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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化珪素基板表面に、被覆膜と、炭化珪素基板表面が露出した窓部とを交互に列状に複
数配設し、
　上記被覆膜は、炭化珪素基板と異なる薄膜であって＜１１－２０＞方向に垂直な直線に
平行に設け、
　上記窓部は幅ｄが１～１０μｍで、隣り合う窓部同士の間隔Ｄが１０～５００μｍであ
り、
　上記窓部に露出した炭化珪素基板表面を種として炭化珪素からなる単結晶エピタキシャ
ル膜を成長させ、被覆膜の上面では当該上面に沿って基板表面に平行な方向に連続して成
長させ、その被覆膜上面において、隣り合う窓部から成長してきた炭化珪素エピタキシャ
ル膜と接合させて一体化させ、その一体化した単結晶エピタキシャル膜を炭化珪素単結晶
成長用種結晶とする、
　ことを特徴とする炭化珪素単結晶成長用種結晶の製造方法。
【請求項２】
　上記窓部は、＜１１－２０＞方向に垂直な直線に平行に設ける、請求項１に記載の炭化
珪素単結晶成長用種結晶の製造方法。
【請求項３】
　上記単結晶エピタキシャル膜は、成長温度が１５００～２０００℃でかつ成長速度が１
００μｍ／ｈ以下の条件下で成長させる、請求項１または２に記載の炭化珪素単結晶成長
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用種結晶の製造方法。
【請求項４】
　上記炭化珪素基板の表面の結晶方位は、（０００１）面、（０００－１）面またはそれ
らの面から９０°以内で傾いている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の炭化珪素単
結晶成長用種結晶の製造方法。
【請求項５】
　上記炭化珪素基板の表面の結晶方位は、（０００１）面から＜１１－２０＞方向に０°
～４°傾いている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の炭化珪素単結晶成長用種結晶
の製造方法。
【請求項６】
　上記炭化珪素基板は、４Ｈ－ＳｉＣ単結晶である、請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の炭化珪素単結晶成長用種結晶の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法によって製造した炭化珪素単結晶成長用種
結晶。
【請求項８】
　請求項７に記載の炭化珪素単結晶成長用種結晶を種とし、昇華法により炭化珪素単結晶
を成長させ製造する、
　ことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項９】
　上記昇華法による炭化珪素単結晶の成長は、温度勾配が３５Ｋ／ｃｍ以下の条件下で行
われる、請求項８に記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１０】
　上記昇華法による炭化珪素単結晶の成長は、珪素（Ｓｉ）ガスが主たる雰囲気ガスの条
件下で行われる、請求項８または９に記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１１】
　請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の方法によって製造した炭化珪素単結晶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化珪素（ＳｉＣ）単結晶とその製造方法および炭化珪素単結晶に関し、特
に、転位などの欠陥が少なく、品質が良好でかつ安価な炭化珪素単結晶の製造方法とその
方法によって成長した炭化珪素単結晶に関するものである。なお、本文における欠陥は、
結晶欠陥（または格子欠陥）のことを言う。
【背景技術】
【０００２】
　半導体材料として期待されている炭化珪素単結晶は、炭化珪素粉末を原料とする昇華法
で通常作製される。昇華法においては、原料の炭化珪素粉末と種結晶基板とを対向させて
黒鉛製の成長ルツボ内部に配置し、不活性ガス雰囲気中で１８００～２４００℃に炭化珪
素原料を加熱する。加熱して発生した炭化珪素の昇華ガスは、結晶成長に適した温度域に
保持された種結晶基板上に到達し、単結晶として析出する。
【０００３】
　昇華法において、炭化珪素原料からの昇華ガスの成分としては、Ｓｉ、Ｓｉ2Ｃ、Ｓｉ
Ｃ2、ＳｉＣ等が生成しており、これらの昇華ガスの一部が種結晶基板上に析出して、炭
化珪素単結晶が成長する。この昇華法は改良Ｌｅｌｙ法とも呼ばれ、基板となる種結晶上
に単結晶を析出させることで、結晶方位を規定して大型のウエーハを得る上で極めて優れ
た方法である。反面、この昇華法によって得られた炭化珪素単結晶には、１）種結晶から
引き継がれる転位やマイクロパイプが多数含まれる、２）結晶成長中発生したと考えられ
る転位をはじめとする欠陥が多数存在する、といった問題が存在していた。
【０００４】
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　この原因として、昇華法のみによって良質の種結晶を得ることが極めて困難なこと、及
び成長環境に大きな温度勾配が存在し、その結果結晶中に大きな熱応力が発生することが
考えられる。さらに、炭化珪素原料の昇華によって供給される昇華ガスの成分は、原料の
炭化珪素粉末の昇華および分解過程、あるいは気相中における昇華ガス成分の相互の反応
や成長ルツボ内壁の黒鉛との接触反応等のさまざまな要因により変動する。すなわち、炭
化珪素原料を加熱すると、蒸気圧の高い珪素はガス化しやすく、炭素は逆に残留分として
残る傾向がある。このため時間の経過とともに、炭化珪素原料中の珪素成分が炭素成分よ
り先に減少し、昇華ガス中の元素比Ｓｉ／Ｃは時間と共に減少する。これも、昇華ガスの
成分の変動要因のひとつである。その他、昇華法にあっては結晶の成長に伴い成長界面が
ルツボ内を移動するため温度環境、原料である昇華ガス濃度等が経時的に変化することも
、均質な結晶成長には問題となる。
【０００５】
　昇華法を繰り返す従来の炭化珪素単結晶の成長では、均質かつ転位をはじめとする欠陥
密度の低い結晶を得ることは困難であり、実際に得られた結晶中には多数の転位、マイク
ロパイプが存在していた。続く成長の種結晶は、この結晶インゴットから切り出されるた
め、種結晶にも格子欠陥は多数含まれることになる。この様に多くの格子欠陥を含む種結
晶から成長した結晶には、種結晶に存在した転位等を引き継いだ転位、マイクロパイプが
存在するのみならず、成長に伴い先に述べた不適正な結晶成長条件や成長条件の変動によ
る新たに発生する欠陥も含まれることになる。即ち、従来の昇華法から得られた種結晶を
用いて繰り返す結晶成長からは種結晶の結晶性を大幅に上回る結晶を得ることは極めて困
難である。
【０００６】
　勿論、従来から欠陥を低減させるために、成長速度を低く抑えて結晶欠陥発生率を低下
させる、あるいは昇華ガス組成の変動があまり大きくならないように成長継続時間を短く
すると言った結晶性向上のための対策が行われていた。しかしこれらでは、昇華法で得ら
れた炭化珪素単結晶の品質や安定性が十分とは言えない。
【０００７】
　また、昇華ガス成分の変動を抑制する方法として、珪素原料および炭素原料を別々に配
設し、珪素原料から発生するガス成分と炭素原料を反応させて炭化珪素を形成し、この炭
化珪素を昇華させて炭化珪素単結晶を形成する方法が提案されている（例えば、特許文献
１参照。）。しかしこの方法でも、昇華と共にガス組成が変化するという昇華法の本質的
な欠点は避けられない。また単結晶の製造工程が二段階となり、製造時間が比較的長時間
になる。
【０００８】
　一方、良質な種結晶を得る方法としては、転位やマイクロパイプの伝搬方向の特異性に
着目し、成長方位を変化させることによりマイクロパイプの伝播を防止しようとする方法
も知られている（例えば、特許文献２参照）。しかしこの方法は、ほとんど直交する方向
にインゴットを切断することによって種結晶を得るため、大口径の種結晶を得るためには
その口径以上の長さのインゴットを成長させる必要がある。先に述べたように、昇華法に
あっては成長に伴い温度環境やガス組成が変動し易いため、長尺なインゴットに均一な完
全性を得ることは困難である。
【特許文献１】特開平６－３１６４９９号公報
【特許文献２】特許第３５３２９７８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のように、昇華法を繰り返してインゴットを成長することによって、結晶性の良い
炭化珪素単結晶を成長させる有効な方法は確立されていない。
【００１０】
　本発明は、エピタキシャル成長によって得られた高品位の薄膜結晶を種として用い、イ
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ンゴットを成長するに当たっては温度環境や雰囲気ガス組成に独自の制御を行うことによ
って、結晶欠陥の少ない大口径の炭化珪素単結晶を安定性よく成長させる方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明は、
（１）炭化珪素基板表面に、被覆膜と、炭化珪素基板表面が露出した窓部とを交互に列状
に複数配設し、上記被覆膜は、炭化珪素基板と異なる薄膜であって＜１１－２０＞方向に
垂直な直線に平行に設け、上記窓部は幅ｄが１～１０μｍで、隣り合う窓部同士の間隔Ｄ
が１０～５００μｍであり、上記窓部に露出した炭化珪素基板表面を種として炭化珪素か
らなる単結晶エピタキシャル膜を成長させ、被覆膜の上面では当該上面に沿って基板表面
に平行な方向に連続して成長させ、その被覆膜上面において、隣り合う窓部から成長して
きた炭化珪素エピタキシャル膜と接合させて一体化させ、その一体化した単結晶エピタキ
シャル膜を炭化珪素単結晶成長用種結晶とする、ことを特徴とする炭化珪素単結晶成長用
種結晶の製造方法である。
（２）上記窓部は、＜１１－２０＞方向に垂直な直線に平行に設ける、請求項１に記載の
炭化珪素単結晶成長用種結晶の製造方法である。
（３）上記単結晶エピタキシャル膜は、成長温度が１５００～２０００℃でかつ成長速度
が１００μｍ／ｈ以下の条件下で成長させる、請求項１または２に記載の炭化珪素単結晶
成長用種結晶の製造方法である。
（４）上記炭化珪素基板の表面の結晶方位は、（０００１）面、（０００－１）面または
それらの面から９０°以内で傾いている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の炭化珪
素単結晶成長用種結晶の製造方法である。
（５）上記炭化珪素基板の表面の結晶方位は、（０００１）面から＜１１－２０＞方向に
０°～４°傾いている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の炭化珪素単結晶成長用種
結晶の製造方法である。
（６）上記炭化珪素基板は、４Ｈ－ＳｉＣ単結晶である、請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の炭化珪素単結晶成長用種結晶の製造方法である。
（７）請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法によって製造した炭化珪素単結晶成長
用種結晶である。
（８）請求項７に記載の炭化珪素単結晶成長用種結晶を種とし、昇華法により炭化珪素単
結晶を成長させ製造する、ことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法である。
（９）上記昇華法による炭化珪素単結晶の成長は、温度勾配が３５Ｋ／ｃｍ以下の条件下
で行われる、請求項８に記載の炭化珪素単結晶の製造方法である。
（１０）上記昇華法による炭化珪素単結晶の成長は、珪素（Ｓｉ）ガスが主たる雰囲気ガ
スの条件下で行われる、請求項８または９に記載の炭化珪素単結晶の製造方法である。
（１１）請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の方法によって製造した炭化珪素単結晶
である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による炭化珪素単結晶の製造方法によれば、得られる炭化珪素単結晶内の結晶欠
陥を低減することができる。
【００１３】
　また、本発明は、ＭＰＤ，ＥＰＤをそれぞれ、０／ｃｍ2，１／ｃｍ2のレベルの炭化珪
素単結晶を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、（１）高品位の薄膜結晶を得る工程と、（２）該結晶を種として用い、結晶
欠陥の少ない大口径の炭化珪素単結晶を安定性よく成長させる工程に分かれる。以下それ
ぞれの方法について説明する。
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【００１５】
［種結晶を得る方法］
　種結晶として薄膜結晶を得る方法は特に限定されないが、エピタキシャル成長によって
高品位の薄膜結晶を得る方法が好ましく、例えば＜１＞横方向成長を用いる方法と、＜２
＞低温・低速成長による方法とが採用可能である。
【００１６】
　まず、＜１＞横方向成長による方法を述べる。
　図１にその工程を模式的に示す。まず、炭化珪素基板１の表面上に、幅ｄの窓部を持つ
被覆膜２をスパッタ法等を用いて形成する。加工後の基板を上から見た概念図が図２であ
り、窓部４には基板のＳｉＣ表面が現れている。次にこの窓部を持つ基板上に炭化珪素エ
ピタキシャル膜を形成する。エピタキシャル成長法は通常用いられているＣＶＤ法の他、
近接法、液層法等、いずれも採用可能である。この方法で作成した結晶３は、隣接する窓
部のＳｉＣを種として成長しさらに被覆膜２の上を互いに横方向に成長してつながり、互
いに継ぎ目無く一体化する（図１の（ｄ））。
【００１７】
　被覆膜２の材質及びその形成法としては、引き続くエピタキシャル工程に耐え得るもの
であれば特に規定はなく、ＣＶＤ、スパッタ、蒸着、ＦＣＶＡ（Ｆｉｌｔｅｒｅｄ　Ｃａ
ｔｈｏｄｉｃ　Ｖａｃｃｕｕｍ　Ａｒｃ）法等が使用可能である。実施例では、スパッタ
・カーボンを用いたが、ＣＶＤによるＤＬＣ（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｌｉｋｅ　Ｃａｒｂｏｎ
）ＦＣＶＡ－カーボンでも可能で、また材質も金属炭化物等高温で安定性がある膜であれ
ばよい。膜厚は保護膜の成膜速度と引き続くエピタキシャル工程のエピタキシャル成長速
度によるが、１０～１０００ｎｍ程度が妥当である。窓部の幅ｄとその間隔Ｄについては
、下記［作用］に示す通り欠陥の減少効果に大きな影響を与える。ｄ／Ｄは小さいほど、
欠陥の減少効果が大きいが、ｄにはパターニング工程上の限界があり、一方Ｄを大きくし
すぎると、引き続くエピタキシャル工程の横方向成長で、横方向膜の接続が困難になる。
エピタキシャル成長条件に応じて、Ｄは１０～５００μｍ、窓部の幅ｄは１～１０μｍで
、適宜選択すればよい。続く、エピタキシャル成長工程にも特定の制限はない。本特許の
実施例にあっては、ＳｉＣで一般に用いられているＣＶＤ法を用いたが、近接法や液相エ
ピタキシャル法等でも実施することができる。また、エピタキシャル膜厚も、基板表面を
くまなく覆うことができれば、特に指定はない。
【００１８】
［作用］
　同法により得られた、エピタキシャル基板の断面を図３に示す。基板として用いたＳｉ
Ｃ単結晶ウエーハ内には、転位やマイクロパイプ等の欠陥５が高密度で存在している。被
覆膜２により、これら欠陥５の多くは表面で覆われる。仮に窓部の幅をｄ、窓部の周期を
Ｄとするなら、窓部のＳｉＣ部分に現れる欠陥の割合はｄ／Ｄとなる。次工程のエピタキ
シャル成長では、窓部のＳｉＣのみが種となり成長するため、基板から引き継がれる欠陥
の密度もまた、基板のｄ／Ｄとなる。
【００１９】
　上記には横方向成長を１回行う例について説明したが、窓部をずらして、パターンを形
成し、横方向成長を繰り返すことにより、実質的に転位密度０／ｃｍ2のエピタキシャル
基板を得ることが原理的に可能である。（図４）
【００２０】
　また、基板１の面方位については、特に規定しないが、欠陥の伝播方向が結晶異方性を
持つ場合、特定の伝播方向から傾いた面上にエピタキシャル成長することは有効である。
仮に伝搬方向に直交する面ｃ（０００１）に対し、エピタキシャル成長面ｃ'がθの角度
をなすとすると、ｃ面（０００１）上の伝播欠陥密度がｎ［／ｃｍ2］の場合、ｃ'面に対
する伝搬欠陥密度はｎ・ｃｏｓθ［／ｃｍ2］となる。なお、結晶成長の都合により反対
の極性面（０００－１）を用いる場合があるが、この場合も効果は変わらない。
【００２１】
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　次に、＜２＞低温・低速成長による方法について説明する。
ＳｉＣ成長におけるマイクロパイプ等の伝搬や発生については、結晶内での昇華や熱応力
が重要な要因であることが報告されている。これらの原因は、成長結晶内での温度分布の
存在であり、それによって生じる結晶内の温度勾配場が昇華によってマイクロパイプを、
熱応力によって転位を発生または伝搬させるものと考えられる。従って、結晶内の温度勾
配を小さくすることが欠陥密度の低減に有効であることは、従来から言われていた。また
、一般に結晶成長において、成長速度を低速にすることによって、結晶性が向上すること
は従来から言われてきた。本発明においては、ＳｉＣ種結晶を得る目的の薄膜成長条件と
して、１５００～２０００℃の低温域で、かつ成長速度を１００μｍ／ｈ以下の低速で行
うことにより、欠陥の低減に著しい効果を与えることを提示する。従来は、生産性等の考
慮により、低速成長の可能性は除去されてきたが、本発明においては種結晶を得る目的の
薄膜成長を行うため、これらの条件の有効性を主張できるものである。
従って、エピタキシャル方法にも特定の制限はない。本特許の実施例にあっては、ＳｉＣ
で一般に用いられているＣＶＤ法を用いたが、近接法や液相エピタキシャル法等でも実施
することができる。また、エピタキシャル膜厚も、特に指定はなく、エピタキシャル方法
や工程能力等に応じて適宜選択することができる。
【００２２】
［大口径の炭化珪素単結晶の成長方法］
　該薄膜結晶を種として用い、結晶欠陥の少ない大口径の炭化珪素単結晶を安定性よく成
長させる方法として、本特許は、＜３＞特定のルツボ内温度勾配による昇華法と、＜４＞
成長ルツボを取り囲む雰囲気ガスを珪素（Ｓｉ）ガスから構成する昇華法を採用すること
が好ましい。
【００２３】
　まず、＜３＞特定のルツボ内温度勾配による昇華法について述べる。
図５に代表的な昇華法成長の図を示す。図５をもとに本発明の一実施形態を説明する。図
５において、７は成長ルツボである。成長ルツボ７は、蓋板８及びシード台９を有する。
蓋板８はシード台９を兼ねる場合がある。成長ルツボ７の材質は、黒鉛とすることが好ま
しい。蓋板８およびシード台９の材質も、黒鉛が好ましい。黒鉛材質に高純度が要求され
る場合は、ハロゲンガスによる精製処理を行った黒鉛を用いるのが好ましい。成長ルツボ
７内の下部は、結晶成長時に充分な量の炭化珪素原料１６を貯留できる大きさを有する。
【００２４】
　本発明では、図５に示す炭化珪素単結晶の製造装置を用いて、次のように炭化珪素の結
晶成長を行う。まず、シード台９の下側の面に薄膜炭化珪素単結晶からなる種結晶基板１
０を装着する。装着には機械的な結合方法、接着による接合方法などを用いることができ
る。装着する種結晶基板１０としては、先に述べた方法による高品位薄膜結晶を有するも
のである。基板の結晶面の方向は、一般に（０００１）面が用いられる。結晶面の方向を
（０００１）面からずらして加工した種結晶基板も使用することができる。また、成長ル
ツボ７内の下部には、十分な量の粉末の炭化珪素原料１６を設置する。半導体用途の高い
比抵抗の炭化珪素単結晶を得るには、炭化珪素原料１６としては、純度８ナインのような
高純度のものを用いるのが好ましい。本発明の炭化珪素単結晶の成長により、下側を向い
た種結晶基板１０の表面上に炭化珪素単結晶１１が成長する。
【００２５】
　成長ルツボ７の外側には、成長ルツボ７を加熱する加熱装置として、高周波誘導コイル
１２を設置する。この加熱装置は、成長ルツボ７内の炭化珪素原料１６を、昇華ガスが発
生する例えば１９００℃以上の温度に加熱する装置である。なお、加熱装置は抵抗加熱方
式のものでもよい。成長ルツボ７は、高温状態を維持するために、例えば炭素繊維製の断
熱材１３で覆われる。炭化珪素原料１６が設置されている部分を高温部とし、種結晶基板
１０が設置されている部分を低温部として、成長ルツボ７に所望の温度分布を実現するた
めには、例えば、高周波誘導コイル１２による加熱方式では、高周波誘導コイル１２を上
下に分割して設け、各高周波誘導コイルに流す電流を独立に制御する方法を用いることが
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できる。あるいは高周波誘導コイル１２のコイルの巻き回し密度を上下方向で調節する方
法も使用可能である。なお、成長ルツボ７と高周波誘導コイル１２の間には絶縁体３７が
配置されている。成長ルツボ７の温度については、例えば成長ルツボ７の底面および蓋板
を覆っている断熱材１３にそれぞれ測温穴１４を設けて、その測温穴１４を通し放射温度
計１５を用いて、成長ルツボ７の表面の温度を測ることができる。その測温結果をもとに
、高周波誘導コイル１２の位置や高周波誘導コイル１２に流す電流を調整して、成長ルツ
ボ７の温度分布を所望の状態にすることができる。ここで、成長ルツボ７の上部および下
部の測定温度をそれぞれＴｔ、Ｔｂ、同成長ルツボ７の高さをｈとした時、ルツボ内の温
度勾配を、（Ｔｂ－Ｔｔ）／ｈ　と定義する。
【００２６】
　良質の炭化珪素単結晶の成長中は、先に定義したルツボ内温度勾配を３５Ｋ／ｃｍ以下
に制御することが好ましい。
【００２７】
　種結晶上に炭化珪素単結晶の昇華法による成長では、ルツボ内温度勾配は勿論正である
必要があるが、この温度勾配は、成長結晶内に熱応力を発生させ、先の値を超えた場合、
成長結晶には臨界剪断応力を超える熱応力が作用する。この結果、成長結晶内には熱応力
により転位等の欠陥が多数発生することになり、良質の種結晶の結晶性を維持することが
難しい。本発明のルツボ内温度勾配を維持することにより、種結晶の結晶性を維持した単
結晶インゴットを得ることができる。
【００２８】
　図６は、本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の別の一例を示す。図６は、図５に示
した炭化珪素単結晶の製造装置の成長ルツボ７において、蓋板８とシード台９の間に空間
を有し、さらに成長ルツボ７を外ルツボ６の内部に設置したものである。このような配置
を用いることにより、本発明の要件である成長ルツボ７内温度勾配３５Ｋ／ｃｍ以下をよ
り容易に達成することができるが、本発明においては成長ルツボ７内の構造は後の実施例
に示すように本質的に違いを与えない。
【００２９】
　次に、＜４＞成長ルツボ７を取り囲む雰囲気ガスを珪素（Ｓｉ）ガスから構成する昇華
法について説明する。
【００３０】
　図７に本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の一例を示す。図７をもとに本発明の一
実施形態を説明する。図７において、６は外ルツボ、７は成長ルツボである。成長ルツボ
７は、外ルツボ６内に設置されている。また成長ルツボ７は、蓋板８及びシード台９を有
する。蓋板８はシード台９を兼ねる場合がある。成長ルツボ７の材質は、黒鉛とする。外
ルツボ６、蓋板８およびシード台９の材質も、黒鉛が好ましい。黒鉛材質に高純度が要求
される場合は、ハロゲンガスによる精製処理を行った黒鉛を用いるのが好ましい。成長ル
ツボ７内の下部は、結晶成長時に充分な量の炭化珪素原料１６を貯留できる大きさを有す
る。
【００３１】
　本発明では、図７に示す炭化珪素単結晶の製造装置を用いて、次のように炭化珪素の結
晶成長を行う。まず、シード台９の下側の面に炭化珪素単結晶からなる種結晶基板１０を
装着する。装着には機械的な結合方法、接着による接合方法などを用いることができる。
装着する種結晶基板１０としては、先に述べた方法による高品位薄膜結晶を有するもので
ある。基板の結晶面の方向は、一般に（０００１）面が用いられる。結晶面の方向を（０
００１）面からずらして加工した種結晶基板も使用することができる。また、成長ルツボ
７内の下部には、十分な量の粉末の炭化珪素原料１６を設置する。半導体用途の高い比抵
抗の炭化珪素単結晶を得るには、炭化珪素原料１６としては、純度８ナインのような高純
度のものを用いるのが好ましい。本発明の炭化珪素単結晶の成長により、下側を向いた種
結晶基板１０の表面上に炭化珪素単結晶１１が成長する。
【００３２】
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　外ルツボ６の外側には、外ルツボ６および成長ルツボ７を加熱する加熱装置として、高
周波誘導コイル１２を設置する。この加熱装置は、成長ルツボ７内の炭化珪素原料１６を
、昇華ガスが発生する例えば１９００℃以上の温度に加熱する装置である。なお、加熱装
置は抵抗加熱方式のものでもよい。外ルツボ６は、高温状態を維持するために、例えば炭
素繊維製の断熱材１３で覆われる。炭化珪素原料１６が設置されている部分を高温部とし
、種結晶基板１０が設置されている部分を低温部として、成長ルツボ７に所望の温度分布
を実現するためには、例えば、高周波誘導コイルによる加熱方式では、高周波誘導コイル
１２を上下に分割して設け、各高周波誘導コイルに流す電流を独立に制御する方法を用い
ることができる。あるいは高周波誘導コイル１２のコイルの巻き回し密度を上下方向で調
節する方法も使用可能である。外ルツボ６の温度については、例えば外ルツボ６の底面お
よび蓋板を覆っている断熱材１３にそれぞれ測温穴１４を設けて、その測温穴１４を通し
放射温度計１５を用いて、外ルツボ６の表面の温度を測ることができる。その測温結果を
もとに、高周波誘導コイル１２の位置や高周波誘導コイル７に流す電流を調整して、成長
ルツボ７の温度分布を所望の状態にすることができる。
【００３３】
　本発明では、炭化珪素単結晶の成長の間、成長ルツボ７を取り囲む雰囲気ガスを珪素（
Ｓｉ）ガスを主成分とすることが好ましい。ここで成長ルツボ７を外ルツボ６内に設置し
、成長ルツボ７と外ルツボ６の間に外部から珪素原料を継続的に供給し、該珪素原料を継
続的に蒸発させると、炭化珪素単結晶の成長の間、成長ルツボ７を取り囲む雰囲気ガスを
珪素ガスから構成することができる。図６で２６は、外部から珪素原料２７を継続的に供
給するための原料容器であり、２８は押し出し式定量供給装置、２９は振動機である。外
部からの珪素原料の供給は次のようにして行う。
【００３４】
　原料容器２６に、珪素原料２７を入れておく。珪素原料２７は後述する定量供給装置２
８を用いることができる形態とする。原料容器２６の材質は、所定の形状に加工でき珪素
原料２７に不純物の混入がないものであれば良く、例えば黒鉛を用いることができる。図
７では、この原料容器２６に押し出し式定量供給装置２８を取り付ける。定量供給装置２
８は、珪素原料２７を成長ルツボ７と外ルツボ６との間に定量供給、すなわち所定の量の
珪素原料を所定の時間で供給する目的で設けられている。
【００３５】
　本発明において、外部からの珪素原料２７の供給量は、外ルツボ６内の成長ルツボ７を
取り囲む珪素ガスの蒸気圧が、成長ルツボ７内の昇華ガス中の珪素ガスの蒸気圧より高い
状態、すなわち珪素ガスが過剰な状態を継続的に維持できる量とするのが好ましい。例え
ば、成長ルツボ７内の炭化珪素原料の温度が２１００℃の場合、炭素－炭化珪素混合系に
おける珪素の平衡蒸気圧は、およそ６１Ｐａ以上であるから、成長ルツボ７を取り囲む珪
素ガスの蒸気圧がそれより高い状態を維持するように、外部から珪素原料を継続的に供給
する。
【００３６】
　珪素原料が外ルツボ６内で蒸発気化した珪素ガスが、成長チャンバーを経て単結晶成長
装置の外部へ廃棄されるより早い速度で、珪素原料を外ルツボ６内に供給することにより
、珪素ガスが過剰な状態が維持できることになる。現実には、珪素ガスが単結晶成長装置
の外部へ廃棄される速度は、成長チャンバー内の保持圧力、珪素ガスの拡散速度及びルツ
ボの形状等により変化するため、成長装置毎に適正な珪素供給量を実験的に決定する必要
がある。
【００３７】
　定量供給装置は、珪素原料を上記の供給量で供給できれば構造を限定する必要はなく、
スクリューフィーダー、定量押し出し装置、振動供給装置等のいずれも用いることができ
る。図７のように、原料容器を振動させるための振動機２９を装着した定量供給装置を設
置しておくと、供給を円滑に行わせることができるため好ましい。
【００３８】



(9) JP 4733485 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

　原料容器２６から外ルツボ６内に珪素原料２７を供給するために、その間を黒鉛製の導
入管３６で接続する。石英ガラスや炭化珪素からなる導入管も温度条件により使用可能で
、さらに十分温度が低い部分にはステンレス等の金属からなる導入管も使用できる。また
導入管はこれらの複合材でも構成できる。また高周波誘導コイルからの放電がある場合、
それを防ぐために絶縁体（例えばセラミックあるいは石英ガラス）で保護するのが好まし
い。
【００３９】
　これらの成長ルツボ７を内蔵した外ルツボ６、高周波誘導コイル１２、導入管３６等は
、雰囲気の制御が可能な成長チャンバー５６内に設置する。成長チャンバー５６は、ガス
の出口側に排気装置５７が接続されており、またガスの入り口側にガス精製機５９を経た
ガス導入ライン５８が接続されている。ガス導入ライン５８の途中にはマスフローコント
ローラー６０が設置されている。アルゴン（Ａｒ）等の不活性ガスが、成長チャンバー内
の雰囲気ガスとして、炭化珪素単結晶の成長中、ガス導入ライン５８から成長チャンバー
に供給され、排気装置５７を経て排出される。マスフローコントローラー６０と排気装置
５７を調節することにより、成長チャンバー５６内へのガス導入量と成長チャンバー５６
からの排気量をコントロールし、成長チャンバー５６内の圧力を所定の値に制御すること
ができる。
【００４０】
　図７に示したように、外ルツボ６内に供給された珪素原料は、蒸発気化し、外ルツボ６
と成長ルツボ７の間の空間を満たす。一般的な昇華法による炭化珪素の成長温度である１
９００℃以上では、珪素の平衡蒸気圧は２．７×１０4Ｐａ以上である。外ルツボ６と成
長ルツボ７の間で過剰に生成した珪素ガスは、導入管３６を通って成長チャンバー５６内
に放出される。黒鉛製の成長ルツボ７は、２０００℃近い高温ではガスに対する気密性は
無いため、外ルツボ６内に残った珪素ガスは、成長ルツボ７の黒鉛の壁を透過して成長ル
ツボ７内へと拡散し、成長ルツボ７内の珪素ガスの分圧を維持しまたは高める。
【００４１】
　成長チャンバー５６内の圧力と外ルツボ６内の圧力は、導入管３６で結ばれていている
ため等しくなる。また、外ルツボ６内の成長ルツボ７を取り囲む雰囲気ガスは、外部から
供給される珪素原料の蒸発により、珪素ガスから構成される。また、外ルツボ６内の珪素
ガスは、成長ルツボ７の黒鉛の壁を透過して成長ルツボ７内へと拡散する。従って、成長
ルツボ７の黒鉛材の厚さと成長ルツボ７の温度分布が同一なら、成長ルツボ７内の珪素ガ
スの分圧は、成長チャンバー５６の圧力によって制御することが可能である。則ち、成長
チャンバー内の圧力を高くすると、成長ルツボ７内の珪素ガスの分圧も高くなる。ただし
、外ルツボ６と成長ルツボ７の珪素蒸気圧が成長チャンバーの保持圧力と等しくなるのに
十分な珪素原料が、外部から継続的に供給される必要がある。
【００４２】
　炭化珪素単結晶の成長中に、成長ルツボ７中の珪素ガスの分圧を、炭化珪素原料からの
昇華ガス中の珪素ガスの平衡蒸気圧より高く維持することは、炭化珪素単結晶の品質を向
上する上で望ましい。そのため、成長チャンバー５６内の圧力は、高めに設定するのが望
ましい。ただし、炭化珪素単結晶を成長させる成長ルツボ７内の圧力の増加は、昇華ガス
の拡散による炭化珪素の成長速度を低下させる。そのため、炭化珪素単結晶の結晶性と成
長速度が最適になるように、成長チャンバー内の成長圧力を設定する必要がある。
【００４３】
　炭化珪素単結晶の成長の際の成長チャンバー内の圧力は、高度の減圧から常圧より少し
高い程度、即ち１．３３～１．３３×１０5Ｐａの範囲で行うことが可能である。
【００４４】
　本発明の炭化珪素単結晶の成長では、炭化珪素単結晶の不純物ドーピングも必要に応じ
実施できる。例えば、予め不純物がドープされた珪素原料を用いる、あるいは、ガスとし
てドーピング元素を供給することで、炭化珪素単結晶の不純物ドーピングも可能である。
【００４５】
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　図８に、本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の別の一例を示す。図８は、図７に示
した炭化珪素単結晶の製造装置の成長ルツボ７において、蓋板８がシード台９を兼ねた場
合の図である。本発明においては成長ルツボ７内の構造は後の実施例に示すように本質的
に違いを与えない。
【００４６】
　本発明において、成長ルツボを取り囲む雰囲気ガスとして珪素（Ｓｉ）ガス供給する方
法として、Ｓｉ固体粒供給の方法を挙げたが、珪素ガスの供給が十分になされるなら、供
給方法に指定はない。例えば、Ｓｉを含有する化合物シランやジシラン、ターシャリブチ
ルシラン等、常温でガス状の物質、Ｓｉガス、溶融Ｓｉ等の液相物質の供給も何ら本質的
差異を与えない。
【００４７】
［作用］
本発明が、炭化珪素単結晶の結晶欠陥の発生を抑制する機構については、以下のように推
定される。炭化珪素原料からの昇華ガス内では、炭化珪素（ＳｉＣ）の他に未反応のＳｉ
やＳｉ2Ｃ、ＳｉＣ2等のガス成分が、ある平衡蒸気圧に達していると考えられる。しかし
、黒鉛製の成長ルツボは、２０００℃近い高温ではガスに対する気密性は無いため、成長
ルツボの内外で蒸気圧に差があれば内部のガスはルツボの黒鉛壁を容易に透過する。通常
の昇華法にあっては、成長ルツボの外部における昇華ガスの分圧はほぼ０であるため、成
長ルツボ内部の昇華ガスは外部に漏れ出し、分圧は平衡蒸気圧より低下する傾向にある。
【００４８】
　化合物半導体の結晶成長においては、結晶の構成元素の化学量論的組成（いわゆるスト
イキオメトリー）を一定に保つためには、その結晶成長時に乖離圧の高い構成元素の分圧
を高く保つことが有効であることが知られている。仮に構成元素の分圧を等しくして結晶
成長を行った場合、乖離圧の高い元素は結晶成長時に固体内への取り込まれ率が低くなり
、結晶内で空孔の発生やそれに伴う微小な格子歪みが生じ、転位や積層欠陥を誘発する可
能性が高い。
【００４９】
　本発明の好ましい実施態様においては、成長ルツボを取り囲む雰囲気ガスを珪素ガスか
ら構成したため、乖離圧の高い珪素について成長ルツボ壁を通した拡散は、通常の昇華法
とは逆に成長ルツボ外から成長ルツボ内に拡散することになり、成長ルツボ内の珪素ガス
の分圧が昇華ガス中の平衡圧と等しいかむしろ高くなる傾向を有する。このため、従来の
昇華法による炭化珪素単結晶の成長に伴う結晶欠陥の発生を大幅に抑制することができる
。
【００５０】
　以下に実施例を述べるが、本発明は、下記実施例に何ら限定されるものではない。
【実施例１】
【００５１】
［種結晶の高品位化］
　本実施例１では、図１に示す横方向成長工程を用いて、炭化珪素種結晶の高品位化を実
施した。まず、（０００１）面を有する４Ｈ－ＳｉＣ単結晶を直径５０ｍｍ、厚さ０．８
ｍｍに加工した結晶基板上１に、スパッタ法により厚さ４００ｎｍの炭素膜２を形成する
（工程（ｂ））。次にフォトリソグラフィーによって＜１１－２０＞方向に幅ｄ＝２μｍ
、間隔Ｄ＝１００μｍで窓部４を形成する加工を行った（工程（ｃ））。次にこの窓部７
を持つ炭素膜をつけた単結晶基板上に、ＣＶＤ法によって横方向成長を行って横方向成長
結晶３を得た（工程（ｄ））。ＣＶＤ法の代表的な成長条件として、成長温度１６００℃
、圧力１３３ｈＰａ、Ｃ／Ｓｉ＝１．５，原料ガスとしてシラン及びプロパンを用い、キ
ャリアガスは水素、キャリアガス流量に対する総原料ガス流量比を０．２％として、成長
速度１１０μｍ／ｈを得た。
【００５２】
　この方法で作製した炭化珪素エピタキシャルウエーハ表面は隣接する種部から伸びた横
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方向成長どうしが継ぎ目無く接続していた。さらに同横方向成長結晶３に溶融ＫＯＨによ
るエッチングを施して欠陥を観察したところ、代表的な値として、マイクロパイプ密度Ｍ
ＰＤは１３／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから１２１／ｃｍ2であった。
【実施例２】
【００５３】
　本実施例２では、面方位を傾けた基板を用い、実施例１に示した横方向成長を行い、炭
化珪素種結晶の高品位化を実施した。（０００１）面から＜１１－２０＞方向に４°傾け
た表面を有する４Ｈ－ＳｉＣ単結晶を結晶基板１として用いた。結晶基板の大きさや前処
理、窓部の形成や横方向成長の手順は実施例１と同様である。
【００５４】
　実施例１と同様に横方向成長結晶３に溶融ＫＯＨによるエッチングを施して欠陥を観察
したところ、代表的な値として、マイクロパイプ密度ＭＰＤは３／ｃｍ2、転位密度はＥ
ＰＤから４５／ｃｍ2であった。
【実施例３】
【００５５】
　本実施例３では、低温度成長で成長速度を低く抑えることにより、炭化珪素種結晶の高
品位化を実施した。（０００１）面から＜１１－２０＞方向に４°傾けた表面を有する４
Ｈ－ＳｉＣ単結晶を結晶基板１として用いた。結晶基板の大きさや前処理や窓部の形成の
手順は実施例１と同様である。次にこの窓部７を持つ炭素膜をつけた単結晶基板上に、Ｃ
ＶＤ法によって横方向成長を行って横方向成長結晶３を得た（工程（ｄ））。ＣＶＤ法に
おける、代表的な成長条件として、成長温度１６００℃、圧力６０ｈＰａ、Ｃ／Ｓｉ＝１
．５、原料ガスとしてシラン及びプロパンを用い、キャリアガスは水素、キャリアガス流
量に対する総原料ガス流量比を０．１％として、成長速度１５μｍ／ｈを得た。
【００５６】
　この方法で作製した炭化珪素エピタキシャルウエーハ表面は隣接する種部から伸びた横
方向成長どうしが継ぎ目無く接続していた。さらに同横方向成長結晶３に溶融ＫＯＨによ
るエッチングを施して欠陥を観察したところ、代表的な値として、マイクロパイプ密度Ｍ
ＰＤは０／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから８／ｃｍ2であった。
【００５７】
　従来の昇華法成長による炭化珪素基板の欠陥密度と、本発明の実施例１，２，３による
横方向成長結晶の欠陥密度を比較したのが下の表１である。
【００５８】
【表１】

【実施例４】
【００５９】
　本実施例４では、実施例２で得た炭化珪素種結晶と図６に示す炭化珪素単結晶成長装置
を用い、低温度勾配で、炭化珪素単結晶インゴットの成長を実施した。まず、実施例２と
同様の方法で得た４Ｈ－ＳｉＣ単結晶１０を横方向結晶面が原料側を向くように、直径５
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０ｍｍに加工した種結晶基板を成長ルツボ７のシード台９（黒鉛製、厚さ９ｍｍ）の成長
ルツボ７底側面の中央部に接着により取りつけた。成長ルツボ７は内径５２ｍｍ高さ１１
６ｍｍの底のある円筒で、材質は黒鉛である。成長ルツボ７の底の下端から約５２ｍｍの
高さまで炭化珪素粉末原料１６（約１７２ｇ）を入れた。さらにその上３２ｍｍ上に種結
晶の下端面が位置するようにシード台９を取り付けた。成長ルツボ７は外ルツボ６内の中
央に置いた。外ルツボ６は内径７５ｍｍ高さ１５７ｍｍの底のある円筒で材質は黒鉛であ
る。
【００６０】
　成長ルツボ７を減圧可能な成長チャンバー５６内に設置した。成長チャンバー内を１．
３３×１０-1Ｐａまで減圧した後、アルゴンガスを大気圧まで導入し成長雰囲気の置換を
行った。ついで外ルツボ６の下部温度Ｔｂを約１５００℃まで約３０分で昇温し、ルツボ
等に付着したガス等を除去する熱処理を行った。つぎに外ルツボ６の下部の温度Ｔｂを約
１９００℃、外ルツボ６の上部の温度Ｔｔを１６５０℃に保持して、成長チャンバー内に
アルゴンを導入しながら、そのアルゴン雰囲気を２６６Ｐａまで減圧して維持し、１５０
時間結晶成長を行った。この成長時間の間、ルツボ内温度勾配（Ｔｂ－Ｔｔ）／ｈ＝１４
Ｋ／ｃｍであった。
【００６１】
　成長終了後、成長ルツボ７を開放した。成長ルツボ７のシード台９の種結晶基板上には
単結晶が成長していた。成長した炭化珪素単結晶１１は、直径が先端部で約５０ｍｍで、
成長した長さは４．５ｍｍであった。
【００６２】
　該単結晶の成長方向に直交するウエーハを切り出し、研磨により磨きだし顕微鏡観察を
行った。その結果、インクルージョンは皆無であった。またラマン分光測定によるピーク
位置から、成長した結晶は４Ｈの炭化珪素で、他の多型の混入の全くない単結晶であるこ
とを確認した。同ウエーハに溶融ＫＯＨによるエッチングを施して欠陥を観察したところ
、代表的な値として、マイクロパイプ密度ＭＰＤは０／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから１
２／ｃｍ2であった。
【実施例５】
【００６３】
　本実施例５では、実施例２で得た炭化珪素種結晶と図６に示す炭化珪素単結晶成長装置
を用い、通常の温度勾配で、炭化珪素単結晶インゴットの成長を実施した。実施例２と同
様の方法で得た４Ｈ－ＳｉＣ単結晶１０を実施例４と同様にルツボ内に設置し、その成長
ルツボ７を成長チャンバー５６内に設置した。昇温開始までの手順も実施例４と同様であ
る。
【００６４】
　続いて外ルツボ６の下部温度Ｔｂを約１５００℃まで約３０分で昇温し、ルツボ等に付
着したガス等を除去する熱処理を行った。つぎに外ルツボ６の下部の温度Ｔｂを約２３５
０℃、外ルツボ６の上部の温度Ｔｔを１６５０℃に保持して、成長チャンバー内にアルゴ
ンを導入しながら、そのアルゴン雰囲気を２６６Ｐａまで減圧して維持し、８時間結晶成
長を行った。この成長時間の間、ルツボ内温度勾配（Ｔｂ－Ｔｔ）／ｈ＝３８Ｋ／ｃｍで
あった。
【００６５】
　成長終了後、成長ルツボ７を開放した。成長ルツボ７のシード台９の種結晶基板上には
単結晶が成長していた。成長した炭化珪素単結晶は、直径が先端部で約５０ｍｍで、成長
した長さは８．５ｍｍであった。
【００６６】
　該単結晶の成長方向に直交するウエーハを切り出し、研磨により磨きだし、同ウエーハ
に溶融ＫＯＨによるエッチングを施して欠陥を観察したところ、代表的な値として、マイ
クロパイプ密度ＭＰＤは９８／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから１．３×１０4／ｃｍ2であ
った。
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【実施例６】
【００６７】
　本実施例６では、実施例２で得た炭化珪素種結晶と図７に示す炭化珪素単結晶成長装置
を用い、Ｓｉガスを含む雰囲気で、低温度勾配で、炭化珪素単結晶インゴットの成長を実
施した。まず、実施例２と同様の方法で得た４Ｈ－ＳｉＣ単結晶１０を横方向結晶面が原
料側を向くように、直径５０ｍｍに加工した種結晶基板を成長ルツボ７のシード台９（黒
鉛製、厚さ９ｍｍ）の成長ルツボ７底側面の中央部に接着により取りつけた。成長ルツボ
７は内径５２ｍｍ高さ１１６ｍｍの底のある円筒で、材質は黒鉛である。成長ルツボ７の
底の下端から約５２ｍｍの高さまで炭化珪素粉末原料１６（約１７２ｇ）を入れた。さら
にその上３２ｍｍ上に種結晶の下端面が位置するようにシード台９を取り付けた。成長ル
ツボ７は外ルツボ６内の中央に置いた。外ルツボ６は内径７５ｍｍ高さ１５７ｍｍの底の
ある円筒で材質は黒鉛である。外ルツボ６の上蓋には珪素原料の導入管３６が取り付けて
あり、その内径は５ｍｍである。珪素原料としては、半導体用の高純度球状ポリシリコン
（純度８ナイン、平均粒径１．５ｍｍ）を１００ｇを原料容器２６に入れた。珪素原料は
、原料容器２６から振動型２９の定量供給装置２８を用いて黒鉛製の導入管を経由して外
ルツボ６内に供給した。
【００６８】
　成長ルツボ７と導入管３６を減圧可能な成長チャンバー５６内に設置した。成長チャン
バー５６内を１．３３×１０-1Ｐａまで減圧した後、アルゴンガスを大気圧まで導入し成
長雰囲気の置換を行った。ついで外ルツボ６の下部温度Ｔｂを約１５００℃まで約３０分
で昇温し、ルツボ等に付着したガス等を除去する熱処理を行った。つぎに外ルツボ６の下
部の温度Ｔｂを約１９００℃、外ルツボ６の上部の温度Ｔｔを１６５０℃に保持して、成
長チャンバー内にアルゴンを導入しながら、そのアルゴン雰囲気を２６６Ｐａまで減圧し
て維持し、その後珪素原料を０．１２ｇ／分の供給速度で継続的に供給しながら１５０時
間結晶成長を行った。この成長時間の間、ルツボ内温度勾配（Ｔｂ－Ｔｔ）／ｈ＝１４Ｋ
／ｃｍであった。
【００６９】
　成長終了後、成長ルツボ７を開放した。成長ルツボ７のシード台９の種結晶基板上には
単結晶が成長していた。成長した炭化珪素単結晶１１は、直径が先端部で約５０ｍｍで、
成長した長さは４．６ｍｍであった。
【００７０】
　該単結晶の成長方向に直交するウエーハを切り出し、研磨により磨きだし、同ウエーハ
に溶融ＫＯＨによるエッチングを施して欠陥を観察したところ、代表的な値として、マイ
クロパイプ密度ＭＰＤは０／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから４／ｃｍ2であった。
【００７１】
［比較例１］
　本比較例１では、従来の昇華法で得た炭化珪素種結晶と図６に示す炭化珪素単結晶成長
装置を用い、低温度勾配で、炭化珪素単結晶インゴットの成長を実施した。種結晶が異な
るのみで、その設置法、成長のプロセスは全て実施例４と同様とした。
【００７２】
　成長終了後、成長ルツボ７を開放した。成長ルツボ７のシード台９の種結晶基板上には
単結晶が成長していた。成長した炭化珪素単結晶１１は、直径が先端部で約５０ｍｍで、
成長した長さは４．２ｍｍであった。
【００７３】
　該単結晶の成長方向に直交するウエーハを切り出し、研磨により磨きだし、同ウエーハ
に溶融ＫＯＨによるエッチングを施して欠陥を観察したところ、代表的な値として、マイ
クロパイプ密度ＭＰＤは０／ｃｍ2、転位密度はＥＰＤから９．２×１０4／ｃｍ2であっ
た。
【００７４】
　用いた種結晶の欠陥密度と、本発明の実施例４，５，６，比較例１から得られたインゴ
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ットの欠陥密度を比較したのが下の表２である。
【００７５】
【表２】

【００７６】
　本発明は前記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を
逸脱することがなければ、種々の設計変更が可能であり、前記実施例に限定されないこと
はいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る炭化珪素種結晶基板の製造方法の一例を示す図である。
【図２】本発明に係る炭化珪素種結晶基板の製造方法の別の一例を示す図である。
【図３】本発明に係る炭化珪素種結晶基板内の欠陥低下機構の一例を示す図である。
【図４】本発明に係る炭化珪素種結晶基板の製造方法の別の一例を示す図である。
【図５】本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の一例を示す図である。
【図６】本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の別の一例を示す図である。
【図７】本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の別の一例を示す図である。
【図８】本発明に係る炭化珪素単結晶の製造装置の別の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７８】
１　炭化珪素基板
２　被覆膜
３　横方向成長結晶
４　窓部
５　欠陥
６　外ルツボ
７　成長ルツボ
８　蓋板
９　シード台
１０　炭化珪素種結晶基板
１１　成長した炭化珪素単結晶
１２　高周波誘導コイル
１３　断熱材
１４　測温穴
１５　放射温度計
１６　炭化珪素原料
２６　原料容器
２７　珪素原料
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２８　押し出し式定量供給装置
２９　振動機
３６　導入管
３７　絶縁体
５６　成長チャンバー
５７　排気装置
５８　ガス導入ライン
５９　ガス精製機
６０　マスフローコントローラー

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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