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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板を、裏面の前記保護層とこれに対向する
前記容器壁の間に空隙を有する状態で、前記容器壁に設けた保持部に非接着で機械的に保
持し、前記炭化珪素単結晶基板の表面に前記炭化珪素原料を供給して、該表面上に炭化珪
素単結晶を成長させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項２】
　前記空隙の間隔を調整するための調整部材を設けることを特徴とする請求項１に記載の
炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項３】
　前記炭化珪素単結晶基板の周縁部のみを保持することを特徴とする請求項１または２に
記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項４】
　前記保持部となるフック状部材にて、前記炭化珪素単結晶基板を保持することを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項５】
　前記炭化珪素単結晶基板を１箇所もしくは複数箇所において保持することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
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【請求項６】
　多角形状とした前記炭化珪素単結晶基板を用い、その多角形頂点の複数箇所において、
該頂点近傍を別個に保持することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一つに記載の炭
化珪素単結晶の製造方法。
【請求項７】
　頂点と対角頂点とを結んだ方向を略＜１１－２０＞方向とした六角形からなり面方位が
略（０００１）面の前記炭化珪素単結晶基板を用い、その六角形頂点の複数箇所において
、該頂点近傍を別個に保持することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一つに記載の
炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項８】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板を、裏面の前記保護層とこれに対向する
前記容器壁の間に空隙を有して配置し、かつ前記炭化珪素単結晶基板の周縁部のみを、前
記容器壁に設けた保持部に接着剤で保持し、前記炭化珪素単結晶基板の表面に前記炭化珪
素原料を供給して、該表面上に炭化珪素単結晶を成長させ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】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板を、前記容器壁に設けた開口部内にまた
は開口部を閉鎖するように配置して、前記炭化珪素単結晶基板の裏面側を外部空間に露出
させ、かつ前記炭化珪素単結晶基板の周縁部のみを、前記容器壁に設けた保持部に接着剤
で保持し、前記炭化珪素単結晶基板の表面に前記炭化珪素原料を供給して、該表面上に炭
化珪素単結晶を成長させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１０】
　前記空隙の間隔を調整するための調整部材を設けることを特徴とする請求項８に記載の
炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１１】
　前記炭化珪素単結晶基板裏面の前記保護層に対向して、前記保持部とは熱伝導率が異な
る材質よりなる温度分布調節部材を設け、前記温度調節部材によって、前記炭化珪素単結
晶基板の温度分布を調節することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一つに記載の
炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１２】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板を、前記容器壁に設けた開口部内にまた
は開口部を閉鎖するように配置して、前記炭化珪素単結晶基板の裏面側を外部空間に露出
させ、かつ前記容器壁に設けた保持部に非接着で機械的に保持し、前記炭化珪素単結晶基
板の表面に前記炭化珪素原料を供給して、該表面上に炭化珪素単結晶を成長させることを
特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１３】
　前記保護層が、炭素層、高融点金属炭化物層、炭化珪素エピタキシャル層、炭化珪素多
結晶層、炭化珪素アモルファス層またはそれらの多層膜で形成されていることを特徴とす
る請求項１乃至１２のいずれか一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１４】
　前記保護層が炭素層で形成されており、前記炭化珪素単結晶基板裏面の温度を前記炭素
層を介して放射温度計にて温度モニタリングし、成長中の前記炭化珪素単結晶基板裏面の
温度をフィードバック制御することを特徴とする請求項１乃至８および１２、１３のいず
れか一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
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【請求項１５】
　裏面に前記保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板が、表面に被保持面と成長面を有し
、前記成長面が前記被保持面より前記炭化珪素原料の供給源側に突出していることを特徴
とする請求項１乃至１４のいずれか一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１６】
　裏面に微小開口を有する前記炭化珪素単結晶基板の、前記微小開口を閉塞させた後に前
記保護層を設け、もしくは前記保護層により前記微小開口を閉塞させた後に、前記炭化珪
素単結晶基板の表面に単結晶を成長させることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか
一つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項１７】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造装置において、
裏面に保護層を設けた炭化珪素単結晶基板を、前記容器壁に設けた開口部内にまたは開口
部を閉鎖するように配置して、該開口部に設置した保持部にて保持するとともに、前記開
口部を前記保護層との間に空隙を有して閉鎖し、かつ前記空隙の間隔を調整する蓋状の調
整部材を備えることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。
【請求項１８】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造装置において、
裏面に保護層を設けた炭化珪素単結晶基板を、前記容器壁に設けた開口部内にまたは開口
部を閉鎖するように配置して、該開口部に設置した保持部にて保持し、前記保護層を外部
空間に露出させたことを特徴とする炭化珪素単結晶の製造装置。
【請求項１９】
　容器内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板を配置し、炭化珪素原料を供給して前記炭
化珪素単結晶基板上に炭化珪素単結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層を設けた前記炭化珪素単結晶基板を、裏面の保護層とこれに対向する前記
容器壁の間に空隙を有して、もしくは裏面側を外部空間に露出させて配置し、前記容器壁
に設けた保持部に非接着で機械的に保持し、もしくは前記保持部に周縁部のみを接着させ
て保持して、前記炭化珪素単結晶基板の表面に前記炭化珪素原料を供給して、該表面上に
炭化珪素単結晶を成長させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。
【請求項２０】
　前記炭化珪素単結晶基板が、ＳｉＣ種結晶とその裏面に設けた保護層を備え、表面に被
保持面と該被保持面に比べて凸部にある成長面とを有しており、前記炭化珪素単結晶基板
を、前記容器壁に設けた開口部内にまたは開口部を閉鎖するように配置して、前記炭化珪
素単結晶基板の被保持面を、前記容器壁に設けた保持部に非接着で機械的に保持すること
を特徴とする請求項１７または１８に記載の炭化珪素単結晶の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置や発光ダイオードなどの構成材料に利用することができる炭化珪素
（ＳｉＣ）単結晶の製造方法及びその製造装置に関する。また、ＳｉＣ単結晶を成長させ
るためのＳｉＣ成長用基板、ＳｉＣ単結晶の加熱処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＳｉＣ単結晶を成長させる方法として、昇華再結晶法が広く用いられている。この
昇華再結晶法は、黒鉛製るつぼ内に配置した黒鉛台座に種結晶を接合固定すると共に、る
つぼ底部に配したＳｉＣ原料を加熱昇華させ、その昇華ガスを種結晶に供給することによ
って種結晶上にＳｉＣ単結晶を成長させるものである。
【０００３】
このような昇華再結晶法を用いたＳｉＣ単結晶の製造において問題となっているのは、種
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結晶と台座との界面から発生する大きな欠陥（マクロ欠陥）である。マクロ欠陥は、種結
晶と台座を接合する際に両者の間に隙間が存在すると、種結晶から外部への物質輸送が起
こり、生じた空間内で昇華、再結晶化することによって生じる。このマクロ欠陥の存在に
より、長尺のＳｉＣ単結晶を得ても、実用可能なＳｉＣウェハを多数枚切り出すことが困
難となるばかりでなく、マクロ欠陥を起点にマイクロパイプと呼ばれる中空貫通欠陥を誘
発するおそれがある。このため、高品質ＳｉＣ単結晶を広い面積で得ることは極めて困難
であるという問題がある。
【０００４】
これに対し、例えば、特開平９－２６８０９６号公報には、昇華再結晶法において用いる
種結晶の、単結晶が成長する面以外の面（種結晶裏面）を、単結晶成長条件において安定
な物質よりなる保護層で被覆した上で、台座に接合することにより、マクロ欠陥を抑制す
ることが記載されている。また、特開平９－１１０５８４号公報には、種結晶と台座の間
に炭化層を介在させて両者を結合させることにより、種結晶の面内温度分布を均一にする
方法が記載されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９に示すように、炭化珪素原料粉末２を充填したるつぼ１内に種結晶３
を配置し、裏面に設けた保護層５側の全面を、台座となるるつぼ１の頂面中央部に接着剤
６で固定した場合、接着剤６の厚さむらや台座と保護層５が不均一に接してしまうなどの
理由から、固定した面内で局所的な温度分布が生じる。その結果、保護層５が破損または
保護機能が劣化し、成長する炭化珪素単結晶４の内部へ至るマクロ欠陥１６が発生してし
まうという問題があることが判明した。
【０００６】
本発明は上記点に鑑みて、マクロ欠陥の発生を確実に抑制できるようにし、高品質、長尺
のＳｉＣ単結晶が製造できるようにすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく、本発明者らは以下の検討を行なった。
上記問題は、種結晶裏面に設けた保護層を介して種結晶裏面全面を台座に接着剤で固定し
た場合、接着剤の厚さむらや台座と保護層が不均一に接してしまうなどの理由から、固定
した面内で局所的な温度分布が生じるため、保護層が破損または保護機能が劣化すること
が原因となってマクロ欠陥が発生すると考えられる。このため、保護層を破損しないよう
にすれば、上記問題を解決することができると言える。
【０００８】
そこで、本発明者らは、成長中に種結晶裏面の保護層が破損しないように機械的に、すな
わち接着剤を用いずに種結晶を保持し、もしくは接着剤を用いた場合は周縁部でのみ種結
晶を保持した状態で単結晶を成長させることで、マクロ欠陥の発生を抑制できることを見
出した。
【０００９】
　そこで、上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、容器（１）内に、Ｓｉ
Ｃ単結晶基板からなるＳｉＣ種結晶（３）を配置し、ＳｉＣ原料（２）を供給してＳｉＣ
種結晶（３）上にＳｉＣ単結晶（４）を成長させるＳｉＣ単結晶の製造方法において、Ｓ
ｉＣ種結晶裏面に保護層（５）を設け、裏面の保護層（５）とこれに対向する容器（１）
壁の間に空隙を有する状態で、ＳｉＣ種結晶（３）を保持部（１ｄ）を備える保持材（１
ｂ）により非接着で機械的に保持し、ＳｉＣ種結晶（３）表面上にＳｉＣ単結晶（４）を
成長させることを特徴としている。
【００１０】
　このように、種結晶（３）裏面に保護層（５）を設け、種結晶（３）を機械的に保持す
ることにより、接着剤を用いて保持した場合の貼り付けむら等により保護層（５）に局所
的な温度分布による余分な応力が加わらない。しかも、空隙を設けることによって、保護
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層（５）に局所的な温度分布による余分な応力が加わらないので、保護層（５）を破損す
ることなくマクロ欠陥の発生を抑制できる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明では、前記請求項１の製造方法において、ＳｉＣ種結晶（３）の
保護層（５）の裏面側に設けた空隙の間隔を調整できるように、調整部材として蓋状部材
（１ｃ）を備えることを特徴としている。
【００１２】
　このように空隙の間隔を調節できるようにすることによって、結晶の成長速度を制御で
きマクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００１３】
請求項３に記載の発明においては、裏面に保護層（５）を設けた種結晶（３）の周縁部の
みを保持してＳｉＣ単結晶（４）を成長させることを特徴としている。
【００１４】
このように、種結晶（３）周縁部のみ固定すれば、周縁部以外ではマクロ欠陥の発生を抑
制できるので、広い面積で高品質のＳｉＣ単結晶（４）が得られる。
【００１５】
請求項４に記載の発明においては、裏面に保護層（５）を設けた種結晶（３）を、保持部
となるフック状部材（７）により機械的に保持してＳｉＣ単結晶を成長させることを特徴
としている。
【００１６】
このように、具体的には、種結晶（３）をフック状部材（７）で保持することにより、請
求項１と同様の効果が得られる。
【００１７】
請求項５に記載の発明においては、裏面に保護層（５）を設けた種結晶（３）を、保持部
（１ｄ）またはフック状部材（７）により機械的に１箇所もしくは複数箇所において保持
することを特徴としている。
【００１８】
このように、種結晶（３）を例えば３箇所別個に保持することで、マクロ欠陥の発生を抑
制でき請求項１と同様の効果が得られる。
【００１９】
請求項６に記載の発明においては、多角形状とした種結晶（３）を用い、その多角形頂点
の複数箇所において、該頂点近傍をフック状部材（７）等により機械的に保持してＳｉＣ
単結晶（４）を成長させることを特徴としている。
【００２０】
このように、多角形からなる種結晶（３）の頂点近傍を複数箇所別個に保持することでマ
クロ欠陥の発生を抑制でき、成長結晶から丸型ＳｉＣウェハを切り出すときに効率よく切
り出すことが可能となり大口径ＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００２１】
請求項７に記載の発明においては、頂点と対角頂点を結んだ方向を＜１１－２０＞方向と
した六角形からなり面方位が（０００１）面の種結晶（３）を用い、その六角形頂点の複
数箇所において、該頂点近傍をフック状部材（７）等により機械的に保持してＳｉＣ単結
晶（４）を成長させることを特徴としている。
【００２２】
このように、頂点と対角頂点を結んだ方向を＜１１－２０＞方向とした六角形からなる種
結晶の頂点近傍を例えば３箇所保持することで、拡大方向成長速度の最も大きい頂点近傍
の３箇所以外では欠陥の発生を抑制でき、成長結晶から丸型ＳｉＣウェハを切り出すとき
に請求項６に記載の発明以上に効率よく切り出すことが可能となり大口径ＳｉＣ単結晶を
得ることができる。
【００２３】
　請求項８に記載の発明においては、種結晶（３）裏面に保護層（５）を設け、裏面の保
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護層（５）とこれに対向する容器（１）壁の間に空隙を有して配置する。さらに、種結晶
（３）周縁部のみを、容器（１）の保持部（１ｄ）に接着剤（６）で保持して、ＳｉＣ種
結晶（３）表面上にＳｉＣ単結晶（４）を成長させることを特徴としている。
【００２４】
このように、種結晶周縁部のみ固定しても周縁部以外では、マクロ欠陥の発生を抑制でき
、請求項１と同様の効果が得られる。
【００２５】
　請求項９に記載の発明においては、ＳｉＣ種結晶（３）裏面に保護層（５）を設けて、
容器（１）壁に設けた開口部内にまたは開口部を閉鎖するように保持し、ＳｉＣ種結晶（
３）の裏面側を外部空間に露出させる。さらに、種結晶（３）周縁部のみを、容器（１）
の保持部（１ｄ）に接着剤（６）で保持して、ＳｉＣ種結晶（３）表面上にＳｉＣ単結晶
（４）を成長させることを特徴としている。
【００２６】
　このように、ＳｉＣ種結晶（３）の裏面に空間を設けることによって、種結晶（３）周
縁部以外は、保護層（５）に局所的な温度分布による余分な応力が加わらないので、保護
層（５）を破損することなくマクロ欠陥の発生を抑制できる。
【００２７】
　請求項１０に記載の発明は、請求項８に記載の発明において、ＳｉＣ種結晶（３）の保
護層（５）の裏面側に設けた空隙の間隔を調整できるように、調整部材として蓋状部材（
１ｃ）を備えることを特徴としている。
【００２８】
このように空隙の間隔を調節できるようにすることによって、結晶の成長速度を制御でき
マクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００２９】
請求項１１に記載の発明においては、ＳｉＣ種結晶（３）の保護層（５）に対向して、温
度分布調節部材として蓋状部材（１ｃ）を設け、蓋状部材（１ｃ）の材質に熱伝導率が保
持部（１ｄ）を備える種結晶保持材（１ｂ）のそれとは異なるものを用いることによって
、種結晶の温度分布を調節することを特徴としている。
【００３０】
このように温度分布調節部材となる蓋状部材（１ｃ）の熱伝導率を種結晶保持材（１ｂ）
と保持部（１ｄ）のそれよりも大きくすることによって、結晶の温度分布の調節が容易に
でき、マクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００３１】
　請求項１２に記載の発明においては、ＳｉＣ種結晶（３）裏面に保護層（５）を設けて
、容器（１）壁に設けた開口部内にまたは開口部を閉鎖するように配置して、ＳｉＣ種結
晶（３）の裏面側を外部空間に露出させる。さらに容器（１）壁に設けた保持部（１ｄ）
に非接着で機械的に保持して、ＳｉＣ種結晶（３）表面上にＳｉＣ単結晶（４）を成長さ
せることを特徴としている。
【００３２】
　このように、ＳｉＣ種結晶（３）の裏面に空間を設け、かつ非接着で機械的に保持する
ことによって、保護層（５）に局所的な温度分布による余分な応力が加わらないので、保
護層（５）を破損することなくマクロ欠陥の発生を抑制できる。
【００３３】
請求項１３に記載の発明においては、ＳｉＣ種結晶（３）裏面の保護層（５）は、具体的
には炭素層、もしくは高融点金属の炭化物層、炭化珪素エピタキシャル層、炭化珪素多結
晶層、炭化珪素アモルファス層またはそれらの多層膜であることを特徴としている。
【００３４】
このように、ＳｉＣ種結晶（３）裏面に炭素層もしくは高融点金属の炭化物、具体的には
ＴａＣ、ＷＣ、ＭｏＣ、ＴｉＣ等、または、炭化珪素からなるエピタキシャル層、多結晶
層の緻密な層を設けると、ＳｉＣ種結晶（３）裏面を保護する効果が高く、成長中にこれ
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ら保護層（５）が破損することなく、マクロ欠陥の発生を抑制できる。
【００３５】
請求項１４に記載の発明においては、保護層（５）は具体的には炭素層で形成されており
、ＳｉＣ種結晶（３）裏面の温度を炭素層を介して放射温度計にて直接温度モニタリング
し、成長中のＳｉＣ種結晶（３）裏面の温度をフィードバック制御することを特徴として
いる。
【００３６】
このように保護層（５）が炭素層で形成されていれば、放射温度計にて直接温度モニタリ
ングをすることが可能となる。放射温度計は炭素を安定にモニタリングできるので（他の
物質は常に放射率が変化し、安定なモニタリングが不可能である）、成長中のＳｉＣ種結
晶（３）裏面の温度をフィードバック制御することで、結晶の成長速度を確実に制御でき
マクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００３７】
請求項１５に記載の発明においては、ＳｉＣ種結晶（３）裏面に保護層（５）を設け、Ｓ
ｉＣ単結晶基板表面は被保持面（３ａ）と成長面（３ｂ）を有し、成長面（３ｂ）が被保
持面（３ａ）よりＳｉＣ原料（２）側に突出していることを特徴としている。
【００３８】
このように凹部にある被保持面（３ａ）を保持し、凸部にある成長面（３ｂ）表面を保持
材（１ｂ）よりＳｉＣ原料（２）側に突出させることにより、保持材とＳｉＣ単結晶が合
体して成長することを防止するので口径拡大が容易となり、マクロ欠陥の発生を抑制しつ
つ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００３９】
請求項１６に記載の発明においては、裏面に微小開口（１４）を有するＳｉＣ種結晶（３
）を用い、その微小開口（１４）を閉塞させた後に保護層（５）を設け、もしくは保護層
（５）により微小開口（１４）を閉塞させた後に、炭化珪素種結晶（３）の表面に単結晶
を成長させることを特徴としている。
【００４０】
このように、種結晶（３）が裏面に微小開口（１４）を有する場合には、微小開口（１４
）をＳｉＣ等の閉塞物質で閉塞させるか、あるいは保護層（５）の形成によって閉塞して
から、単結晶を成長させることが望ましく、微小開口（１４）に起因する欠陥等の発生を
抑制し、高品質の単結晶を得ることができる。
【００４１】
請求項１７に記載の発明においては、容器（１）内に、ＳｉＣ単結晶基板からなるＳｉＣ
種結晶（３）を配置し、ＳｉＣ原料（２）を供給してＳｉＣ種結晶（３）上にＳｉＣ単結
晶（４）を成長させるＳｉＣ単結晶の製造装置において、ＳｉＣ種結晶裏面に保護層（５
）を設け、これを容器（１）壁となる保持材（１ｂ）に設けた開口部内にまたは開口部を
閉鎖するように配置して、該開口部に設置した保持部（１ｄ）にて保持する。さらに、こ
の開口部を保護層（５）との間に空隙を有して閉鎖し、かつ前記空隙の間隔を調整する蓋
状の調整部材（１ｃ）を備えることを特徴としている。
【００４２】
このように空隙の間隔を調節できるようにすることによって、結晶の成長速度を制御でき
マクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００４３】
請求項１８に記載の発明においては、容器（１）内に、ＳｉＣ単結晶基板からなるＳｉＣ
種結晶（３）を配置し、ＳｉＣ原料（２）を供給してＳｉＣ種結晶（３）上にＳｉＣ単結
晶（４）を成長させるＳｉＣ単結晶の製造装置において、ＳｉＣ種結晶裏面に保護層（５
）を設け、これを容器（１）壁となる保持材（１ｂ）に設けた開口部内にまたは開口部を
閉鎖するように配置して、ＳｉＣ種結晶裏面の保護層（５）を外部空間に露出させること
を特徴としている。
【００４４】
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このように保護層（５）の裏面側に空間を設けることで、放射温度計にて直接温度モニタ
リングをすることが可能となり、成長中のＳｉＣ種結晶（３）裏面の温度をフィードバッ
ク制御することで、結晶の成長速度を確実に制御できマクロ欠陥の発生を抑制しつつ、高
品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００４７】
　請求項１９に記載の発明は、容器（１）内に、種結晶となる炭化珪素単結晶基板（３）
を配置し、炭化珪素原料（２）を供給して前記炭化珪素単結晶基板（３）上に炭化珪素単
結晶を成長させる炭化珪素単結晶の製造方法において、
　裏面に保護層（５）を設けた前記炭化珪素単結晶基板（３）を、裏面の保護層（５）と
これに対向する前記容器壁（１）の間に空隙を有して、もしくは裏面側を外部空間に露出
させて配置し、前記容器（１）壁に設けた保持部（１ｄ）に非接着で機械的に保持し、も
しくは前記保持部（１ｄ）に周縁部のみを接着させて保持して、前記炭化珪素単結晶基板
（３）の表面に前記炭化珪素原料（２）を供給して、該表面上に炭化珪素単結晶（４）を
成長させることを特徴としている。
【００４８】
　このように、炭化珪素単結晶を成長させる場合に、本発明方法を用いることで、マクロ
欠陥の発生を抑制しつつ、高品位の炭化珪素単結晶を得る同様の効果が得られる。
【００４９】
　請求項２０に記載の発明は、請求項１７または１８に記載のＳｉＣ単結晶の製造装置に
おいて、
　炭化珪素単結晶基板が、ＳｉＣ種結晶（３）とその裏面に設けた保護層（５）を備え、
表面に被保持面（３ａ）と該被保持面（３ａ）に比べて凸部にある成長面（３ｂ）を有し
ている。この炭化珪素単結晶基板を、容器（１）壁に設けた開口部内にまたは開口部を閉
鎖するように配置して、炭化珪素単結晶基板の被保持面（３ａ）を、容器（１）壁に設け
た保持部（１ｄ）に非接着で機械的に保持することを特徴とする。
【００５０】
　このように、ＳｉＣ種結晶表面形状が凸状形状を有し、その突出部を成長面（３ｂ）と
するとともに、裏面側に空隙を形成するか外部空間に露出させることで、マクロ欠陥の発
生を抑制しつつ、成長したＳｉＣ単結晶から効率よくＳｉＣウエハを得ることができる。
【００５１】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
図１に本発明の第１実施形態で用いる結晶成長装置を示す。図１（ａ）において、この結
晶成長装置の容器として用いられる黒鉛製るつぼ１は、黒鉛製るつぼ１の底部に備えられ
たＳｉＣ原料粉末（ＳｉＣ原料）２を熱処理によって昇華させ、ＳｉＣ単結晶基板からな
るＳｉＣ種結晶３上にＳｉＣ単結晶４を結晶成長させるものである。
【００５２】
この黒鉛製るつぼ１は、上面が開口している略円筒状のるつぼ本体１ａと、ＳｉＣ種結晶
３を保持するための種結晶保持材１ｂとるつぼ本体１ａと種結晶保持材１ｂの開口部を塞
ぐ蓋状部材（以下、蓋材と略称する）１ｃとを備えて構成されている。るつぼ本体１ａの
上面開口に覆着される種結晶保持材１ｂは、中央に開口部を有し、開口部内周縁よりるつ
ぼ１内に筒状に突出し、突出端が径方向内方にＬ字形に屈曲する保持部１ｄを備えている
。ＳｉＣ種結晶３は、種結晶保持材１ｂの開口部内に上方から挿通配置され、保持部１ｄ
のリング状の屈曲端部上に支持されている（図１（ｂ））。
【００５３】
この時、保持部１ｄは、ＳｉＣ種結晶３の表面に当接するリング状部の面積が保持するた
めに必要な最小限の面積となるように設計され、成長する単結晶４の口径拡大が妨げられ
ないようにする。また、筒状の保持部１ｄの内径をＳｉＣ種結晶３の外径とほぼ同径とし
て、ＳｉＣ種結晶３の外周を取り囲むことにより、保持部１ｄ内に、ＳｉＣ原料ガスが侵
入しないようにしている。
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【００５４】
ＳｉＣ種結晶３の裏面にはあらかじめ保護層５、具体的には炭素層が設けられている。炭
素層は、例えばレジスト炭化層、スパッタ層、蒸着層等が用いられる。保護層５としては
、その他、高融点金属の炭化物層、具体的にはＴａＣ、ＷＣ、ＭｏＣ、ＴｉＣ等や、もし
くは炭化珪素からなるエピタキシャル層、多結晶層、アモルファス層のような緻密な層を
用いることができる。またはそれらの多層膜を用いることもできる。このような保護層５
を設けることにより、成長中にＳｉＣ種結晶３裏面を保護することができる。
【００５５】
種結晶保持材１ｂの開口部は、蓋材１ｃによって閉鎖されている。この時、蓋材１ｃは保
護層５との間に間隙を有して配置され、この間隙の間隔を調整する調整部材として機能す
る。蓋材１ｃを保護層５との間に間隙を有することで、保護層５に局所的な温度分布が生
じにくくなり、また、間隔を最適に設定することで、成長速度等を制御できる。さらに、
蓋材１ｃは、種結晶保持材１ｂより熱伝導率の大きい材質で構成されており、ＳｉＣ種結
晶３の温度分布を調節する温度分布調節部材としての機能も有する。具体的には、蓋材１
ｃは熱伝導率が大きいことから、放熱板としてＳｉＣ種結晶３の温度を低く保ち、局所的
な温度分布が生じるのを防止する。ＳｉＣ種結晶３と蓋材１ｃの間隔は、ここでは、およ
そ７０μm としてある。
【００５６】
なお、図示しないが、黒鉛製るつぼ１は、アルゴンガスが導入できる真空容器の中で加熱
装置により、加熱できるようになっており、例えば、この加熱装置のパワーを調節するこ
とによって種結晶であるＳｉＣ種結晶３の温度がＳｉＣ原料粉末２の温度よりも１００℃
程度低温に保たれるようにすることができる。
【００５７】
このように構成された結晶成長装置を用いたＳｉＣ単結晶の製造工程について説明する。
まず、ＳｉＣ原料粉末２の温度を２０００～２５００℃に加熱する。そして、加熱装置の
調節等により、ＳｉＣ種結晶３の温度がＳｉＣ原料粉末２の温度よりも低くなるように、
黒鉛製るつぼ１内に温度勾配を設ける。次に、黒鉛製るつぼ１内の圧力を１３．３Ｐａ～
２６．７ｋＰａとして、昇華法成長を開始すると、ＳｉＣ原料粉末２が昇華して昇華ガス
となり、ＳｉＣ種結晶３に到達し、ＳｉＣ原料粉末２側よりも相対的に低温となるＳｉＣ
種結晶３の表面上にＳｉＣ単結晶４が成長する。
【００５８】
その際、ＳｉＣ種結晶３の最小限の面積を種結晶保持材１ｂにより保持しているので、Ｓ
ｉＣ単結晶４の口径拡大はさほど妨げられず、ＳｉＣ種結晶裏面の保護層は破損すること
なくマクロ欠陥を抑制できるので、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成すること
ができる。
【００５９】
（第２実施形態）
図２に、本発明の第２実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図２に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００６０】
本実施形態では、ＳｉＣ種結晶３の数箇所のみを保持部となるフック状部材７で保持する
ように構成されている。フック状部材７は、種結晶保持材１ｂの開口部内周縁の数箇所（
図２（ｂ）では４箇所）に固定され、ＳｉＣ種結晶３の表面の数箇所に当接保持している
。この構成においても、ＳｉＣ種結晶３は、種結晶保持材１ｂの開口部内に保持されるの
で、ＳｉＣ種結晶３の裏面側にＳｉＣ原料の昇華ガスが侵入することはない。
【００６１】
本実施形態では、ＳｉＣ種結晶３の表面周縁部の数箇所のみを保持しており、保持部とな
るフック状部材７との接触面積はごく小さい。よって、ＳｉＣ単結晶４の口径拡大はさほ
ど妨げられず、ＳｉＣ種結晶３裏面の保護層５は破損することなくマクロ欠陥を抑制でき
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るので、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成することができる。
【００６２】
（第３実施形態）
図３に、本発明の第３実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図３に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００６３】
本実施形態では頂点と対角頂点を結んだ方向を＜１１－２０＞方向（図３（ｂ）の矢印の
方向）とした六角形からなるＳｉＣ種結晶３の頂点近傍の３箇所のみをフック状部材７で
保持するように構成されている。種結晶３表面の面方位は｛０００１｝面とする。拡大方
向成長速度の最も大きい頂点近傍の３箇所のみを保持しているのでＳｉＣ単結晶４の口径
拡大はさほど妨げられず、ＳｉＣ種結晶裏面の保護層５は破損することなくマクロ欠陥を
抑制できるので、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成することができる。さらに
、多角形の成長結晶から丸型ＳｉＣウェハを切り出すときに効率よく切り出すことが可能
となり、大口径ＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００６４】
（第４実施形態）
図４に、本発明の第４実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図４に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００６５】
本実施形態では、ＳｉＣ種結晶３の裏面周縁部のみを接着剤６を介して種結晶保持材１ｂ
の内周縁より下方に突出する筒状保持部１ｄで保持固定するように構成されている。なお
、本実施形態では、保持部１ｄの突出端をＬ字に屈曲させず、突出端面にＳｉＣ種結晶３
の裏面を接着する。このようにすれば、表面全面がＳｉＣ単結晶４の成長面となり、また
接着剤６との接着面積が小さくかつ周縁部のみであるので、ＳｉＣ単結晶４は口径拡大し
ながら、ＳｉＣ種結晶３裏面の保護層５は破損することなくマクロ欠陥を抑制できる。よ
って、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成することができる。
【００６６】
（第５実施形態）
図５に、本発明の第５実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図５に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第３実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００６７】
本実施形態では、ＳｉＣ種結晶３の周囲を接着剤６を介して種結晶保持材１ｂの内周縁に
設けた筒状保持部１ｄで保持するように構成されている。このようにすれば、ＳｉＣ単結
晶４は口径拡大しながら、ＳｉＣ種結晶３裏面の保護層５は破損することなくマクロ欠陥
を抑制できるので、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成することができる。
【００６８】
（第６実施形態）
図６に、本発明の第６実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図６に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００６９】
本実施形態では、ＳｉＣ単結晶基板よりなるＳｉＣ種結晶３を下方に凸となる形状として
おり、ＳｉＣ種結晶３は、周縁部表面を保持部１ｄに保持される被保持面３ａ、これより
ＳｉＣ原料２側に突出する中央部表面を成長面３ｂとしている。すなわち、成長面３ｂは
被保持面３ａに比べて凸部にあり、保持部１ｄに当接することはない。また、保持部１ｄ
は外周壁を下方に向けて縮径する逆テーパ状に形成してあって、このテーパ面上に（これ
と垂直な方向に）堆積するＳｉＣ多結晶１１が、成長するＳｉＣ単結晶４の成長を阻害し
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ないようにしている。なお、種結晶保持材１ｂは、図６（ｂ）のように二分割構造として
あり、半円形状とした上面がＳｉＣ種結晶３上方を覆っているため、蓋材１ｃは設けてい
ない。
【００７０】
このようにすれば、ＳｉＣ種結晶３は被保持面３ａでのみ保持され、これよりＳｉＣ原料
２側に突出する成長面３ｂ上でのＳｉＣ単結晶４の成長を阻害しないので、ＳｉＣ単結晶
４は口径拡大しながら、ＳｉＣ種結晶裏面の保護層５は破損することなくマクロ欠陥を抑
制できる。よって、ＳｉＣ単結晶４を確実に高品質、長尺に形成することができる。
【００７１】
（第７実施形態）
図７に、本発明の第７実施形態で用いる結晶成長装置を示す。以下、図７に基づいて本実
施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ単結晶の製
造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ説明する。
【００７２】
本実施形態では、保護層５は炭素層で形成されており、種結晶保持材１ｂの開口部を塞ぐ
蓋材１ｃを用いずに、ＳｉＣ種結晶３裏面を保護層５である炭素層を介して放射温度計１
２にて温度モニタリングし、成長中のＳｉＣ種結晶３裏面の温度を温度制御装置１３でフ
ィードバック制御しながら成長を行った。保護層５が炭素層で形成されていれば、放射温
度計１２は炭素を安定にモニタリングできるので、放射温度計１２にて直接温度モニタリ
ングをすることが可能となる（他の物質は、このような高温条件では常に放射率が変化し
、安定なモニタリングが不可能である）。このようにすれば、成長中のＳｉＣ種結晶３裏
面の温度をフィードバック制御することで、結晶の成長速度を確実に制御できマクロ欠陥
の発生を抑制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００７３】
（第８実施形態）
図８に、本発明の第８実施形態で用いる種結晶３と結晶成長装置を示す。以下、図８に基
づいて本実施形態におけるＳｉＣ単結晶の製造について説明するが、装置構成及びＳｉＣ
単結晶の製造工程については第１実施形態とほぼ同様であるため、異なる点についてのみ
説明する。
【００７４】
本実施形態では、図８（ａ）のように、裏面に微小開口１４を有する種結晶３を用い、そ
の裏面を閉塞物質１５で閉塞した後、保護層５を形成する。閉塞物質１５としては、具体
的には炭素スパッタ膜が用いられ、これを裏面全面に形成して微小開口１４を完全に閉塞
した後、その上に保護層５を設ける。これにより実質的に裏面に微小開口１４を有さず、
かつ保護層５で保護された種結晶３が得られ、これを、第１実施形態と同様の保持部１ｄ
にて保持し（図８（ｂ））、ＳｉＣ単結晶４を成長させることで、マクロ欠陥の発生を抑
制しつつ、高品位のＳｉＣ単結晶を得ることができる。
【００７５】
なお、保護層５を形成するのと同時に微小開口１４を閉塞可能であれば、閉塞物質１５の
層を形成する工程は省略することもできる。また、閉塞物質１５としては、その他、Ｓｉ
Ｃ、炭素層、もしくは高融点金属の炭化物からなるエピタキシャル膜、スパッタ膜、真空
蒸着膜等を使用してもよい。また、微小開口１４の閉塞工程として、微小開口１４を炭素
粒子によって埋める工程を行ってもよい。
【００７６】
（他の実施形態）
上記実施形態で示したＳｉＣ原料粉末２は、シランガスやプロパンガス等のＳｉＣを形成
可能な気体原料でもよい。また、上記実施形態で示したＳｉＣ種結晶３と蓋材１ｃの間隔
は７０μm にとらわれるものではなく、数μm 以上あればよい。さらに、上記各実施形態
では、ＳｉＣ単結晶を昇華法で製造する場合について説明したが、昇華法に限らず、液相
成長、固相成長、エピタキシャル成長等においても有効である。また、本発明に基づいて
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製造可能な単結晶は、ＳｉＣ単結晶に限らず、成長温度において高い蒸気圧（１ｍＴｏｒ
ｒ以上）を持つ物質において同様の効果が得られる。また、単結晶を製造する場合の他、
単結晶基板を加熱処理する場合に適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の第１実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図２】（ａ）は本発明の第２実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図３】（ａ）は本発明の第３実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
【図４】（ａ）は本発明の第４実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＤ－Ｄ線断面図である。
【図５】（ａ）は本発明の第５実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＥ－Ｅ線断面図である。
【図６】（ａ）は本発明の第６実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＦ－Ｆ線断面図である。
【図７】（ａ）は本発明の第７実施形態における結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は
（ａ）のＧ－Ｇ線断面図である。
【図８】（ａ）は本発明の第８実施形態における種結晶の微小開口の閉塞方法を説明する
ための図、（ｂ）は結晶成長装置の構成を示す図である。
【図９】（ａ）は従来の結晶成長装置の構成を示す図、（ｂ）は（ａ）のＨ－Ｈ線断面図
である。
【符号の説明】
１　るつぼ（容器）
１ａ　容器本体
１ｂ　種結晶保持材
１ｃ　蓋材（蓋状部材、調整部材、温度分布調節部材）
１ｄ　保持部
２　ＳｉＣ原料粉末（炭化珪素原料）
３　ＳｉＣ種結晶（炭化珪素単結晶基板）
３ａ　被保持面
３ｂ　成長面
５　保護層
６　接着剤
７　フック状部材（保持部）
１１　炭化珪素多結晶
１２　放射温度計
１３　温度制御装置
１４　微小開口
１５　閉塞物質
１６　マクロ欠陥
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