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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電子デバイス、光学デバイス用基板材料として
好適な炭化珪素単結晶の溶液成長法による製造方法を提
供する。
【解決手段】Ｓｉ金属またはＳｉ－Ｍ合金（ＭはＳｉ以
外の１種類以上の金属）の融液を溶媒とし、炭素を溶解
させたＳｉＣ溶液１に、｛０００１｝面から傾斜した結
晶面を有するＳｉＣ種結晶基板４を浸漬し、温度勾配が
５℃／ｃｍ以下の温度勾配法、または冷却速度が０.０
５℃／分以上、１℃／分以下の徐冷法により、少なくと
も基板近傍を過冷却により過飽和状態とすることによっ
て該基板上にＳｉＣ単結晶を成長させる。結晶成長時の
成長界面の面内温度分布における最大温度差が２℃以下
とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｉ金属またはＳｉ－Ｍ合金（ＭはＳｉ以外の１種類以上の金属）の融液を溶媒とする
ＳｉＣ溶液にＳｉＣ種結晶基板を浸漬し、少なくとも基板近傍を過冷却により過飽和状態
とすることによって基板上にＳｉＣ単結晶を成長させることからなるＳｉＣ単結晶の製造
方法であって、ＳｉＣ種結晶基板が｛０００１｝面から傾斜した結晶面を有するものであ
り、種結晶基板の近傍が低温となる温度勾配をＳｉＣ溶液に形成することにより基板近傍
に過飽和状態を創出し、該温度勾配が５℃／ｃｍ以下であることを特徴とする、ＳｉＣ単
結晶の製造方法。
【請求項２】
　Ｓｉ金属またはＳｉ－Ｍ合金（ＭはＳｉ以外の１種類以上の金属）の融液を溶媒とする
ＳｉＣ溶液にＳｉＣ種結晶基板を浸漬し、少なくとも基板近傍を過冷却により過飽和状態
とすることによって基板上にＳｉＣ単結晶を成長させることからなるＳｉＣ単結晶の製造
方法であって、ＳｉＣ種結晶基板が｛０００１｝面から傾斜した結晶面を有するものであ
り、ＳｉＣ溶液全体を冷却して過飽和状態を創出し、その時の冷却速度が０.０５℃／分
以上、１℃／分以下であることを特徴とする、ＳｉＣ単結晶の製造方法。
【請求項３】
　前記ＳｉＣ溶液の冷却をその溶液の固相線温度よりも高い温度で終了した後、該ＳｉＣ
溶液の加熱と冷却を繰り返すことにより過飽和状態を繰返して創出し、基板上でのＳｉＣ
単結晶の成長を継続する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　単結晶成長時の成長界面の面内温度分布における最大温度差が２℃以下である、請求項
１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　ＳｉＣ種結晶基板をＳｉＣ溶液に浸漬した直後は基板の方がＳｉＣ溶液に比べて高温に
なるような温度勾配を溶液に形成して基板表層をＳｉＣ溶液中に溶解させた後、ＳｉＣ単
結晶の成長を行う、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　ＳｉＣ種結晶基板の表層の溶解厚みが５μｍ以上である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記融液がＳｉ－Ｍ合金であり、ＭがＴｉである、請求項１～６のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項８】
　ＳｉＣ種結晶基板が、｛０００１｝面から０.２°以上、１０°以下の角度で傾斜した
結晶面を有する、昇華再結晶化法で作製されたものである、請求項１～７のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項９】
　ＳｉＣ種結晶基板が４Ｈ－ＳｉＣ結晶構造を有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　基板上に成長させたＳｉＣ単結晶の厚みが１０～１００μｍの範囲内である請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項に記載の方法により製造されたＳｉＣ単結晶の層を、口
径５０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下の昇華再結晶化法により作製されたＳｉＣ単結晶基板上
に有することを特徴とする、デバイス作製用のＳｉＣ単結晶基板。
【請求項１２】
　｛０００１｝面から８°傾斜した基板上で計測される転位に起因したエッチピット密度
の合計が、下地の昇華再結晶化法で作製されたＳｉＣ基板に比べて低減している、請求項
１１に記載のＳｉＣ単結晶基板。
【請求項１３】
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　｛０００１｝面から４°傾斜した基板上で計測される転位に起因したエッチピット密度
の合計が、下地の昇華再結晶化法で作製されたＳｉＣ基板に比べて低減している、請求項
１１に記載のＳｉＣ単結晶基板。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載のＳｉＣ単結晶基板上に、ＣＶＤ法によりエピ
タキシャル成長させたＳｉＣ単結晶の薄膜を有することを特徴とする、ＳｉＣ単結晶エピ
タキシャルウエハー。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のＳｉＣ単結晶エピタキシャルウエハーを用いて作製されたことを特
徴とするＳｉＣ半導体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイス、光学デバイス用基板材料として好適な炭化珪素単結晶の製造
方法に関する。本発明では、特に｛０００１｝面から傾斜した結晶面を有する炭化珪素単
結晶からなる種結晶基板の表面に、結晶欠陥の少ない（すなわち、低結晶欠陥の）良質な
炭化珪素単結晶を溶液成長法によって安定して成長させることができる炭化珪素単結晶の
製造方法に関する。本発明の方法を活用することにより、低結晶欠陥の表面を有する結晶
面傾斜型の炭化珪素単結晶基板、低結晶欠陥の炭化珪素単結晶エピタキシャルウエハー、
ならびに高信頼性・高生産性の炭化珪素電子デバイスといった製品を実現することができ
る。本発明はこのような製品にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭化珪素（ＳｉＣ）は、広いバンドギャップ、大きな熱伝導率、低い誘電率を有し、熱
的、機械的に安定した特性を持っている。従って、ＳｉＣを用いた半導体素子は、従来の
シリコン（Ｓｉ）を用いた半導体素子よりも高い性能を持つ。その優れた材料特性により
ＳｉＣは、動作損失の少ない電力制御用パワーデバイス材料、高耐圧な高周波デバイス材
料、高温の環境で使用される耐環境デバイス材料、耐放射線デバイス材料、といった広い
範囲においてデバイス材料としての応用が期待されている。
【０００３】
　ＳｉＣの結晶構造については、閃亜鉛鉱構造の３Ｃに加えて、２Ｈ、４Ｈ、６Ｈなどを
含む２００種類を越えるポリタイプを有するウルツ鉱構造が確認されており、ＳｉＣの用
途や目的に応じて様々な結晶構造の選択が可能である。
【０００４】
　代表的な例として、高出力パワーデバイスには、高濃度ｎ型の４Ｈ－ＳｉＣ（４分子層
周期の六方晶）の基板上に高耐圧動作のための低濃度ｎ型の４Ｈ－ＳｉＣ結晶層をＣＶＤ
法（化学的気相成長法）によりエピタキシャル成長させた半導体素子が用いられる。この
場合、ＣＶＤ法によるＳｉＣのエピタキシャル成長はステップフロー成長を基本とするた
め、基板表面の面方位が（０００１）面から（１１２－０）方向に数度だけ傾斜した基板
が使用される。
【０００５】
　一方、高周波デバイスでは、高熱伝導性、低誘電率の性質が必要となり、高純度で高抵
抗な４Ｈまたは６Ｈ－ＳｉＣ基板上に窒化物系材料（ＧａＮ，ＡｌＮ等）によるＨＥＭＴ
（High Electron Mobility Transistor）構造をヘテロエピタキシャル成長により積層す
ることにより、これを実現している。
【０００６】
　また、青色から紫外光に向けた短波長化を目指した光デバイスが、他の半導体結晶基板
に比べてＧａＮ系結晶に対する格子不整が小さい高濃度ｎ型の６Ｈ－ＳｉＣ基板を使用し
、この基板上に窒化物系材料のへテロ・エピタキシャル層を積層することにより作成され
ている。
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【０００７】
　ＳｉＣ単結晶の製造方法として従来から知られている主な方法は、気相成長に属する昇
華再結晶化法と、液相成長に属する溶液成長法である。
　昇華再結晶化法は、比較的高速成長（～１ｍｍ／ｈｒ）が可能であることから、基板と
して利用できるバルク単結晶の成長に適しており、ＳｉＣ単結晶基板の製造に現在最も広
く採用されている。この方法は、原料のＳｉＣ粉末を種結晶（ＳｉＣ単結晶）と対向させ
て黒鉛製の成長坩堝内に配置し、不活性ガス雰囲気中で１８００～２４００℃にＳｉＣ原
料を加熱し、加熱により発生したＳｉＣの昇華ガスを、結晶成長に適した温度域に保持さ
れた種結晶上にてＳｉＣ単結晶として再結晶化させるものである。
【０００８】
　一方、溶液成長法は、シリコン（珪素、Ｓｉ）またはシリコン合金（Ｓｉ－Ｍ合金）の
融液中に炭素を溶解させて、該融液中にＳｉＣが溶解している高温のＳｉＣ溶液（溶媒は
ＳｉまたはＳｉ合金の融液）を調製する。このＳｉＣの高温溶液にＳｉＣ種結晶（ＳｉＣ
単結晶基板）を浸漬し、少なくとも種結晶近傍の溶液を過冷却状態にすることによって種
結晶近傍にＳｉＣの過飽和状態を作り出し、ＳｉＣ単結晶を種結晶上に成長させる。
【０００９】
　溶液成長法には、成長界面であるＳｉＣ固相表面の温度が種結晶近傍の溶液温度に比べ
て低温になるような温度勾配を設ける温度差法（種結晶近傍の溶液だけが過冷却状態とな
る）と、種結晶を浸漬した溶液全体を冷却により過飽和溶液とする徐冷法とがある。
【００１０】
　昇華再結晶化法で成長させたＳｉＣ単結晶には、種結晶から引き継がれる転位やマイク
ロパイプ欠陥が含まれる上、結晶成長中に発生したと考えられる多数の転位が存在すると
いう問題がある。結晶成長中に新たに発生する転位の生成原因としては、昇華再結晶化法
が基本的に炭素坩堝内の閉鎖系内で進行する反応であるため、ＳｉＣ原料の昇華によって
供給される昇華ガスの成分が結晶成長中に変動すること、固相・気相反応であるため成長
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してしまうこと
、結晶成長に伴って成長界面が坩堝内を移動するために温度環境、原料である昇華ガス濃
度が経時的に変化することなどが考えられている。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り欠陥が新たに発生することから、昇華再結晶化法では種
結晶を大幅に上回る品質の結晶を得ることは極めて困難である。
【００１１】
　昇華再結晶化法によるＳｉＣ単結晶の欠陥を低減させるための取り組みが従来から精力
的になされている。欠陥の少ない良質な種結晶を得る方法としては、種結晶に由来する欠
陥であるマイクロパイプや或る種の転位が伝搬方向に特異性が存在することに着目して、
成長方位を変化させるＳｉＣ単結晶成長方法が知られている。しかし、これらの方法では
、結晶成長方向に直交する方向にインゴットを切断することで種結晶を得るために、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。
前述したとおり、昇華再結晶化法においては、成長に伴って温度環境やガス組成が変動し
やすいため、長尺なインゴットに対して完全結晶を得ることは極めて困難である。
【００１２】
　一方、結晶成長中の転位発生を抑制する方法として、成長速度を低く抑えて結晶欠陥発
生率を低下させる、あるいは昇華ガス成分の変動が大きくならないように成長時間を短く
するといった結晶性向上のための対策が行われてきたが、これらの手法では、未だ実用に
供しうるＳｉＣ単結晶の品質や生産性が実現されるには至っていない。
【００１３】
　液相成長である溶液成長法では、昇華再結晶化法に比べて５００℃～１０００℃程度も
成長温度を低くすることができることから、昇華再結晶化法に比べると温度制御性に優れ
ている。そのため、結晶中の熱応力を極めて小さくすることができ、転位の発生を抑制す
ることができる。さらに溶液組成などの結晶成長中における変動要因を、実質的になくす
ことが可能である。これらの結果、結晶成長中に新たに発生する転位を皆無にすることが



(5) JP 2009-91222 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

できる。
【００１４】
　Journal of Electronic Materials 27 (1998) p.292には、昇華再結晶化法で作製した
オン・アクシス（０００１）ＳｉＣ単結晶を種結晶として、当該種結晶上にＳｉＣ単結晶
を溶液成長させると、種結晶中に含有されていたマイクロパイプ欠陥および転位が低減し
ながら結晶成長が進行することが報告されており、種結晶の転位低減によって種結晶の結
晶品質を向上させることが可能であることを示されている。
【００１５】
　米国特許５６７９１５３号には、昇華再結晶化法で作製されたマイクロパイプ欠陥を含
む結晶（欠陥密度：５０～４００ｃｍ－2）上にＳｉＣ単結晶を溶液成長させると、成長
途中でマイクロパイプ欠陥が閉塞されていくことを利用して、表層のマイクロパイプ欠陥
が低減した（欠陥密度０～５０ｃｍ－2）ＳｉＣ単結晶層を作製する方法が開示されてい
る。この米国特許に記載の方法は、結晶品質に問題のある昇華再結晶化法で作製されたＳ
ｉＣ単結晶基板の表層の結晶品質を溶液成長法により改善する（欠陥を低減させる）方法
であると考えられる。
【００１６】
　しかし、パワーデバイス等の電子デバイス用のＳｉＣ素子の製造においてＣＶＤ法によ
るＳｉＣエピタキシャル層の成長に適している、基板表面の面方位が｛０００１｝面から
（１１２－０）方向に傾斜した（すなわち、オフ面の）ＳｉＣ単結晶基板を用いて、米国
特許５６７９１５３号に開示された技術に従ってＳｉＣ単結晶の溶液成長を行った場合、
このような面方位の傾斜がない｛０００１｝ジャスト面上での成長とは異なり、成長界面
に不安定性が生じて３次元成長が起こり、結果として安定した２次元層成長は見込めない
という問題が存在することが判明した。
【００１７】
　本発明者等が行った８°オフ［｛０００１｝面から８°傾斜］のＳｉＣ結晶面を持つ４
Ｈ－ＳｉＣの単結晶基板上へのＳｉＣ単結晶の溶液成長実験において見られた、３次元成
長したＳｉＣ単結晶の断面光学顕微鏡写真を図１に示す。溶液成長直後は、２次元層成長
によって結晶成長が進行しているが、やがて成長界面に不安定性が生じ、３次元成長に移
行していることが分かる。
【００１８】
　Applied Surface Science 184 (2001) p.27には、昇華再結晶化法により作製された｛
０００１｝面から８°傾斜したＳｉＣ単結晶基板上へ０.１、１、および５μｍ厚の溶液
成長を行った結果が記載されている。５μｍ厚の溶液成長結晶層には基板からの結晶欠陥
がそのまま引き継がれている。また、５μｍの結晶厚みにもかかわらず、結晶表面は凹凸
が生じ、既に３次元成長に移行し始めていることが示されている。
【非特許文献１】Journal of Electronic Materials 27 (1998) p.292
【非特許文献２】Applied Surface Science 184 (2001) p.27
【特許文献１】米国特許５６７９１５３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　以上のように、電子デバイス用基板として好適な｛０００１｝面から傾斜したＳｉＣ単
結晶基板については、溶液成長法により高品質のＳｉＣ単結晶を表面に成長させて基板表
層の品質を改善する目的で、この基板を種結晶基板とし、３次元成長を抑制しつつ表面の
品質改善効果が発現する結晶厚を確保することができるＳｉＣ単結晶の成長方法の開発が
求められていた。
【００２０】
　本発明の課題は、電子デバイス用基板として好適な、結晶面が｛０００１｝面から傾斜
したＳｉＣ単結晶基板の表層の品質改善を安定して行うための技術を提供することである
。具体的には、結晶面が｛０００１｝面から傾斜したＳｉＣ単結晶基板上に、溶液成長法
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によって基板よりも高品質なＳｉＣ単結晶層を安定して成長させることができる製造方法
を提供することと、それらを活用することで実現される、従来技術では実現しえなかった
低結晶欠陥の表面を有する結晶面傾斜ＳｉＣ単結晶基板、低結晶欠陥ＳｉＣ単結晶エピタ
キシャルウエハー、ならびに高信頼性・高生産性ＳｉＣ電子デバイスを提供することが、
本発明の課題である。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、Ｓｉ金属またはＳｉ－Ｍ合金（ＭはＳｉ以外の１種類以上の金属）の融液を
溶媒とするＳｉＣ溶液に、｛０００１｝面から傾斜した結晶面を有するＳｉＣ種結晶基板
を浸漬し、少なくとも基板近傍を過冷却により過飽和状態とすることによって、該基板上
にＳｉＣ単結晶を成長させることからなるＳｉＣ単結晶の製造方法に関する。すなわち、
本発明は溶液成長法によって、前記傾斜結晶面を有するＳｉＣ種結晶基板上にＳｉＣ単結
晶を成長させる方法に関する。
【００２２】
　１態様において、溶液成長法によるＳｉＣ単結晶の成長を温度差法により行う。この場
合、種結晶基板の近傍が低温となる温度勾配をＳｉＣ溶液に形成することにより基板近傍
に過飽和状態を創出するが、この該温度勾配を５℃／ｃｍ以下とする。温度差法では、単
結晶の成長を持続して行うことができる。温度勾配は、溶液を収容する坩堝が備える加熱
手段の制御によって、基板が浸漬される溶液上部が低温、溶液下部が高温となるように垂
直（高さ）方向に形成してもよい。或いは、種結晶基板を支持する基板保持具を介して種
結晶基板を冷却（基板保持具を介して基板から抜熱）することにより、基板周辺の溶液を
局部的に低温とする、水平垂直両方向の温度勾配を形成することもできる。もちろん、そ
の両者を併用してもよい。
【００２３】
　別の態様では、結晶成長の駆動力となる過飽和状態を、溶液全体を冷却する徐冷法によ
り実現する。この場合は、ＳｉＣ溶液の全体を冷却して過飽和状態を創出し、その時の冷
却速度を０.０５℃／分以上、１℃／分以下とする。徐冷法は基本的にはバッチ成長であ
る。しかし、徐冷法においても、ＳｉＣ溶液の冷却をこの溶液の固相線温度よりも高い温
度で終了した後、溶液の加熱と冷却（過冷却温度への）を繰り返すことにより過飽和状態
を繰り返して創出し、基板上でのＳｉＣ単結晶の成長を続けることができる。
【００２４】
　いずれの方法においても、ＳｉＣ溶液中に浸漬したＳｉＣ種結晶基板は、この基板への
単結晶成長を開始する前に、基板表層を溶液中に溶解させることが好ましい。これは、種
結晶基板として使用するバルク単結晶から切り出されたＳｉＣ基板の表層には、加工変質
層や自然酸化膜などが存在しているためであり、結晶成長前にこれらを除去することが結
晶品質の向上に効果的である。溶解する厚みは、種結晶基板となるＳｉＣ単結晶基板の表
面の加工状態によって変わるが、およそ５～５０μｍである。溶解厚みが５μｍより薄い
と、加工状態により前記加工変質層や自然酸化膜を十分に除去することができず安定な品
質を実現できないことがある。
【００２５】
　種結晶基板の表層の溶解は、種結晶基板近傍の溶液温度が高温となるような温度勾配、
すなわち、単結晶成長とは逆方向の温度勾配、を溶液に形成することにより実現できる。
ＳｉＣ単結晶成長を徐冷法により行い、溶液を収容した坩堝が備える加熱手段でこの温度
勾配を形成できない場合でも、例えば、種結晶基板を支持する基板保持具を介して種結晶
基板を加熱することにより、必要な温度勾配を溶液に形成することができる。基板表層の
溶解時の温度勾配は、５℃／ｃｍ以上、５０℃／ｃｍ以下とすることが好ましい。温度勾
配が５℃／ｃｍ以下であると、基板表層の溶解速度が遅くなるので結晶成長開始までに時
間がかかる。温度勾配が５０℃／ｃｍ以上であると、溶解速度が速すぎて溶解量を制御す
ることが難しくなる。
【００２６】
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　種結晶基板の表層の溶解は、溶液に温度勾配を形成せず、液相線温度より高温に加熱さ
れた溶液に種結晶基板を浸漬し続けることでも達成することができる。この場合、溶液温
度が高くなるほど、溶解速度は高まるが、溶解量の制御が難しくなり、温度が低いと溶解
速度が遅くなる。
【００２７】
　種結晶基板表面での単結晶成長時の成長界面の面内温度分布における最大温度差は、後
で実施例において例証するように、２℃以下であることが好ましい。それにより、結晶成
長時の３次元成長をより効果的に抑制できる。この面内温度分布を小さくする手段につい
ては後述する。｛０００１｝ジャスト面上にＳｉＣ単結晶を成長させる場合は、成長界面
の面内温度分布が大きくなっても、３次元成長が起こりにくく、２次元成長が持続する。
しかし、オフ面の基板上に溶液法によりＳｉＣ単結晶を成長させる場合には、２次元成長
を持続できる成長温度条件のプロセスウインドウが狭いことが明らかとなった。そのため
、成長界面の面内温度分布を小さくすることが２次元成長の持続に有利に作用する。
【００２８】
　成長界面は、成長開始前は種結晶基板の表面であるので、成長界面温度は実質的に基板
温度と同じである。従って、基板の背面側で測定した基板の温度分布を成長界面における
面内温度分布とし、こうして測定された基板温度の最高温度と最低温度の温度差が２℃以
下になるようにすればよい。
【００２９】
　ＳｉＣ溶液の溶媒となる融液は、Ｓｉ金属よりもＳｉ－Ｍ合金である方が、Ｃの溶解量
が高く、従って、ＳｉＣの溶解度を高めることができるので好ましい。特に好ましいＳｉ
－Ｍ合金はＳｉ－Ｔｉ合金である。
【００３０】
　種結晶基板は、結晶面の｛０００１｝面からの傾斜角（オフ角ともいう）が０.２°以
上、１０°以下の昇華再結晶化法により作製されたＳｉＣ基板であることが好ましい。こ
の傾斜角が０.２°より小さいと、｛０００１｝ジャスト面とほぼ同じ２次元成長モード
で結晶成長が進行するために、本発明の方法を適用する必要性がない。一方、この傾斜角
が大きくなると、基板作製時のカットロスが多くなり、ＣＶＤエピタキシャル成長におい
て８°の傾斜角で実用上充分に平坦な結晶面が得られていることから、傾斜角が１０°以
上のＳｉＣ基板は実質的に使用されることがないので、やはり本発明の方法を適用する必
要性がない。種結晶基板の結晶形は好ましくは４Ｈ－ＳｉＣである。
【００３１】
　昇華再結晶化法により作製されたオフ角を有するＳｉＣ単結晶基板の表面改質を目的と
して、この基板上に本発明の方法に従ってＳｉＣ単結晶の層を成長させる場合、成長させ
るＳｉＣ単結晶層の厚みは、１０μｍ以上、１００μｍ以下とすることが好ましい。１０
μｍ以上の厚みまで溶液成長させないと、本発明に従った溶液成長法による種結晶基板の
表面品質の改善効果が十分には発現しない。溶液成長させる結晶厚みの上限は特にないが
、昇華再結晶化法で作製されたＳｉＣ単結晶基板の表層の品質改善を目的とする場合、結
晶厚みは１００μｍあれば十分である。
【００３２】
　本発明によれば、上記方法により製造されたＳｉＣ単結晶の層を、｛０００１｝面から
の結晶面傾斜角が０.２°以上、１０°以下の昇華再結晶化法により作製された、口径が
５０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下のＳｉＣ基板の表面に有することを特徴とする、デバイス
作製用のＳｉＣ単結晶基板が提供される。このＳｉＣ単結晶基板は、｛０００１｝面から
８°または４°傾斜した基板上で計測される転位に起因したエッチピット密度の合計が、
下地のＳｉＣ種結晶基板に比べて低減していることで実証される、改善された表面結晶品
質を有する。
【００３３】
　本発明はまた、このＳｉＣ単結晶基板上に、ＣＶＤ法によりエピタキシャル成長させた
ＳｉＣ単結晶の薄膜を有するＳｉＣ単結晶エピタキシャルウエハー、ならびにこのＳｉＣ
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単結晶エピタキシャルウエハーを用いて作製されたＳｉＣ半導体デバイスも提供する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、電子デバイス応用のためのＣＶＤ法によるエピタキシャル成長用基板
として好適な｛０００１｝面から傾斜した結晶面を持つＳｉＣ単結晶基板上にＳｉＣ単結
晶を溶液成長法により成長させて基板表面の品質改善を行う場合に、３次元成長を抑制し
、高品位な２次元成長を安定して進行させることができるので、昇華再結晶法で作製され
たＳｉＣ単結晶基板の表層の品質改善を効率的に行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明者らは、ＳｉまたはＳｉ－Ｔｉ合金の融液にほぼ飽和濃度までＣを溶解させて準
備したＳｉＣの高温溶液に、結晶面が｛０００１｝面から傾斜しているオフ角ＳｉＣ種結
晶基板を浸漬して、溶液成長法により少なくとも該ＳｉＣ種結晶基板周辺の溶液を過冷却
して過飽和状態とすることで新たなＳｉＣを種結晶基板上に成長させる（以下、ＳｉＣの
溶液成長ともいう）ＳｉＣ単結晶の成長について、３次元成長を抑制する条件について検
討を重ねた。
【００３６】
　その結果、ＳｉＣ溶液成長の成長温度条件を最適化することで、結晶品位の低下をもた
らす３次元成長を大幅に抑制することが可能であり、高品位なＳｉＣ単結晶を成長させる
ことが可能であることを見出した。
【００３７】
　｛０００１｝面から傾斜したオフ角ＳｉＣ種結晶基板の表面に溶液成長法により新たな
ＳｉＣを成長させる溶液成長では、｛０００１｝面（ジャスト面）上の溶液成長とは異な
り、ステップバンチングが発生しやすいという問題がある。このステップバンチングは、
成長時間の延長とともにマクロステップ化し、成長界面には段差が生じてしまう。このよ
うにして、一旦、成長界面が３次元化すると、溶液側に突き出した部分における結晶成長
が優先的に進行してしまい、結晶成長の遅れた箇所との結晶の隙間に溶媒成分が取り込ま
れてしまうため、良質なＳｉＣ単結晶を得ることができなくなってしまう。
【００３８】
　本発明に従って、結晶成長時に、種結晶から溶液側に種結晶の方が低温になるような温
度勾配を形成する場合には該温度勾配を５℃／ｃｍ以下とすることにより、また結晶成長
の駆動力を徐冷却によって与える場合は、溶液全体の冷却速度を０.０５℃／分以上、１
℃／分以下にすることによって、安定した２次元層成長を継続させることが可能となる。
これは、ステップの前進速度をステップ間で揃えることができ、ステップバンチングが実
質的に起こらないようにすることができるためであると考えられる。
【００３９】
　溶液成長法によるＳｉＣ単結晶の製造に使用される単結晶製造装置の１例を図２に模式
的に示す。図示の単結晶製造装置は、ＳｉまたはＳｉ－Ｍ合金の融液中にＳｉＣが溶解し
てなる高温溶液１を収容した坩堝２を備え、昇降可能なシード軸（基板保持具）３の先端
に保持された種結晶基板４がこの高温溶液の液面付近に浸漬されている。図示のように、
坩堝２とシード軸３は回転させることが好ましい。
【００４０】
　高温溶液１はＳｉまたはＳｉ－Ｍ合金の融液（原料を坩堝に投入し、加熱融解させて調
製）にＣ（炭素）を溶解させることによって調製される。図示例では、坩堝を黒鉛坩堝な
どの炭素質坩堝またはＳｉＣ坩堝とすることによって、坩堝の溶解によりＣが融液中に溶
解し、ＳｉＣ溶液が形成される。こうすると、高温溶液中に未溶解のＣが存在せず、未溶
解のＣへのＳｉＣ単結晶の析出によるＳｉＣの浪費が防止できる。Ｃの供給は、例えば、
炭化水素ガスの吹込み、固体のＣ供給源を融液原料と一緒に投入するといった別の方法を
利用するか、これと坩堝の溶解とを併用して行ってもよい。
【００４１】
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　坩堝２は、シード軸が貫通する坩堝蓋５により実質的に閉鎖され、保温のために坩堝２
の外周は、断熱材６で覆われている。断熱材６の外周には、坩堝および高温溶液を誘導加
熱するための高周波コイル７が配置されている。
【００４２】
　結晶成長を温度差法により行う場合には、高周波コイルの巻き数や間隔、さらには高周
波コイル７と坩堝２との高さ方向の位置関係を調整することによって、高温溶液に高さ方
向（垂直方向）の温度勾配を形成することができる。この時の温度勾配は、前述したよう
に、５℃／ｃｍ以下とする。それにより、安定して２次元成長を続けることができる。温
度勾配の好ましい範囲は１～３℃／ｃｍである。
【００４３】
　これらの坩堝２、断熱材６、高周波コイル７は、高温になるので、水冷チャンバー８の
内部に配置される。水冷チャンバー８は、装置内の雰囲気調整可能にするために、ガス導
入口９とガス排気口１０とを備える。高周波コイルの隙間を通り、断熱材６を貫通して複
数のパイロメーター（高温計）を配置し、坩堝２の複数の高さ地点での側面温度を測定で
きるようにしてもよい。坩堝の側面温度は実質的に高温溶液温度に等しいので、温度の測
定値により高周波コイル７による加熱を調整することができる。また、坩堝底における径
方向の温度測定は、坩堝を保持する坩堝軸を中空にして複数の熱電対を挿入し測定するこ
とができる。
【００４４】
　単結晶成長時の成長界面の面内温度分布については、高温溶液に浸漬する種結晶基板背
面と接するシード軸の面内温度を測定することで得ることができる。種結晶基板背面と接
するシード軸の面内温度は、中空状のシード軸に複数の熱電対を挿入することで測定する
ことが可能である。成長面内の温度分布の調整は、例えば、高温溶液１の自由表面の上部
に断熱材構造を配置したり、シード軸内部の断熱材構造を付加することによって可能であ
る。
【００４５】
　高温溶液１の溶媒を構成するのは、Ｓｉ金属またはＳｉ－Ｍ合金である。金属Ｍの種類
は、ＳｉＣ（固相）と熱力学的に平衡状態となる液相（溶液）を形成できれば特に制限さ
れない。適当な金属Ｍの例としては、Ｔｉ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｖ、Ｆｅなどが挙げられ
る。好ましいのはＴｉおよびＭｎであり、特にＴｉが好ましい。好ましい合金元素Ｍの原
子比は、Ｓｉ－Ｍ合金の組成をＳｉ1-xＭxで表して、ＭがＴｉの場合０.１≦ｘ≦０.２５
、ＭがＭｎの場合は０.１≦ｘ≦０.７である。
【００４６】
　結晶成長の駆動力となる過飽和状態を、前記温度差法によって実現する他に、種結晶を
浸漬した溶液全体の徐冷によって実現することも可能である。徐冷法での冷却速度は前述
したように、０.０５℃／分以上、１℃／分以下である。溶液全体の冷却速度を１℃／分
以下にすると、安定した２次元層成長を継続させることが可能となる。この冷却速度が０
.０５℃／分以下になると、１バッチあたりの成長時間がかかりすぎる。冷却速度の好ま
しい範囲は０.１～１℃／分である。
【００４７】
　徐冷法はバッチ式であるが、高温溶液の徐冷却をその溶液の固相線温度よりも高い温度
で終了した後、高温溶液の加熱と徐冷却を繰り返すことにより、過飽和状態を繰り返して
創出し、基板上でのＳｉＣ単結晶の成長を続けることができる。
【００４８】
　いずれの方法においても、前述したように、高温溶液中に浸漬したＳｉＣ単結晶は、成
長前にその表層を高温溶液中に溶解させて除去することが好ましい。
　種結晶基板はＳｉＣ単結晶基板であれば特に制限されないが、本発明のＳｉＣ単結晶の
製造方法を基板表面の結晶品質改善の目的で利用する場合には、前述したように、ＣＶＤ
法によるＳｉＣのエピタキシャル成長に適した、結晶面が０.２°以上、１０°以下の傾
斜角を有するオフ角基板である。
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【００４９】
　口径５０～１００ｍｍの、昇華再結晶化法により作製された上記オフ角を有するＳｉＣ
単結晶基板に表面に、本発明の方法に従ってＳｉＣ単結晶の層を１０～１００μｍ厚で成
長させることにより、昇華再結晶化法により作成された基板表面に必然的に発生する欠陥
（エッチピット密度で表すことができる）を低減させることができる。こうして表面結晶
品質が改質されたＳｉＣ単結晶基板上に公知のＣＶＤ法によりＳｉＣ単結晶の薄膜をエピ
タキシャル成長させることにより、高品質のＳｉＣ単結晶エピタキシャルウエハーを製造
することができる。このウエハーはＳｉＣ半導体デバイスの製造に利用される。ＳｉＣ半
導体デバイスの製造も公知方法に従って実施すればよい。
【実施例１】
【００５０】
　本実施例では、図１に示した単結晶製造装置を用いて、温度差法によるＳｉＣ単結晶の
溶液成長実験を行った。坩堝２に収容した高温溶液１には、溶液を収容する坩堝が備える
加熱手段の制御によって、基板が浸漬される溶液上部が低温、溶液下部が高温となるよう
に垂直（高さ）方向の温度勾配が形成されており、種結晶基板４の近傍が低温になってい
る。この溶液の温度勾配により、基板近傍の溶液が過飽和状態となり、ＳｉＣ単結晶の成
長が進行する。
【００５１】
　この単結晶製造装置は、溶液１を収容した内径１３０ｍｍ、高さ１５０ｍｍの高純度黒
鉛坩堝２を備え、坩堝２は水冷ステンレスチャンバー８内に配置されている。黒鉛坩堝の
外周は断熱材６により保温されており、さらにその外周に誘導加熱用の高周波コイル７が
設けられている。単結晶製造装置内の雰囲気は、ガス導入口９とガス排気口１０を利用し
て調整される。
【００５２】
　高純度黒鉛坩堝２に、ＳｉとＴｉとをモル比で８０：２０の割合で融液原料として仕込
み、高周波コイル７に通電して誘導加熱により坩堝内の原料を融解し、Ｓｉ－Ｔｉ合金の
融液を形成した。加熱中に容器である黒鉛坩堝の溶解によって炭素が高温溶液に融解し、
ＳｉＣの高温溶液が形成された。単結晶の成長を行う前に、十分な量の炭素が融液中に溶
解するように、生成した融液を１６５０℃で２時間加熱した。
【００５３】
　高周波コイル７の巻き数、巻き間隔および黒鉛坩堝と高周波コイルの相対的な位置関係
を調節することによって、高温溶液の高さ方向の温度分布を制御した。種結晶を浸漬予定
の箇所（本例では溶液の液面近傍）における温度が、その他の箇所の溶液に比べて低温に
なるような温度勾配の大きさが３℃／ｃｍとなるように、高温溶液の温度分布を調整した
。従来技術では、結晶成長の駆動力を大きく与えるために、前記温度勾配は、５℃／ｃｍ
よりも大きくしていた。なお、１６５０℃の加熱温度は、溶液の最高温度（すなわち、坩
堝底での溶液温度）である。
【００５４】
　上記条件で２時間加熱したところ、黒鉛坩堝２から溶液を過飽和状態にするのに必要な
十分な炭素が溶解し、種結晶基板４の近傍での溶液１中のＳｉＣ濃度が過飽和状態に達し
たＳｉＣ溶液１が坩堝内に形成された。その後、シード軸３の先端に保持された、結晶面
が｛０００１｝面から（１１－２０）方向に８°傾斜した（８°オフ角の）、５０ｍｍ口
径の４Ｈ－ＳｉＣ種結晶基板４を、溶液１の表層付近に浸漬して、１時間浸漬状態を保持
し、温度差法によるＳｉＣ結晶成長を行った。結晶成長時間は１５時間とした。この間、
坩堝２とシード軸３は、互いに逆方向に１０ｒｐｍで回転させた。
【００５５】
　黒鉛坩堝２に挿入され、高温溶液１に浸漬する前の種結晶基板４の面内温度分布を測定
したところ、種結晶基板４の中央部で最も温度が低く、外周で最も温度が高く、その温度
差は４℃であった。
【００５６】
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　成長実験の終了後、シード軸３を上昇させて、種結晶基板４を溶液１から切り離して回
収した。坩堝内の溶液は室温まで冷却して凝固させた。この種結晶をフッ硝酸で洗浄して
、付着していた溶液の凝固物を除去した。種結晶基板４の上には、溶液成長法によってＳ
ｉＣ結晶が新たに約２００μｍの厚みで成長した。
【００５７】
　続いて、平坦化加工した前記基板のＳｉＣ結晶層の表面に、シランとプロパンを原材料
ガスとするＣＶＤ法によりｎ型（１×１０16ｃｍ－3）ＳｉＣエピタキシャル層を１０μ
ｍ積層した。ＣＶＤ成長には、水素（Ｈ2）をキャリアーガスとする常圧のＣＶＤ装置を
用い、サセプタの加熱は高周波誘導加熱によって行った。ＳｉＣ単結晶基板を反応炉内に
設置した後、ガス置換と高真空排気を数回繰り返した後、Ｈ2キャリアガスを反応炉内導
入した。１５００℃に昇温し、原料のシランとプロパンを導入してエピタキシャル成長を
開始した。成長中は、窒素ガスを添加してｎ型伝導性制御を行った。
【００５８】
　ＳｉＣ種結晶結晶基板上に成長した溶液成長ＳｉＣ結晶厚みと、ＣＶＤ法でその上に成
長したＳｉＣ結晶厚みは、結晶断面の光学顕微鏡観察から求めた。また、得られた単結晶
の結晶性に関して、（０００１）面に研磨を施した後に、溶融ＫＯＨエッチング（５００
℃、２分）処理を施して、前記結晶面に出現するエッチピット数を数え、密度算出を行い
、ＣＶＤ法ＳｉＣ結晶、溶液成長ＳｉＣ結晶および種結晶基板４の間でエッチピット密度
を比較した。エッチピット密度比較は、結晶に対して研磨と溶融ＫＯＨエッチングを繰り
返し、成長厚み方向のエッチピット密度分布を調べることで行った。これらの結果は表１
にまとめて示す。
【００５９】
　エッチピット密度の判定は、次の基準で行った：
　◎：種結晶基板のエッチピット密度に対してＣＶＤ結晶および溶液成長最表層のエッチ
ピット密度が１桁以上減少している；
　○：種結晶基板のエッチピット密度に対してＣＶＤ結晶および溶液成長最表層のエッチ
ピット密度が１桁未満減少している；
　×：種結晶基板のエッチピット密度に対してＣＶＤ結晶溶液成長最表層のエッチンピッ
ト密度が同じかまたは増加している。
【実施例２】
【００６０】
　本実施例では、図１に示した単結晶製造装置を用いて、徐冷法によるＳｉＣ単結晶の溶
液成長実験を行った。種結晶基板の近傍は溶液全体の温度と実質的に同じ温度になってお
り、溶液全体の冷却によって結晶成長は進行する。
【００６１】
　この単結晶製造装置は、溶液１を収容した内径１３０ｍｍ、高さ１５０ｍｍの高純度黒
鉛坩堝２を備え、坩堝２は水冷ステンレスチャンバー８内に配置されている。黒鉛坩堝の
外周は断熱材６により保温されており、さらにその外周に誘導加熱用の高周波コイル７が
設けられている。単結晶製造装置内の雰囲気は、ガス導入口９とガス排気口１０を利用し
て調整される。
【００６２】
　高純度黒鉛坩堝２に、ＳｉとＴｉとをモル比で８０：２０の割合で融液原料として仕込
み、高周波コイル７に通電して誘導加熱により坩堝内の原料を融解し、Ｓｉ－Ｔｉ合金の
融液を形成した。加熱中に容器である黒鉛坩堝の溶解によって炭素が高温溶液に融解し、
ＳｉＣの高温溶液が形成された。単結晶の成長を行う前に、十分な量の炭素が融液中に溶
解するように、生成した融液を１６５０℃で２時間加熱し続けた。溶液内の高さ方向の温
度が実質的に均熱になるように、高周波コイルの巻き数と巻き間隔、黒鉛坩堝と高周波コ
イルの相対的な位置および断熱材６の構造を調節した。
【００６３】
　上記条件で２時間加熱したところ、黒鉛坩堝２から融液中に十分な炭素が溶解して、Ｓ
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ｉＣが飽和濃度近くまで溶解した高温溶液１が坩堝内に形成された。その後、シード軸３
の先端に保持された、５０ｍｍ口径の８°オフ角の４Ｈ－ＳｉＣ種結晶基板４を溶液１の
内部に浸漬して、１時間保持して溶液温度が安定化した後、高周波コイル７の出力を低減
させながら溶液全体の温度を１４５０℃まで下げることにより、徐冷法によるＳｉＣ結晶
成長を行った。冷却速度は、０.２℃／分（冷却時間１０００分）とした。この間、坩堝
２とシード軸３は、互いに逆方向に１０ｒｐｍで回転させた。この時、種結晶基板の面内
温度は、種結晶基板４中央部で最も低く、外周で最も高く、その温度差は４℃の温度分布
を有していた。
【００６４】
　成長実験の終了後、シード軸３を上昇させて、種結晶基板４と溶液１から切り離し回収
した。坩堝内の溶液は室温まで冷却して凝固させた。この種結晶基板をフッ硝酸で洗浄し
て、付着していた溶液の凝固物を除去した。その他は、実施例１と同様にした。
【実施例３】
【００６５】
　黒鉛坩堝２に装入した融液原料がＳｉであった点を除いて、実施例１と同様にして、温
度差法によりＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に溶液成長させた。
【実施例４】
【００６６】
　黒鉛坩堝２に装入した融液原料がＳｉであった点を除いて、実施例２と同様にして、徐
冷法によりＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に溶液成長させた。
【実施例５】
【００６７】
　溶液１に浸漬した種結晶基板の面内温度分布が、種結晶基板４中央部で最も低く、外周
で最も高く、その温度差を２℃に調整した他は、実施例１と同様にして、温度差法により
ＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に溶液成長させた。面内温度分布の調整は、種結晶基板を保
持するシード軸３の先端内部に断熱材シートを挿入し、その構造を調整することによって
行った。
【実施例６】
【００６８】
　溶液１に浸漬した種結晶基板の面内温度分布が、種結晶基板４中央部で最も低く、外周
で最も高く、その温度差を２℃に調整した他は、実施例２と同様にして、徐冷法によりＳ
ｉＣ単結晶を種結晶基板上に溶液成長させた。
【実施例７】
【００６９】
　単結晶の成長を開始する前に、十分な量の炭素が坩堝から溶解するように、坩堝内の融
液底中央部の温度を１６５０℃に調整して２時間の加熱を続ける際に、結晶成長時とは逆
向きの溶液高さ方向の温度勾配を形成した。すなわち、種結晶基板の浸漬予定箇所である
溶液表層における温度が、底部の溶液に比べて高温になるような高さ方向の勾配を形成し
、この時の温度勾配を１５℃／ｃｍとなるように調整して、上記の２時間の加熱を行った
ところ、種結晶基板４表層が結晶成長前に約５μｍ溶解した。その後、溶液の高さ方向の
温度勾配を結晶成長用の温度勾配（実施例１と同じ、溶液表層が低温で、底部が高温の方
向の３℃／ｃｍの温度勾配）に戻し、結晶成長を開始した以外は、実施例１と同様にして
温度差法によりＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に溶液成長させた。
【実施例８】
【００７０】
　単結晶の成長を開始する前に、十分な量の炭素が坩堝から溶解するように、坩堝内の融
液底中央部の温度を１６５０℃に調整して２時間の加熱を続ける際に、結晶成長時とは逆
向きの溶液高さ方向の温度勾配を形成した。すなわち、種結晶基板の浸漬予定箇所である
溶液表層における温度が、底部の溶液に比べて高温になるような高さ方向の勾配を形成し
、この時の温度勾配を１５℃／ｃｍとなるように調整して、上記の２時間の加熱を行った
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ところ、種結晶基板４表層が結晶成長前に約５μｍ溶解した。その後、結晶成長時の溶液
内温度を均熱化させた以外は、実施例２と同様にして徐冷法によりＳｉＣ単結晶を種結晶
基板上に溶液成長させた。
　（比較例１）
【００７１】
　結晶成長時の種結晶基板４を浸漬した溶液近傍の温度勾配を１５℃／ｃｍとした以外は
、実施例１と同様にして、温度差法によりＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に成長させた。
　（比較例２）
【００７２】
　溶液全体の冷却速度を、２℃／分（冷却時間１００分）とした以外は、実施例２と同様
にして、徐冷法によりＳｉＣ単結晶を種結晶基板上に成長させた。
　以上の実施例と比較例について結晶成長条件と種結晶基板上に２次元層成長したＳｉＣ
結晶厚み及び２次元成長部の最表層におけるエッチピット密度判定結果を表１にまとめて
示す。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　表１から、実施例１～８では、成長温度条件を、温度差法の場合は温度勾配を５℃／ｃ
ｍ以下に、徐冷法の場合は冷却速度を１℃／分以下にすることで、３次元成長を抑制する
ことができ、その結果、溶液成長法によるＳｉＣ結晶の品質改善効果が発現していること
が分かる。また、本発明に従った成長温度条件でＳｉＣ単結晶を成長させた実施例では、
形成されたＳｉＣ単結晶の層の上にＣＶＤ法によりエピタキシャル成長させたＳｉＣ単結
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晶膜においても、エッチピット密度（すなわち転位密度）は昇華再結晶基板に比べて低減
し、高品質のＳｉＣ単結晶エピタキシャルウエハーが製造できた。
【００７５】
　実施例５、６に示すように種結晶基板の面内温度分布を２℃以下にすると、３次元成長
の抑制効果が増大することが分かる。また、実施例７、８に示すように、結晶成長を開始
する前に、種結晶基板基板の表層を溶液内で溶解して除去すると、溶液成長の品質改善が
より効果的に発現することが分かる。
【００７６】
　以上に本発明を好適態様および実施例に関して説明したが、以上の説明は全ての点で例
示であって、制限的なものでないのは当然である。本発明の範囲は、特許請求の範囲によ
ってのみ制限される。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】従来の溶液成長法によってオフ角を有する結晶上に結晶成長させた３次元成長し
たＳｉＣ単結晶の断面の光学顕微鏡写真である。
【図２】本発明の実施例において使用した結晶成長装置（ＳｉＣ単結晶製造装置）の基本
構成を示す説明図

【図１】

【図２】
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