分離角
ムβは，

（ｂ）
Fig4Geometricalarrangementsofspecimenfbr
themeasurement・X-raybeamsenterthespecimen

(a）ａｔｒｉｇｈｔａｎｇｌｅｏｒ（b）paraIleltothestripes．

ＡＯ＝

ａｄ－ａｒ
α0

tａｎＯＢ

(6)

によって与えられる．ここで，αoは，結晶の内部深
くにあって格子歪の生じていない格子面間隔を表す．

りも数秒程度広くなっている．それは，すでに報告3）

(6)式から分るように，Ａ０を測定すれば試料に生じ

したように，整形前の試料には，基板表面全体に堆積

ている歪の大きさを求めることができる．Fig.６（b）

されたＳｉＯ２薄膜によって反りが生じているため，入

のピーク間の分離角ＡＣは8.0"である．

射Ｘ線をスリットで約300‘ｍに絞り込んでいるにも
かかわらず，いくらか反りの効果がロッキソグカーブ

４．２ストライプ幅と平均相対格子歪の関係

の半値幅に現れたことによる．ちなみに，スリットを

４．１項では，ＳｉＯ２薄膜がストライプ幅40ｕｍ面

全開して，試料全体にＸ線を照射して測定したロツキ

間隔に形成された試料３に対するロヅキソグカープの

ソグカープの半値幅は20.0"となり反りの効果が明確

ピーク間の分離角Ａ０と平均相対格子歪との関係につ

に現れた．このことは，入射Ｘ線をスリットで約300

いて説I汎した．実際のデバイス作製でGaAs基板上に

αｍに絞り込むことで，ロッキソグカーブの半値幅に

堆積されたＳｉＯ２薄膜は色々な形状に整形される．そ

与える反りの影響をかなり除去できることを示してい

のため，ストライプ幅の大きさに対して相対格子歪の

る．

値がどのように変化するのかを知ることも重要である．

Fig.６（a）（b）は試料３のＳｉＯ２薄膜をストライ

ここではそれぞれストライプ幅の異なる試料１，２，

プ状に整形した後の，入射ｘ線の回折を表す試料断面

３，４（表１参照）の４個に対するロヅキソグカープ

の模式図とロッキソグカーブの測定結果である．Fig．

のピーク間の分離角△０つまり平均相対格子歪の差異

６（b）に示したロッキソグカーブは，入射Ｘ線が約

について考察する．但し，これらの試料は。帯と「帯

300Jumの幅で照射されるので，。帯と「帯約４対の

のストライプ幅を等しく作製してある．

ストライプ領域から回折されてきたＸ線で測定された

Fig.７はそれぞれの試料に対するロッキソグカーブ

ことになる．そのロッキソグカーブには，Ｆｉｇ．５に示

を示したもので，（a)は試料１（。＝γ＝10〃、），

したＳｉＯ２薄膜をストライプ状に整形する前のものと

(b)は試料２（Cf＝γ＝20四ｍ），に)は試料３（。

は異なり，明確に分離した２つのピークがみられる.

＝γ＝401ﾘ、），（｡)は試料４（。＝γ＝60脚、）に
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対応している．これらの図から，そのロッキソグカー

ブのピークの分離角△βはⅢストライプ幅が小さいほ
ど大きくなっていることがわかる．

このストライプ幅に対するロヅキソグカープのピー

クの分離角ＡＯの測定結果をプロットしたのがＦｉｇ．
（・ゴ・旬）託》湯ロ①」ロロ

８である．その図の横軸は。＝ｒであるストライプ幅，
縦軸はロッキソグカーブのピーク分離角すなわち平均
相対格子歪ム０である．この図は，ストライプ幅が大

きくなるに従い，平均相対格子歪ＡＯが小さくなって
いることを明確に示している．またストライプ幅。＝

γ＝２０，４０，６０〃ｍの格子歪の測定値はほぼ一直線上
にのっているが，。＝γ＝10瓜ｍの格子歪はその直線
上から下にずれていることも読み取れる．つまり，ゴ

ーｒ＝20～60浬ｍの間では，平均相対格子歪Ａ０はス

０２０４０

トライプ幅にほぼ逆比例しているといえるが，ストラ

Rockingangle0(ｓｅｃｏｆａｍ）

イプ鯛が小さくなるとその値は逆比例関係から外れて

Fig.５Ａｓｉｎｇｌｅｐｅａｋｒｏｃｋｉｎｇｃｕｒｖｅｏｂｔａｉｎｅｄ
ｈＵｍａｓｐｅｃｉｍｅｎｗｉｔｈｔｈｅＳｉＯ２ｆｉｌｍｂefOrestripes
arefbrmed．

ある値に飽和して行くように見える．
このようなストライプ幅に対する平均相対格子歪の

変化は，。帯の歪分布関数を仮定することによってあ

Ｘ－Ｉ－ａｙｓ

る程度説明できることを示す．まず歪分布はストライ
７

ｉＪ

Ｊ１

Ｃ９／

~、。
(a）

プに直角方向に生じており，ストライプに平行方向の
歪分布はないものと考える．そこで，試料表面でスト
ライプに直角方向にｘ軸をとり，。帯の端を原点に，
。帯の端から中心の方向を軸の方向にする．このとき

歪は，原点である。帯の端で最大値をとり，。帯の中
心の方向へ向かって指数関数的に減少していくと仮定
する．このように歪分布関数を位置ｘの関数として表
わすと，

ＡＯ＝Aexp(－ﾊｴ）（７）
（・ゴ。回）閉嵩⑭ロの］巨曰

但しＯ≦ｘ≦｡/２

で与えられる．ここで，Ａは歪の股大値，ｈは歪の緩
和定数，αはストライプ幅である．実際に測定される

歪の値は全体の平均値であるから，この歪分布関数を
平均すると，

Ｏ２０

４０

ＲｏｃｋｉｎｇａｎｇＩｅ ０(ｓｅｃｏｆａｒｃ）

Fig.６（a）SchematicilIustmtionofX-mydiffraction
by（422）planesofastripedSiO2/GaAsspecimen．
(b）Adoublepeakrockingcurveobtainedby
theX-raydiffiPactionshownin（a)．

万一六Ir1饅…(-…
＝器{…(-苧)｝

(8)

が得られる．これが平均格子歪を表わす式である．ま
たストライプ幅Cfが大きいとき，(8)式は近似するこ
とができ
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AO=

2A

1

A

a

集中 し,それぞれの肺の中心 に向か って指数関数的 に

(
9)

歪が線称す るように分布 していると考えることがで き
る.なお, この近似では, d帝 と r帝の境界に典中す

と表わ され る. この式で相対格子盃Aβはス トライプ

る格子盃の最大値は,Si
O2膜の堆前条件 と膜厚が一

幅 dに逆比例 している. これはFi
g.8か らd‑20‑60

定であれば ス トライプ僻に依存 しないことを仮定 して

F
Lmの抱囲の相対格子盃 AOをス トライプ柵 dの関数

いる.

と して表わ した

4.3 平均相対格子歪の異方性
(
1
0)

4.1及 び 4.2項での考察はス トライプに直角方向
の平均相対格子盃についてであった.平均相対格子歪

とよ く一致 して い る. よって, (
9)式 は相対格子盃

の異方性を考察す るために.試料をス トライプの長 さ

(
1
0
)式

g.4
方向が X線の入射両 に対 し平行 になるよ うに Fi

0F
Lmの範囲のときかな り正
はス トライプ帖 d‑r≧2

(
b)の よ うにセ ッ トした場 合の測定結果について述

Aβを表わす近似式 と して妥当な式 といえ

.

8)式の計井
確な格子歪の他 を与 えると考え られ る. (

べ る. このセ ッ トにより測定 され る盃は. ス トライプ

結果 をFi
g.8に示す.その計井には.盃の叔大使Aと

の長 さ方向に平行方向の平均相対格子歪である. しか

(
4
2
2)
V,‑(
4
2
2)
VI配 既の X線 トポ グラフ ィー
して (

し, このセ ッ トによりg
l
l
J
起 されたすべての就料に対す

0
0〝を用 い,
の コソ トラス トの観測 か ら得 られた約 1

g.6 (
b)に現れたよう
るロッキ ソグカープには,Fi

9), (
1
0)式か ら持た k‑
歪の緩和定数 kと しては, (

な ピー ク分離は観測 されなかった.

2A/
3
2
8を用いた.
Fi
g.8か ら, 政線 関係 か ら外れてい る d‑r‑10

2.3項 で述 べたよ うに,平均相対格子盃が 3'以
上でなければ ロッキ ングカープに明確 など‑ ク分離は

F
Lmの平均格子更 の抑定値は (
8)式の計井値 とはば一

現われない.従 って, ス トライプの長 さ方向に平行方

致 していることがわかる.

向の平均相対格子垂が生 じていると して も.その値は

従 って, ス トライプ状 Si
O 2/
Ga
s 基板の格子歪状
A

ど‑ ク分離 を引 き起 こさせ るほど大 きくはな く, 3‑

態 の一つの近似 と して. d荷 と r帝 の境界に格子歪が

以下 と考えられ る.つま り, ス トライプの長 さ方向に

前涜・新里・安富祖：Ｘ線二結晶によるストライプ状ＳｉＯ２/ＧａＡｓ基板の格子歪の測定
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してもよいように思える．しかし，このような回折強

0０

度の強弱だけによるピーク判定にはまだ不確実な点が

手～￣、

０

ある．それは，４．２項のFig.７のすべてのロッキソ

～～＝、

、i〕、
０

（日⑪｝。。の②）壺ゴロ◎二日旬・閉

５

.~～、、-

グカーブに見られるように，。帯と「帯のストライプ

､｡、

ｏｉＦＩ定価

幅が等しい試料であるにもかかわらず，それぞれのロヅ

政

３２８
－－００＝－
．

キソグカープの２つのピークは同じ回折強度を示さず，

瓦

常に低角側のピークが低くなっているからである．従っ
、‐

て，上述した方法よりも確かな方法による確定が必要
となる．次に，その方法としてＸ線トポグラフィーを

－－１翌箇ｌｉｂ

葛１片-＝ｒＨ

ｍｌＯＯ

Ｓｔｒｉｐｅｗｉｄｔｈｄい、）

Fig.８Thepeakseparationanglesofthedoｕｂｌｅ
ｐｅａｋｒｏｃｋｉｎｇｃｕｒｖｅｓｖｅｒｓｕｓｗｉｄｔｈｓｏｆｔｈｅＳｉＯ２
ｓｔｒｉｐｅｓｆｂｎｎｅｄｏｎｔｈｅspecimensmfaces．

用いたピークの特定法とその結果について述べる．

Fig.９の写真ＡとＢは，それぞれロツキソグカープ
の低角側のピークを代表する点Ａ及び高角側のピーク
を代表する点Ｂで撮影されたトポグラフィーである．
トポグラフィーのコソトラストの黒い領域は，より強

度の強い回折Ｘ線が乾板を感光してできるので，この
部分はちょうど試料のプラッグの条件を満足した領域

直角方向の平均相対格子歪は，ストライプ幅l0LImの

が写しだされたことになる．従って，点Ａで撮影され

場合25.5"であり！それに対して平行方向のそれは

たトポグラフィーＡでは，より太いストライプが黒い

1/８以下とかなり小さくⅢ直角方向と平行方向の平

コソトラストを呈しているので，これは幅の広いｄ帯

均相対格子歪の間には，ストライプ形状の異方性を反

からの回折によるものと判断できる．また点Ｂで撮影

映した明確な異方性のあることが分る．

されたトポグラフィーＢでは，トポグラフィーＡの場

合とは逆に，より細いストライプが黒いコソトラスト
４．４．帯とｒ帯に対応する回折ピークの特定

４．１及び４．２項で考察したロツキソグカープの２
つのピークが，それぞれ。帯とｒ帯のいずれに対応す

を呈しているので，これは幅の狭いｒ帯からの回折に
よるものと判断される．

以上のような回折ピーク強度の考察及びトポグラフィ

る回折ピークであるのかをまだ特定していないのでⅢ

ーのコソトラストの結果から］低角側（左側）のピー

本項ではその特定結果について述べる．

クは。帯からの回折に対応し，高角側（右側）のピー

Fig.９は，。帯と「帯のストライプ幅が異なる試料

クはｒ帯からの回折に対応していると結論される．

５（ゴー120,7＝60解、）を{422)v，－(422)R)配

Ｆｉｇ．９のロッキソグカーブのピークには，それぞれ。

置で，（Fig.４（a））のようにＸ線の入射面がスト

帯に対応したものには記号Ｄを，ｒ帯に対応したもの

ライプの長さ方向と直交するようにセットして得られ

にはＲを付してある．

たロッキソグカーブとＸ線トポグラフである．。帯と
ｒ帯の幅の異なる試料５を実験試料に用いたのは，撮
影されたＸ線トポグラフで。帯とｒ帯の判別が容易に
できるようにするためである．

４．５格子面間隔歪と面傾斜角歪

。帯とｒ帯の平均回折角をそれぞれβBd，βBrとす
ると，上述したロツキソグカープのピークとの対応関

Ｆi9,9に示すロッキソグカーブではⅢピークの分離

係より，６Br＞OBdとなることは明らかである.この

があまり明確ではないが，左側のピークの回折強度が

関係は，回折面（（んん／）面）に平行な。帯とｒ帯

右側のピークの強度のほぼ２倍になっている．この強

の格子面のそれぞれの面間隔αd，ｚｚｒの大小関係及び

度の違いは，回折強度が回折領域の面積に比例するこ

それらの面の傾斜角の差異によって説明できる．。帯

とから，試料５の。帯の面積（‘＝120浬、）とｒ帯

とｒ帯のこのような格子歪の差異は，。帯にはＳｉＯ２

の面積（ず＝60解、）が２倍違うために生じたものと

薄膜が堆積されたままであるが，ｒ帯ではそれが除去

考えることができる．この解釈に従えば，回折強度の

されているために生じたものである．つまり，ＧａＡｓ

強い低角側（左側）のピークは。帯に対応し，強度の

基板よりも熱膨張係数が小さいＳｉＯ２薄膜が350℃で

弱い高角側（右側）のピークは「帯に対応すると特定

堆積され室温まで下げられたため，GaAs基板はＳｉＯ２
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Rockingangle8(ｓｅｃｏｆａに）

Ａ

８

Fig.９ＤｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇｔｈｅｐｅａｋｏｆｔｈｅｄｏｕｂｌｅｐeakrockingcurvecorTespondingto
X-raydiffractionfromd-stripesorr-stripes・X-raytopographs，ＡａｎｄＢａｒｅ
ｔａｋｅｎａｔｐｏｉｎｔｓＡａｎｄＢｏｎｔｈerockingcurve，respectively．

薄膜より引っ張り応力を受けることになる．従って，

（ｙ）倍のリムαだけ縮むことになる．この歪により，

ｄ帯のGaAs基板は，その界面近傍で（100）面に平

（カルノ）面は（カルノ）面へ変化するので，図か

行でストライプの長さ方向に対して直角方向（［ｏｎ］

ら明らかなように，この面は［011］軸の周りを時計

方向）に押し広げられていることになるが，『帯では

方向にACU＝α￣α回転し，面間隔はＡｄ＝ｄｆ－

ｓｉｏ２薄膜が除去されているのでその影響はほとんど

ＤＦだけ増大したことになる．ここで，αは(ｌｗ）

無いと考えることができる.

面が（100）面となす角である．

以上のような考えに基づき，。帯のGaAs基板の格

子定数ａが，ＳｉＯ２薄膜の影響により△αだけ［011］
方向に引き伸ばされたとすると，（'００）面とαの交
角をなす（ＡＩＭ）面はどのように変形するかを模式
的に示したのがFig.10である．この場合，［100］方
向の格子定数は，図に示されているようにポアソソ比

△αが非常に小さな値であるとすると，この図より
△αは

ムα＝（，－ソ）A-2sinacosα
α

となりＩまた，ＡｄＩま

（11）
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△。＝△α｛１－（１＋Ｕ）cos2α）ｓｉｎａ
(12）

と表せる．この面間隔の変化ムゴを（６）式を用いて

。≦-Ａ乱－－－ａ－－＞０

賎r三二fｉ
騨
（

－＄

ｌｏｌｉ］

回折角の変化に換算すると

⑧

Ａ０ｄ＝＿ＡＬ｛１－(，＋Ｕ）ｃｏｓ２α｝tａｎＯＢ
ａ

（13）
となる．

し
Ｐ

従って，。帯の（ﾉｂｌＷ）面の回折角OBdは，

ＳｉＯ２薄膜の影響を受けていないｒ帯の（JMFノ）面
の回折角８Brより△α＋Ａ８ｄだけ低角側に移動する

△ａ一

'ﾛ知

△小－－－－－－１ａ‐Ｉ－１－－－－Ｉｖ

［ｌＯＯＩ

Fig1OSchematicillustrationofthedisplacement
ofthe（422）planeduetoextensionofthelattiｃｅ
ｃｏｎｓｔａｎｔ．

ことになる．つまりこれが，ロツキソグカープのピー

ク分離角Ａ８を意味することになるので，△０と（11）

表２は，（15）～（18）式に，Fig.７に示した各試
料のＡ０のllUl定値を代入して得た計算値を示したもの

及び（13）式より，。帯の格子の歪率△α／αは

である．このなかでツムα／＠の値は（100）面間隔
の相対歪率であるが，これは，（422）面の相対格子

△α／α＝

歪の測定値に基づき弾性論から導かれた（18）式より

ＡＯ

[（１－ツ)sinacOsa＋（１－（１＋ｕ)cOs2α}tanOB］

計算されたものである．例えば，。＝10〃ｍの試料の

（14）

場合レムα／α＝0.78xlO-qであるが，これを（４）

式を用いて，（400）回折のプラッグ角（βＢ＝33.03｡）
の変化に換算すると１０．５〃となる．これは，この試

と表すことができる．

この（14）式を用いると，ストライプの幅が10回ｍ
である試料１の場合，格子の歪率Ａα／αは0.000268
となった．数値は，それぞれ△８＝25.5"，ツー0.29,

料の（400）回折によるロッキソグカーブに１０．５′の

ピーク分離が現れることを意味している．Fig.11は，
この試料の（400）回折により測定されたロツキソグ

カープである．これには，予測されたようなピーク分

α＝35.26°，ＯＢ＝41.8°を代入した．

（11）～（14）式に，Ｘ線としてＣｕＫａ１を用いた
（422）回折における具体的な数値，α＝35.26.,

離が現れていない．これは，１０．５"の相対格子歪が，
相対格子歪のない（400）回折のロッキソグカーブの

半値幅12〃より小さく，明確なピーク分離を生じさ

ＯＢ＝41.8゜，ツー0.29を代入すると，

せることができなかったためと考えられるこのよう

な場合，相対格子歪の効果はロヅキソグカープの半値

Ａα／α＝2.17ム０

(15）

Ａα＝0.76Ａ８

(16）

は，１９．５"と相対格子歪のないときの12"より７．５〃

ＡＯｄ＝0.27Ａ'

(17）

定された（400）面の相対格子歪であり，これが（422）

帆の拡がりとして現れる．確かに，Fig.１１の半値幅
拡大していることが分る．従って，この７．５"が測
面の測定結果に基づき計算された値10.5"にほぼ等
ヅムα／α＝0.63Ａ０

(18）

しくなっているので，弾性詮を適用した計算結果が妥
当なものであることが検証されたことになる．

が得られる．（16）と（17）式は，（422）面の平均
相対格子歪Ａ０の約７割が面の傾きの歪で，約３割が
面間隔の歪であることを示している．以上の結果は，

５．まとめ

ストライプ状ＳｉＯ２/GaAs基板の平均相対格子歪を

弾性論によるものであるが，これらが妥当なものかど

Ｘ線２緒Ali法のロッキソグカーブのピーク分離角を用

うかを以下のように検証した．

いて測定する方法を提案した．また，その測定法によ
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Table２．Ca1culatedvaluesofvariousstrainsobtainedfrom（422）diffractionmeasurement．

Stripewidtll
ｄ＝ｒ

１０ｒ１

ノ[Ｚ、

△ｅｓｅｃｏｆａｒｃ
△ａ／２
△a／a×１０

Ｌ」

２５．５

－４

２．６８

１６．７
１．７６

４０

６０

８．０

５．５

[１８と
0．８４

0．５

△ａｓｅｃｏＩａｒｃ

１８．５

１２．１

５．８

４．（］
４．０

△Oｘｓｅｃｏｆａｒｃ

６．９

４．５

２．２

1．５

△x／x×10

－４

【１３F
0．３８

0．２５

0．１２

０．０８

〃△ａ／ａｘｌＯ

－４

、＿７８
0．７８

0．５１

0．２４

０．１

ろ測定結果から，ストライプ状ＳｉＯ２/GaAs基板の盃
に関する次のような知見が得られた．

（１）ＳｉＯ２薄膜が残された帯域（。帯）の格子定数
は，ＳｉＯ２薄膜が除去された帯域（ｒ帯）のそれより

､２坪

も帯域の長さ方向と直交する方向に伸びている．この

結果は，ＧａＡｓよりもＳｉＯ２の熱膨張係数が大きいこ
とから予測される結果と定性的に一致する．
（２）ｄ１Ｉｆとｒ帯の長さ方向の格子定数の差はほとん
ど観測されなかった．これは，格子歪にストライプの
形状に対応した異方性が生じていることを示している．

分布を仮定することで説明された．

～｡
￣へ

逆比例的に変化する．このことは，格子歪がストライ
プの端から中央にかけて指数関数的に減衰するような

、

〆

（３）平均相対格子歪の大きさは，ストライプの鯛に

Rockingangle

F19.llArockingcurveobtainedfromtheｓｐｅｃｉｍｅｎ
ｌｂｙ（400）diffmction．

（４）測定された（422）面の平均相対格子歪を弾性

論に基づく計算により面傾斜の成分と面間隔の成分に
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