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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＭＰ処理された研摩面を有するＳｉＣ単結晶基板であって、
　ＣＭＰ処理は、酸化マンガン粒子とマンガン酸イオンとを含有した研摩材スラリーを用
いるものであり、当該研摩材スラリー中のマンガン酸イオンと酸化マンガンとが、酸化マ
ンガンに対するマンガン酸イオンがモル濃度の割合（マンガン酸イオンのモル濃度／酸化
マンガンのモル濃度）で０．２７以上とし、
　当該ＣＭＰ処理されたＳｉＣ単結晶基板の断面を、
Ｌ、ｈをそれぞれ自然数としたときに、００Ｌ反射及びｈ－ｈ０反射について透過電子顕
微鏡により観察をした際に、
研摩面から垂直方向に１００ｎｍ以内に発生したもので、研摩面と平行な方向の幅が３０
ｎｍ以上であり、研摩面に対して垂直な方向の長さが５０ｎｍ以上の大きさを有した格子
欠陥が、
研摩面と平行な方向の１０μｍ長さの間に、５個以下観察されることを特徴とするＳｉＣ
単結晶基板。
【請求項２】
　Ｌ＝４またはｈ＝１である請求項１に記載のＳｉＣ単結晶基板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＳｉＣ（炭化ケイ素）単結晶基板に関し、特に、良好なエピタキシャル成長
膜の形成が可能であり、高品質なエピタキシャル基板を実現できるＳｉＣ単結晶基板に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳｉＣ（炭化ケイ素）は、ＧａＮやダイヤモンドなどと同じワイドバンドギャップ半導
体の一種であり、耐熱性、耐薬品性が高く、機械的強度にも優れているため、従来のＳｉ
半導体では使用できない環境（高温動作環境など）で動作可能な半導体材料として注目さ
れている。また、近年では、高周波高耐電圧電子デバイスなどの基板としてＳｉＣ単結晶
基板の要求も増加している。
【０００３】
　このＳｉＣ単結晶基板の製造では、ＳｉＣ単結晶のインゴットをスライスしてウエハ状
に切り出し、そのウエハ状に切り出したものを所定厚さにグラインダーなどで荒削りした
後、ダイヤモンド砥粒などを用いて平坦に仕上げるラッピングと、より細かな砥粒を用い
て鏡面に仕上げる仕上げ研摩（ポリッシュ）とが行われる。
【０００４】
　そして、グラインダー処理やラッピングにより発生する、基板表面側の加工変質部を除
去する処理が行われる。この加工変質部の除去としては、コロイダルシリカを砥粒として
用いたＣＭＰ処理（化学機械研摩処理）が一般的に行われている。
【０００５】
　このＳｉＣ単結晶基板の表面に、エピタキシャル成長膜を形成する場合、その基板表面
に加工変質部などの欠陥部分が存在していると、良好なエピタキシャル成長膜の形成が困
難となり、エピタキシャル基板の特性や信頼性を実現することが容易ではなくなる。その
ため、従来よりコロイダルシリカを砥粒として用いたＣＭＰ処理（化学機械研摩処理）に
より、基板表面に発生した加工変質部を除去することが行われている（例えば、特許文献
１参照）。この加工変質部は基板表面から基板内部方向に数百ｎｍ深さで存在していると
言われており、研摩速度の遅いコロイダルシリカの砥粒によって長時間のＣＭＰ処理が行
われているのが現状である。
【０００６】
　また、このＣＭＰ処理では、この加工変質部が確実に除去することを目的として、気相
エッチングなどを行う技術が提案されている（例えば、特許文献２、特許文献３参照）。
さらに、ＳｉＣ単結晶基板の表面の格子乱れ層を３ｎｍ以下となるまで研摩した後、水素
雰囲気下の高温状態の清浄化を行って、炭化珪素をエピタキシャル成長させたＳｉＣエピ
タキシャル基板の製造技術も提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【０００７】
　しかしながら、長時間のＣＭＰ処理を行ったＳｉＣ単結晶基板であっても、良好なエピ
タキシャル成長膜が形成できない場合もあり、そのために、エピタキシャル成長膜を形成
して製造される電子デバイスの製造歩留まりが低下することがある。また、特許文献２、
３などのように、気相エッチングを行うことは製造工程が複雑になり、エピタキシャル基
板の効率的な製造の妨げとなる。
【０００８】
　また、特許文献４のように、ＳｉＣ単結晶基板を研摩する際に、その表面の格子乱れ層
を極力低減し、その表面に炭化珪素のエピタキシャル成長膜を形成する製造技術によれば
高品質のエピタキシャル成長膜を実現できるものとされている。確かに、ＳｉＣ単結晶基
板の表面における格子乱れ層を低減させることで、ＳｉＣ単結晶基板の加工変質部が除去
されているものと考えられるが、より欠陥の少ない高品質なエピタキシャル成長膜を形成
するための条件として、ＳｉＣ単結晶基板の研摩した表面の格子乱れ層以外の要因を、更
に検討する余地があるものと考えられている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－３１１５８６号公報
【特許文献２】特開２００８－２２７５３４号公報
【特許文献３】特開２００６－２６１５６３号公報
【特許文献４】特開２０１１－４９４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記のような事情の下、本発明は、良好なエピタキシャル成長膜を確実に形成可能であ
り、高品質なエピタキシャル基板を実現できるＳｉＣ単結晶基板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本発明等は、ＳｉＣ単結晶基板について、研摩後の表面における加
工変質部に関して詳細に研究したところ、透過電子顕微鏡を用い、特定方位の反射線によ
り、ＳｉＣ単結晶基板の結晶断面を観察することにより、従来の方法では観察されなかっ
た格子欠陥を見つけられることができ、この格子欠陥の有無がエピタキシャル成長膜の良
否や電子デバイスの製造歩留まりに大きく影響することを見出した。この格子欠陥は、従
来知られているＳｉＣ単結晶基板の欠陥、例えば、ＳｉＣ単結晶基板における研摩面の表
面傷、表面荒れ、特許文献４における表面の格子乱れ層などとは異なり、ＳｉＣ単結晶基
板の研摩面から、かなりの深部にまで入り込んだ状態にあるもので、加工変質部に由来す
るものと考えられる。そして、本発明者らは、特定のＣＭＰ処理により、ＳｉＣ単結晶基
板の結晶自体に大きな負荷を加えないようにして、高速で加工変質層を除去することで、
加工変質部由来の格子欠陥をほぼ完全に消滅させることを見出し、本発明を想到するに至
った。
【００１２】
　本発明は、ＣＭＰ処理された研摩面を有するＳｉＣ単結晶基板であって、ＳｉＣ単結晶
基板の断面を、Ｌ、ｈをそれぞれ１以上の自然数としたときに、００Ｌ反射またはｈ－ｈ
０反射について透過電子顕微鏡により観察をした際に、研摩面から垂直方向に１００ｎｍ
以内に発生したもので、研摩面と平行な方向の幅が３０ｎｍ以上であり、研摩面に対して
垂直な方向の長さが５０ｎｍ以上の大きさを有した格子欠陥が、研摩面と平行な方向の１
０μｍ長さの間に、５個以下観察されることを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明によれば、ＳｉＣ単結晶基板の表面側に、格子欠陥がほとんど存在しないため、
良好なエピタキシャル成長膜を形成することが可能となる。
【００１４】
　本発明におけるＳｉＣ単結晶基板は、透過型電子顕微鏡（以下、場合によりＴＥＭと略
す）により断面観察を行い特定することができる。ＴＥＭは電子線を観察試料中に透過さ
せ、その透過電子線を電子レンズで結像し、数千～百万倍程度の透過拡大像を得るもので
ある。この電子線を透過させるために、観察試料は観察面に対し厚さ２００ｎｍ以下とす
る必要があるため、ＳｉＣ単結晶基板を集束イオンビーム(ＦＩＢ)装置等での加工処理を
行う。そして、本発明のＳｉＣ単結晶基板は、ＣＭＰ処理した研摩面の断面をＴＥＭによ
り観察する際には、Ｌ、ｈをそれぞれ自然数としたときに、００Ｌ反射またはｈ－ｈ０反
射でＴＥＭ観察を行うことで、より望ましくは００４反射または１－１０反射でＴＥＭ観
察を行うことで、本発明における格子欠陥を確認することができる（なお、本発明では、
ミラー指数の表記において、“－”はその直後の指数につくバーを意味する）。
【００１５】
　上述したようなＴＥＭ観察により、ＣＭＰ処理後のＳｉＣ単結晶基板の表面側（研摩面
側）から基板の厚み方向に発生した格子欠陥を見つけることができる。本発明者らの研究
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によると、従来のＣＭＰ処理、即ち、コロイダルシリカを砥粒に用いたＣＭＰ処理を行っ
たＳｉＣ単結晶基板では、その断面観察を行うと、研摩面から基板厚み方向に発生した格
子欠陥が多く観察されることを突き止めた。これに対して、本発明のＳｉＣ単結晶基板で
は、研摩面から基板厚み方向に発生した格子欠陥がほとんどなく、具体的には、研摩面と
平行な方向の１０μｍ長さの間で、研摩面から垂直方向に１００ｎｍ以内において、格子
欠陥が５個以下でしか観察されないため、高品質なエピタキシャル成長膜の形成が可能と
なる。
【００１６】
　本発明における格子欠陥とは、ＳｉＣ単結晶の原子の配列が理想的な３次元の周期配列
から多少ずれている部分や、結晶格子に歪みが発生している部分をいい、より具体的には
、グラインダー処理やラッピング等の加工によりＳｉＣ単結晶基板の研摩面側付近に発生
した、原子層の欠け、歪み、乱れより発生したものを指す。従来よりＳｉＣ単結晶基板の
断面観察により、表面から内部に向けて欠陥が存在していることは知られているが、通常
知られている欠陥は、研摩の最終工程で発生する研摩面の表面近傍の微細な欠陥について
検討されているもので、例えば、特許文献４によれば３ｎｍ以下のものが取り上げられて
いる。これに対して、本発明における格子欠陥は、ＳｉＣ単結晶基板の断面をＴＥＭ観察
した際に、その観察写真により写された結晶組織の中に存在する、研摩面と平行な方向の
幅が３０ｎｍ以上であり、研摩面に対して垂直な方向の長さ（深さと称する場合がある）
が５０ｎｍ以上の大きさのある結晶構造の欠け、歪み、乱れとして認められる部分として
見付け出されるものである。この格子欠陥はグラインダー処理やラッピングにより、Ｓｉ
Ｃ単結晶基板に大きな負荷が加えられたことで発生したものと考えられる。本発明のよう
な格子欠陥は、これまで想定されていたよりも、かなりの深さで基板内部に入り込んでお
り、この格子欠陥を除去するには、結晶自体に大きな負荷を加えないようにして、比較的
深く研摩する必要がある。表面近傍の欠陥に対しては、基板表面を水素によるエッチング
処理をすることで除去可能ではあるが、本発明の対象としている格子欠陥に対して水素エ
ッチング処理を行うと、そのエッチング時に加える熱に影響されて、格子欠陥がさらに発
生し易くなり、格子欠陥自体を増大させる傾向になる。そのため、かなりの深さで基板内
部に入り込んでいる格子欠陥をＳｉＣ単結晶基板から除去するために、水素エッチング処
理を行っても、格子欠陥を消滅させることができないと考えられる。
【００１７】
　本発明のＳｉＣ単結晶基板は、酸化マンガン粒子とマンガン酸イオンとを含有した溶液
からなる研摩材スラリーによりＣＭＰ処理することで得ることができる。固体状の酸化マ
ンガン粒子と、溶解したマンガン酸イオンが共存すると、炭化ケイ素や窒化ガリウム等の
高硬度部材を研摩する場合に、高い研摩力を発揮し、加工変質部由来の格子欠陥を効率的
に除去できる。
【００１８】
　本発明のＳｉＣ単結晶基板を製造する場合、酸化マンガン粒子としては、酸化マンガン
(ＩＩ)　ＭｎＯ、三酸化二マンガン(ＩＩＩ)　Ｍｎ２Ｏ３、二酸化マンガン　ＭｎＯ２、
四酸化三マンガン　Ｍｎ３Ｏ４等を適用することができ、特に酸化力が高い二酸化マンガ
ンが好適である。また、マンガン酸イオンとしては、ＭｎＯ４

－、ＭｎＯ４
２－、ＭｎＯ

４
３－、ＭｎＯ４

６－等を適用することができ、特に高い酸化性能を持つ過マンガン酸イ
オン(ＭｎＯ４

－)が好適である。研摩材スラリー中に、二酸化マンガン(ＭｎＯ２)と過マ
ンガン酸イオン(ＭｎＯ４

－)の両方を含む場合、特に研摩力の高いものとなる。
【００１９】
　研摩材スラリーの溶液中、マンガン酸イオンは０．５質量％以上であることが好ましく
、１．０質量％以上がより好ましい。かかる研摩材スラリーは、特に研摩力の高いものと
なる。マンガン酸イオンの濃度が高いほど、研摩力を高めることができるが、研摩材スラ
リーの取り扱い上の安全を確保するため、４０質量％以下であることが好ましく、２０質
量％以下がより好ましく、さらには１０質量％以下が特に好ましい。ここで、研摩材スラ
リー中における、マンガン酸イオンの含有量は、イオンクロマトグラフ法や吸光光度分析
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法により測定できる。
【００２０】
　また、酸化マンガン粒子は１．０質量％以上であることが好ましく、２．０質量％以上
が特に好ましい。かかる研摩材スラリーは、特に高い研摩力の高いものとなる。また、研
摩材スラリーの取り扱い上、好適な流動性を確保するため、３５質量％以下であることが
好ましく、１０質量％以下であることが特に好ましい。
【００２１】
　研摩材スラリー中のマンガン酸イオンと酸化マンガンとは、酸化マンガンに対して、マ
ンガン酸イオンがモル濃度で１／１０以上の割合で研摩材スラリー中に含まれることが好
ましく、モル濃度で１／２以上の割合であることが特に好ましい。この範囲内であると、
酸化マンガン粒子中の原子と、マンガン酸イオンとの平衡バランスが良く、特に研摩力の
高いものとなる。
【００２２】
　研摩材スラリーは、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属イオンを含むことが好まし
い。アルカリ金属イオンが含まれることにより、マンガン酸イオンがより高い酸化状態を
保ったままスラリー中に安定して存在することが可能となるからである。研摩材スラリー
にアルカリ金属イオンが含まれる場合、そのアルカリ金属イオンとマンガン酸イオンとが
、モル比１：１～６：１の割合で含まれていることが好ましい。
【００２３】
　研摩材スラリーの溶液は、中性からアルカリ性、すなわち、ｐＨ７以上であることが好
ましい。本発明の研摩材スラリーに含まれるマンガン酸イオンは、一般に酸性溶液中で高
い酸化性能を発揮することが知られているが、その一方、マンガン酸イオンと共に共存す
る酸化マンガン粒子は、酸性では分散状態を維持しにくく凝集し易い傾向となり、研摩対
象にキズをつけることもあるためである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、格子欠陥が極力抑制された表面を有するＳｉＣ単結晶基板であるので
、より欠陥の少ない高品質なエピタキシャル成長膜の形成が可能となり、高品質なエピタ
キシャル基板を効率的に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】実施例１　＜１１０＞方位の観察写真。
【図１Ｂ】実施例１　００４反射の明視野観察写真。
【図１Ｃ】実施例１　１－１０反射の暗視野観察写真。
【図２Ａ】比較例１　＜１１０＞方位の観察写真。
【図２Ｂ】比較例１　００４反射の明視野観察写真。
【図２Ｃ】比較例１　１－１０反射の暗視野観察写真。
【図３Ａ】比較例２　＜１１０＞方位の観察写真。
【図３Ｂ】比較例２　００４反射の暗視野観察写真。
【図３Ｃ】比較例２　１－１０反射の明視野観察写真。
【図４Ａ】比較例３　＜１１０＞方位の観察写真。
【図４Ｂ】比較例３　００４反射の明視野観察写真。
【図４Ｃ】比較例３　１－１０反射の暗視野観察写真。
【図５】比較例１の格子欠陥をカウントした際の観察写真。
【図６】比較例１の格子欠陥をカウントした際の観察写真。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明における最良の実施形態について説明する。
【００２７】
［実施例１］
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研摩材スラリーの作製：電解ＭｎＯ２(三井金属鉱業（株）製の微粒粉末(Ｄ５０＝０．３
０μｍ、比表面積４８．７ｍ２／ｇ、結晶子径２．０ｎｍ、結晶構造γ型ＭｎＯ２)２０
ｇと純水９８０ｇを混合し、これにＫＭｎＯ４(和光純薬社製)９．８ｇを加えて撹拌し、
研摩液（研摩材スラリー）を作製した。尚、結晶子径は、シェラー法による測定により得
た数値である。また、比表面積はＢＥＴ法による測定により得た数値である。
【００２８】
研摩試験：上記研摩液を用いて、以下の手順でＣＭＰ処理となる研摩試験を行った。研摩
対象は直径２インチのラッピングされた４Ｈ－ＳｉＣ基板を用いた。研摩は基板のＳｉ面
に対して行った。研摩装置として、エム・エー・ティー社製片面研摩機ＢＣ－１５を用い
た。定盤に取り付ける研摩パッドには、ニッタ・ハース社製ＳＵＢＡ＃６００を用いた。
定盤の回転数は６０ｒｐｍ、外周部速度は７１６３ｃｍ／ｍｉｎに設定した。またキャリ
ア回転数は６０ｒｐｍ、外周部速度は９６１ｃｍ／ｍｉｎに設定した。また、研摩時の荷
重は２００ｇｆ／ｃｍ２とした。研摩液の供給量は２００ｍＬ／ｍｉｎとした。なお、研
摩時間は３時間とした。
【００２９】
研摩性能評価：研摩後の評価は、以下のように行った。研摩前後の表面粗さＲａ（ＪＩＳ
　Ｂ０６０１）は、原子間力顕微鏡「Ｄｉｍｅｎｔｉｏｎ３１００」（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）により該基板の表面を測定し、同社のソフトウエア「Ｎａ
ｎｏｓｃｏｐｅ　５Ｖ」を用いて測定結果を解析することで求めた。測定条件は、測定範
囲＝１０μｍ×１０μｍ、測定点５１２×５１２ポイント、スキャンレート＝１Ｈｚとし
た。また、研摩前後の基板の質量差とＳｉＣの密度（３．１０ｇ／ｃｍ３）とから研摩レ
ート(ｎｍ／ｍｉｎ)を算出した。この評価結果を表１に示す。
【００３０】
断面観察：研摩後の基板の断面観察は、以下のように行った。研摩された基板は、その一
部をおよそ一辺８ｍｍの正方形の小片に割り取ったものを用いた。このとき、小片の少な
くとも一断面は（１１０）面となるように割り取った。次に、小片から厚さ１００ｎｍの
（１１０）面を切り出すため、日立ハイテクノロジーズ社製ＦＩＢ装置ＦＢ２００で薄膜
化した。このようにして作られた観察試料を、日本電子社製透過型電子顕微鏡ＪＥＭ－Ａ
ＲＭ２００Ｆで観察した。ＴＥＭ観察は、観察方位が＜１１０＞（図１Ａ）、及び００４
反射の明視野（図１Ｂ）の場合は２０万倍、１－１０反射の暗視野（図１Ｃ）が５万倍で
行った。以下の比較例１～３についても同様な断面観察を行った。
【００３１】
［比較例１］研摩液にフジミインコーポレーテッド社製コロイダルシリカスラリーＤＳＣ
１００１を使用した以外は、実施例１と同様の研摩試験ならびに断面観察を行った。表１
に研摩特性を、図２Ａ～図２Ｃに断面観察写真を示す。
【００３２】
［比較例２］直径２インチの市販の４Ｈ－ＳｉＣ基板にラッピングを行った。ラッピング
は基板のＳｉ面に対して行い、研摩液としてナノファクター社製ダイヤモンドスラリー１
／２ＰＣＳ－ＷＢ２を使用し、実施例１の研摩試験と同様にして行った。なお、ラッピン
グ時間は１０分とした。このラッピング後の基板に対し、実施例１と同様の断面観察を行
った。図３Ａ～図３Ｃに断面観察写真を示す。尚、実施例１及び比較例１のＣＭＰ処理を
行う前の基板は、この比較例２と同じラッピングを行ったものである。
【００３３】
［比較例３］エピタキシャル成長膜用に表面加工処理が施された市販の２インチの「エピ
レディ」４Ｈ－ＳｉＣ基板に対し、実施例１と同様の断面観察を行った。図４Ａ～図４Ｃ
に断面観察写真を示す。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
　図１Ａ～図１Ｃの観察写真の見方について説明すると、図１Ａにおいて、観察写真中央
の斜線部分（左上部から右下部方向に見える部分）が観察試料の境界面であり、この斜線
部分の右上側がＳｉＣ単結晶の結晶組織が写された部分である。同様に、図１Ｂ、図１Ｃ
も、同様に観察写真中央にある斜線部分よりも右上側がＳｉＣ単結晶基板側である。図２
Ａ～図４Ｃについても同様である。
【００３６】
　図１Ａに示すように、観察方位が＜１１０＞の場合、ＳｉＣ単結晶の周期的に格子が積
層された状態の結晶構造（一層の厚みは約１ｎｍ程度）であることが確認された。また、
その研摩表面が平滑な状態であることが確認された。また、図１Ｂに示す００４反射の明
視野観察、図１Ｃに示す１－１０反射の暗視野観察のどちらにおいても、ＳｉＣ単結晶基
板の結晶組織には、格子欠陥のような部分は全く観察されなかった。
【００３７】
　これに対して、コロイダルシリカを用いてＣＭＰ処理を行った比較例１の場合、観察方
位が＜１１０＞の観察写真では、研摩表面の平滑性がやや乱れたような部分が確認された
。そして、図２Ｂに示す００４反射の明視野観察では、幅（観察写真の斜線部分方向）が
３０ｎｍ以上で、長さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が５０ｎｍ以上の歪みが
生じている部分（格子欠陥）が存在していることが確認された。また、図２Ｃに示す１－
１０反射の暗視野観察においても、幅（観察写真の斜線部分方向）が３０ｎｍ以上で、深
さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が５０ｎｍ以上の歪みが生じている部分（格
子欠陥）が存在していることが確認された。
【００３８】
　比較例２については、ＣＭＰ処理前のラッピングまでの研摩処理であるため、加工変質
部がどのような状態であるか観察したものである。図３Ａに示すように、観察方位が＜１
１０＞の場合、研摩表面に大きな凹状の欠陥部分が存在していることが確認された。そし
て、図３Ｂに示す００４反射の明視野観察では、幅（観察写真の斜線部分方向）が４０ｎ
ｍ以上で、長さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が２０ｎｍ以上の歪みが生じて
いる部分（格子欠陥）が存在していることが確認された。また、同様に、図３Ｃに示す１
－１０反射の暗視野観察においても、幅（観察写真の斜線部分方向）が４０ｎｍ以上で、
深さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が５０ｎｍ程度の歪みが生じている部分（
格子欠陥）が存在していることが確認された。従って、実施例１のＣＭＰ処理を行う前の
ＳｉＣ単結晶基板には、明らかに加工変質部由来の欠陥が存在していることが確認された
。
【００３９】
　比較例３は、市販のエピレディ基板を観察したものであるが、図４Ａに示すように、観
察方位が＜１１０＞の場合、研摩表面には、格子欠陥のような部分が明確には確認されな
かった。しかしながら、図４Ｂに示す００４反射の明視野観察では、幅（観察写真の斜線
部分方向）が３０ｎｍ以上で、長さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が２０ｎｍ
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に、図３Ｃに示す１－１０反射の暗視野観察においても、幅（観察写真の斜線部分方向）
が４０ｎｍ以上で、深さ（観察写真の斜線部分に対して垂直方向）が２０ｎｍ程度の歪み
が生じている部分（格子欠陥）が存在していることが確認された。
【００４０】
　図５及び図６には、比較例１のＳｉＣ単結晶基板について、ｇ＝［００４］反射を用い
た明視野で、２万倍の倍率により格子欠陥の個数をカウントした時の観察写真を示す。こ
の図５Ａ及び図５Ｂについても、観察写真中央の斜線部分（左上部から右下部方向に見え
る部分）が観察試料の境界面であり、この斜線部分の右上側がＳｉＣ単結晶の結晶組織が
写された部分である。この図５Ａ及び図５Ｂにおいて矢印で示す部分が格子欠陥であると
してカウントを行った。この格子欠陥の個数のカウントは、研摩面と平行な方向（観察写
真の斜線部分方向）に沿って１０μｍ長さの範囲で行った。比較例１について５箇所の研
摩表面について調査したところ、１０μｍ長さの間に、少ない場合で６個以上、多い場合
は２０～３０個程度の格子欠陥が存在していることが判明した。また、観察された格子欠
陥は、研摩面から垂直方向に１００ｎｍ以内に発生した。同様方法により、実施例１につ
いても格子欠陥の個数をカウントしたところ、図１Ａ～Ｃに示したように、実施例１の基
板では格子欠陥は存在していなかったため、研摩面と平行な方向（観察写真の斜線部分方
向）に沿って１０μｍ長さの範囲で観察しても、格子欠陥の個数は０であった。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明によれば、高品質なエピタキシャル基板を効率的に製造することができる。

 
【要約】
本発明は、良好なエピタキシャル成長膜の形成が可能であり、高品質なエピタキシャル基
板を実現できるＳｉＣ単結晶基板を提供する。本発明は、ＣＭＰ処理された研摩面を有す
るＳｉＣ単結晶基板であって、ＳｉＣ単結晶基板の断面を、Ｌ、ｈをそれぞれ自然数とし
たときに、００Ｌの反射またはｈ－ｈ０反射について透過電子顕微鏡により観察をした際
に、研摩面から垂直方向に１００ｎｍ以内に発生したもので、研摩面と平行な方向の幅が
３０ｎｍ以上であり、研摩面に対して垂直な方向の長さが５０ｎｍ以上の大きさを有した
格子欠陥が、研摩面と平行な方向の１０μｍ長さの間に、５個以下観察されることを特徴
とする。
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】

【図６】
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