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［２］研究経過 
紫外線イメージングセンサーの研究開発は不可視

光の可視化技術として需要が高まっており、近年ま

すますその重要性を増している。本プロジェクトで

は、紫外線イメージングセンサーデバイスとして期

待される GaN 光電面デバイスのプロセス開発とし

て、GaN結晶成長技術における極性反転結晶成長技

術の開発および結晶成長メカニズムの解析を目的と

して行った。 
本プロジェクトは、本年度が2年目であった。こ

れまでの我々の研究では、紫外線イメージングセン

サーの開発において GaN 光電面が十分な量子効率

を持ち、透過型光電面としても用いることが可能で

あり、イメージングセンサーへの活用が可能である

ことを示してきた。しかしながら、GaN光電面の作

製プロセスにおいてはUVガラス基板との張り合わ

せ後に裏面からのエッチング工程による極薄膜の作

製プロセスが必要であり、この工程によって作製さ

れる光電面の膜厚や均一性によって量子効果が大き

く異なってくる。GaN光電面の膜厚における制御性

や均一性を得るためにウェットエッチングによるエ

ッチストップ層の導入が望まれている。GaNはウル

ツ鉱型結晶構造を持つため、c 軸方向に非対称であ

り、化学的な安定なGa極性面とKOH 溶液による

ウェットエッチングが可能なN 極性面が存在する。

我々はこの極性構造に着目し、極性を結晶成長中に

反転させGa極性GaN 上にN 極性GaN を結晶成

長させた極性反転構造を作製することによって、極

性が反転した領域でKOH溶液によるエッチストッ

プを行い GaN 光電面プロセスに利用することを考

えた。GaN結晶成長中において極性を反転させる技

術は分子線エピタキシー(MBE)法においてMg原子

の表面吸着層を形成することによって極性反転構造

の作製を実現されている。しかしながら、有機金属

気相エピタキシー(MOVPE) 法においては極性反

転結晶成長技術については報告例がなく、我々の研

究により高Mg ドープ層を 100nm 程度積層するこ

とによって極性反転構造を作製することを実現して

いた。昨年度の本プロジェクトの研究により極性反

転層の膜厚をさらに薄膜化し20nmとしている。 
本プロジェクトでは、現在の極性反転結晶成長技

術では極性反転領域の制御が不十分であり、更に制

御性を高める必要があるため、極性反転結晶成長メ

カニズムの解明および成長モデルの提案と実践を行

った。 
以下に研究活動状況の概要を記す。 
研究打ち合わせ：随時(共同研究者が同一キャンパ

スに在籍しているため) 
研究討論会：4回(7/27、10/19、11/30、1/18) 

 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
 本年度は、以下に示す研究成果を得た。 
 最初に、これまでの研究結果を補完する形で Mg
ドープによる極性反転が起こる領域を詳細に調べた。

結果を図1に示す。図1を見るとMgドープ量が増

加することによって極性反転が起こることがわかる。 

 
更に膜厚に関しても依存性が存在しており、膜厚

を厚くすると極性反転が起こりやすくなることが確

認できる。しかしながら通常の結晶成長モデルでの

極性反転を考えた場合、表面吸着したMg原子が表

面拡散して結晶化すると考えられるためMgドープ

層膜厚に依存するのは矛盾が生じる。そこでMgド

ープ量とMgドープ層膜厚の両方に依存する極性反

転結晶成長モデルとしてMg表面偏析が影響してい

るといったモデルを提案した。提案したMg偏析モ

デルは 



 

・Mg は表面偏析しており、偏析量はMg 供給を行

うことによって増加し、十分な偏析が起こると飽和

する。 
・GaNの極性反転はMgの表面偏析量がある一定量

以上になった場合に発現する。 
といったモデルである。このモデルでは、Mg 供給

量依存性とMgドープ層膜厚依存性も説明が可能で

ある。供給量と成長時間が短い場合には偏析層が十

分に形成されないために極性反転が起こらないが、

成長時間や供給量が増加することによって極性反転

が発現するといった現象が説明できるため図1に示

す極性反転発現領域の説明が可能である。そこでこ

のモデルを実証するためにパルス供給による極性反

転の検証を行った。通常では極性反転が起こらない

条件の供給を繰り返し行うことによって極性反転の

発現を確認することによってモデルの検証を行った。

具体的な検証モデルは図2に示す。 
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図2、Mg偏析モデルでのMgドーププロセスに
おける表面偏析層の時間変化のイメージ図  

1×1020cm-3のドープ量では 1 分間の供給時間では

極性反転が起こらず、5 分間の供給で極性反転が発

現する。1 分をパルス的に 5回繰り返すことによっ

て極性反転の発現を検証した。またパルス間におけ

るMg供給を行っていない状態の時間(パージ時間)
を変化させることによりパージ時間中でのMg偏析

量が減少による極性反転の発現抑制を調べた。この

検証実験の結果が図3である。パージ時間を短く設

定した場合には極性反転が発現しており、パージ時

間が短い場合には極性反転が発現していないことか

ら提案した偏析モデルは妥当であることが確認でき

た。 
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図3，各Mg供給プロセスで成長した
GaN表面顕微鏡像；(a)Mgドープ：1min，
(b)Mgドープ：5min， (c){Mgドープ：
1min+パージ：5分}×5回， (d){Mgドー
プ：1min+パージ：2分}×5回  

更に、表面偏析層が極性反転の発現に大きく寄与

していることから、ガス供給シーケンスにおいて積

極的に表面偏析を起こして極性反転を発現させるた

めに図4に示すようなシーケンスを用いた。 
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図4、Mg前流し供給による極性反転作製のガスシーケンス  
このシーケンスにおいて、Mg ドープ時間を詳細

に解析したところMg供給時におけるパイロメータ

ーの示す値は図5のように変化した。領域として三

段階にわかれており、おそらく Mg 表面吸着。Mg
偏析層形成、Mg 偏析層飽和状態の 3段階だと考え

られる。実際に各領域における時間をMg供給時間

に設定して極性反転結晶成長を試みたところ偏析層

飽和状態の領域において極性反転が発現した。十分

なMg供給により偏析層が形成され極性反転が起こ

ったものと考えられる。 
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図5、赤外放射温度計によるMg
供給開始後の表面温度変化
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これらの結果よりMg偏析層を形成することによ

って極性反転を任意の領域で作製することが可能と

なり、Mg ドーププロセスを用いた光電面作製プロ

セスにおいて新しい可能性を示唆する結果となった。  
 
（３－２）波及効果と発展性など 
 本プロジェクトは、紫外線イメージングセンサー

の開発として、GaN透過型光電面作製における極性

反転結晶成長技術の開発を行ってきた。Mg ドープ

プロセスを用いた極性反転結晶成長メカニズムにつ

いて詳細な検討を行った結果、Mg 偏析層の存在が

供給量や供給時間に依存しており、ある一定量を越

した際に極性反転が発現するといった事象を明らか

にした。今後、紫外線透過型イメージングセンサー

への応用が期待され、更なる発展が望まれている。 
本研究結果は GaN などのⅢ族窒化物半導体結晶

成長技術における新しい試みであり、Ⅲ族窒化物を

用いた新規光機能デバイスへの発展が期待される成

果を得た。また、Ⅲ族窒化物におけるサーファクタ

ントの概念などは結晶成長技術への応用展開が幅広

く考えられるため、本プロジェクトで得た知見から

様々なⅢ族窒化物を用いた研究分野への展開が期待

される。 
本プロジェクトにおいて、多様な分野の研究者と

の交流が実現し、アウトソーシングを見据えた研究

開発に展開している。また、技術的な交流を深める

ことにより他の研究プロジェクトへも展開がなされ

ており極限画像技術の一つである中性子検出器に関

する研究を開始しており、本プロジェクトを発端と

した別プロジェクトの発足にも至っている。 
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