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(57)【要約】

（修正有）

【課題】従来のミクロンオーダーサイズの単結晶に比べ
て大サイズであり、１：１：１：４相の結晶（ＩｎＧａ
ＺｎＯ４）の占有率の高い酸化物半導体単結晶及びその
製造方法、透明導電性材料並びに透明導電性基板の提供
。
【解決手段】インジウム、ガリウム、及び亜鉛を、Ｉｎ
：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：ａ（ａ＞１）で表されるモル比
で含む試料棒を、フローティングゾーン法により１気圧
を越える圧力下、酸素含有雰囲気中で加熱し、加熱によ
り生成した融液を冷却することにより、（ＩｎＧａＯ３
）ｍ（ＺｎＯ）ｎ（ｍ≧１、ｎ≧１、ｍ，ｎ：整数）で
表される組成を有する酸化物半導体の単結晶を製造する
工程を含む、酸化物半導体単結晶の製造方法。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、及び亜鉛（Ｚｎ）を下記式１で表されるモル
比で含む試料棒を、フローティングゾーン法により１気圧を越える圧力下、酸素含有雰囲
気中で加熱し、加熱により生成した融液を冷却することにより、下記式２で表される組成
を有する酸化物半導体の単結晶を製造する工程を含む、酸化物半導体単結晶の製造方法。
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：ａ
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

・・・式１
・・・式２

〔式１中、ａは、組成中に占めるＺｎのモル比を表し、ａ＞１を満たす。式２中、ｍ及
びｎは、整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。〕
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【請求項２】
前記圧力が、５気圧以上である請求項１に記載の酸化物半導体単結晶の製造方法。
【請求項３】
前記ａが、１．０５以上である請求項１又は請求項２に記載の酸化物半導体単結晶の製
造方法。
【請求項４】
前記式２で表される組成を有する酸化物半導体の単結晶が、ＩｎＧａＺｎＯ４単結晶で
ある請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載の酸化物半導体単結晶の製造方法。
【請求項５】
前記単結晶を製造する工程の後、更に、製造された前記単結晶を酸素含有雰囲気下、２
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５０℃以上の温度域で熱処理する工程を含む請求項１〜請求項４のいずれか１項に記載の
酸化物半導体単結晶の製造方法。
【請求項６】
前記熱処理する工程は、酸素含有雰囲気中の酸素濃度を、体積基準で２１％〜１００％
の範囲で調節しながら熱処理する請求項５に記載の酸化物半導体単結晶の製造方法。
【請求項７】
下記式２で表される組成を有し、かつ、ａ軸−ｂ軸面方向の電気伝導度σａｂが５０Ｓ
／ｃｍ以上であり、ｃ軸方向の電気伝導度σｃが０．１Ｓ／ｃｍ〜１．０Ｓ／ｃｍである
、酸化物半導体単結晶。
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

・・・式２
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〔式２中、ｍ及びｎは、整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。〕
【請求項８】
前記式２中のｍ及びｎが、ｍ＝ｎ＝１を満たす請求項７に記載の酸化物半導体単結晶。
【請求項９】
請求項７又は請求項８に記載の酸化物半導体単結晶を含む透明導電性材料。
【請求項１０】
請求項７又は請求項８に記載の酸化物半導体単結晶を含む透明導電性基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、酸化物半導体単結晶及びその製造方法、透明導電性材料、並びに透明導電性
基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
非晶質のＩｎ−Ｇａ−Ｚｎ−Ｏから構成される材料（ＩＧＺＯ）は、電気抵抗率が半導
体的な値を示し、非晶質シリコン（ａ−Ｓｉ）と同等以上の移動度を発現し得るものとし
て報告されており（例えば、非特許文献１参照）、従来から、いわゆるＩＧＺＯ系の材料
として注目を浴びている。
【０００３】
また、ＩＧＺＯ系酸化物材料の製造法のうち、単結晶を製造する方法としては、一般に
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、固相反応法をはじめ、フラックス法、ゾーンメルト法、引き上げ法、ガラスアニール法
等を利用して製造する技術が広く知られている。例えば固相反応法を利用した単結晶の製
造は、幾つか試みられた例がある（例えば、非特許文献２〜３参照）。
一方、集光式浮遊帯溶融法（フローティングゾーン法）によりＣｕＡｌＯ２単結晶を製
造することが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−９１２２２号公報
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【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Nature, 432(2004), p.488‑492
【非特許文献２】M.Nespolo et.al. Cryst. Res. Technol. 35(2000) p.151‑165
【非特許文献３】W. Assenmacher et. Al. J. Solid St. Chem. 215(2014) p.176‑183
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従来から、ＩＧＺＯ系酸化物材料の単結晶を製造する試みはなされているが、いずれも
ミクロンサイズの極微小な単結晶が育成した報告があるに留まり、物性測定が可能な程度
のサイズのバルク状単結晶を育成するに至った報告例はない。
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【０００７】
単結晶のサイズがあまり小さ過ぎると、結晶精度の信頼性が低いばかりか、物性測定が
制限され、単結晶の応用が促されない課題がある。
【０００８】
本開示は、上記に鑑みてなされたものである。即ち、
本発明の一実施形態が解決しようとする課題は、従来のミクロンオーダーサイズの単結
晶に比べて大サイズであり、１：１：１：４相の結晶（ＩｎＧａＺｎＯ４）の占有率の高
い酸化物半導体単結晶及びその製造方法を提供することにある。
本発明の他の実施形態が解決しようとする課題は、良好な導電性を有する透明導電性材
料及び透明導電性基板を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するための具体的手段には、以下の態様が含まれる。
＜１＞

インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、及び亜鉛（Ｚｎ）を下記式１で表さ

れるモル比で含む試料棒を、集光式浮遊帯溶融法（フローティングゾーン法）により１気
圧を越える圧力下、酸素含有雰囲気中で加熱し、加熱により生成した融液を冷却すること
により、下記式２で表される組成を有する酸化物半導体の単結晶を製造する工程を含む酸
化物半導体単結晶の製造方法である。
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：ａ
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

・・・式１
・・・式２
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式１において、ａは、組成中に占めるＺｎのモル比を表し、ａ＞１を満たす。式２中、
ｍ及びｎは、整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
【００１０】
＜２＞

前記圧力が、５気圧以上である前記＜１＞に記載の酸化物半導体単結晶の製造

方法である。
【００１１】
＜３＞

前記ａが、１．０５以上である前記＜１＞又は前記＜２＞に記載の酸化物半導

体単結晶の製造方法である。
【００１２】
＜４＞

前記式２で表される組成を有する酸化物半導体の単結晶が、ＩｎＧａＺｎＯ４
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単結晶である前記＜１＞〜前記＜３＞のいずれか１つに記載の酸化物半導体単結晶の製造
方法である。
【００１３】
＜５＞

前記単結晶を製造する工程の後、更に、製造された前記単結晶を酸素含有雰囲

気下、２５０℃以上の温度域で熱処理する工程を含む前記＜１＞〜前記＜４＞のいずれか
１つに記載の酸化物半導体単結晶の製造方法である。
【００１４】
＜６＞

前記熱処理する工程は、酸素含有雰囲気中の酸素濃度を、体積基準で２１％〜

１００％の範囲で調節しながら熱処理する前記＜１＞〜前記＜５＞のいずれか１つに記載
の酸化物半導体単結晶の製造方法である。
＜７＞
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下記式２で表される組成を有し、かつ、ａ軸−ｂ軸面方向の電気伝導度σａｂ

が５０Ｓ／ｃｍ以上であり、ｃ軸方向の電気伝導度σｃが０．１Ｓ／ｃｍ〜１．０Ｓ／ｃ
ｍである、酸化物半導体単結晶である。
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

・・・式２

式２において、ｍ及びｎは、整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
【００１５】
＜８＞

前記式２中のｍ及びｎが、ｍ＝ｎ＝１を満たす前記＜７＞に記載の酸化物半導

体単結晶である。
【００１６】
＜９＞

前記＜７＞又は前記＜８＞に記載の酸化物半導体単結晶を含む透明導電性材料
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である。
＜１０＞

前記＜７＞又は前記＜８＞に記載の酸化物半導体単結晶を含む透明導電性基

板である。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の一実施形態によれば、従来のミクロンオーダーサイズの単結晶に比べて大サイ
ズであり、１：１：１：４相の結晶（ＩｎＧａＺｎＯ４）の占有率の高い酸化物半導体単
結晶及びその製造方法が提供される。
本発明の他の実施形態によれば、良好な導電性を有する透明導電性材料及び透明導電性
基板が提供される。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】フローティングゾーン装置の一例の概略の構成を示す概略断面図である。
【図２Ａ】フローティングゾーン法により結晶を育成していく過程を説明するための説明
図である。
【図２Ｂ】結晶育成条件を説明するための説明図である。
【図３】フローティングゾーン法で結晶育成している過程の炉内の試料の様子を示す写真
である。
【図４】圧力０．９ＭＰａ、出発物質の混合比（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）１：
１：２．２の条件で育成した単結晶のＸＲＤ強度比を示す図である。
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【図５Ａ】アニール処理前の単結晶片の外観を示す写真である。
【図５Ｂ】アニール処理後の単結晶片の外観を示す写真である。
【図６】アニール処理前後の透過率を対比して示すグラフである。
【図７】圧力０．８ＭＰａ、出発物質の混合比（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）１：
１：２．２の条件で育成した単結晶のＸＲＤ強度比を示す図である。
【図８】大気圧、出発物質の混合比（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）１：１：２の条
件で育成した結晶のＸＲＤ強度比を示す図である。
【図９】圧力０．９ＭＰａ、出発物質の混合比（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）１：
１：２の条件で育成した単結晶のＸＲＤ強度比を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
以下、本開示の酸化物半導体単結晶及びその製造方法について詳細に説明し、この説明
を通じて、本開示の透明導電性材料及び透明導電性基板の詳細についても述べることとす
る。
【００２０】
また、本明細書中の「工程」の用語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に
区別できない場合であっても、その工程の所期の目的が達成されれば本用語に含まれる。
【００２１】
本明細書において、「〜」を用いて示された数値範囲は、「〜」の前後に記載された数
値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。本開示に段階的に記載されている
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数値範囲において、ある数値範囲で記載された上限値又は下限値は、他の段階的な記載の
数値範囲の上限値又は下限値に置き換えてもよい。また、本開示に記載されている数値範
囲において、ある数値範囲で記載された上限値又は下限値は、実施例に示されている値に
置き換えてもよい。
【００２２】
＜酸化物半導体単結晶の製造方法＞
本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法は、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、
及び亜鉛（Ｚｎ）を下記式１で表されるモル比で含む試料棒を、フローティングゾーン法
により１気圧を越える圧力下、酸素含有雰囲気中で加熱し、加熱により生成した融液を冷
却することにより、下記式２で表される酸化物半導体の単結晶を製造する工程（以下、「
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単結晶製造工程」ともいう。）を含み、好ましくは製造された単結晶を熱処理する工程（
以下、「熱処理工程」ともいう。）を含み、必要に応じて、更に他の工程を有していても
よい。
【００２３】
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：ａ

（式１）

式１において、ａは、組成中に占めるＺｎのモル比を表し、ａ＞１を満たす。
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

（式２）

式２において、ｍ及びｎは、それぞれ独立に整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
【００２４】
従来から、固相反応法等の方法を利用してＩＧＺＯ系酸化物材料の単結晶を製造する試
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みはなされているが、ミクロンサイズの極微小な単結晶が育成した報告があるに留まり、
物性の測定が可能な程度のサイズのバルク状単結晶を育成し得る方法については、未だ報
告された例はないのが実情である。
ＩＧＺＯ系酸化物は、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、及び亜鉛（Ｚｎ）を含
む酸化物であり、含有元素のうち、Ｉｎ及びＺｎの酸化物は、Ｇａの酸化物に比べて蒸気
圧が大きく、結晶育成中にＩｎ及びＺｎの酸化物が蒸発して所期の組成を保持することが
難しいとされてきた。特に組成中のＺｎ成分は、含有比が低くなる傾向がある。
そのため、フローティングゾーン法のように高温環境で結晶を育成する方法は、蒸気圧
の高い成分の蒸発を招き、蒸気圧の大きいＩｎ及びＺｎの酸化物を含む単結晶の製造には
、例えば固相反応法などの他の方法が適用されるのが一般的であった。
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【００２５】
上記の事情を踏まえ、本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法では、結晶の育成環境を
大気圧より高めたフローティングゾーン法を適用し、かつ、フローティングゾーン法で結
晶育成する際に用いる試料の組成を、Ｚｎの含有比をＩｎ及びＧａより高めた組成として
、ＩＧＺＯ系酸化物材料の単結晶を製造する。これにより、試料中の成分の蒸発が抑えら
れ、成分の蒸発に伴う特定元素（例えば酸化状態での蒸気圧が高いＺｎ等）の含有比の著
しい変化が抑制される。結果、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎの組成を有する酸化物半
導体の単結晶が形成されやすい。また、フローティングゾーン法により試料が液相化する
ことにより、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎの組成を有する単結晶を、ミクロンサイズ
の従来の単結晶よりサイズが大きく、かつ、厚みのあるバルク状の単結晶として製造する
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ことができる。
【００２６】
以下に、本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法における各工程について詳述する。
【００２７】
−単結晶製造工程−
本開示における単結晶製造工程は、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、及びＺｎ
（亜鉛）を式１で表されるモル比で含む試料棒を、フローティングゾーン法により１気圧
を越える圧力下、酸素含有雰囲気中で加熱し、加熱により生成した融液を冷却することに
より、式２で表される酸化物半導体の単結晶を製造する。
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：ａ

式１

（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ
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式２

なお、式１において、ａは、組成中に占めるＺｎのモル比を表し、ａ＞１を満たす。式
２において、ｍ及びｎは、それぞれ独立に整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
【００２８】
フローティングゾーン法（ＦＺ法（Floating Zone法）；集光式浮遊帯溶融法）は、銅
酸化物超伝導材料を含む酸化物単結晶の製造に一般に用いられる手法であり、図１に示す
ように、ハロゲンランプ１２からの光を回転楕円体ミラー１４によって集光し、溶融場で
ある石英管１６内において多結晶からなるロッド状試料棒２０の一部を高温にして融液（
融解部分）を保持し、徐々にロッド状試料棒２０を移動させて融解部分をゆっくり冷やし
ていくことで単結晶を得ることができる。ロッド状試料棒２０の下部には、種結晶１８を

20

配置することができる。ロッド状試料棒２０を高温で融かすため、試料中に蒸気圧の高い
成分が含まれると組成に変化を来たし、所望とする組成の結晶が得られにくい。
ＩＧＺＯ系酸化物材料に含まれるＩｎ及びＺｎの酸化物は、比較的蒸気圧が高く、蒸発
しやすいため、通常はフローティングゾーン法による結晶化には適さない。
このような状況下、本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法では、フローティングゾー
ン法を利用して結晶育成する際の石英管内の圧力を高め、単結晶の育成を行う。具体的に
は、１気圧を越える加圧雰囲気下で試料棒をフローティングゾーン法で加熱して融液にし
、単結晶化を試みると、試料棒に含まれるＩｎ及びＺｎの酸化物成分の蒸発が抑えられる
。これにより、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎで表され、かつ、バルク状の酸化物半導
体の単結晶を製造することが可能になる。この際、単結晶の育成に用いる試料棒は、Ｉｎ
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及びＧａに対してＺｎの含有濃度が高い組成を有していることが好ましい。
【００２９】
本工程では、式１で表されるモル比で含む試料棒が用いられる。
試料棒は、フローティングゾーン法で単結晶を育成する過程で形成する融液の原料とな
る試料であり、本開示における単結晶製造工程では、酸化状態で蒸発しやすいＺｎ（下記
の反応式参照）の試料棒中における含有比率を高める。
Ｉｎ２Ｏ３＋Ｇａ２Ｏ３＋２ＺｎＯ

→

２（ＩｎＧａＯ３）ＺｎＯ

→ （ＩｎＧａＯ３）２ＺｎＯ＋ＺｎＯ↑
これにより、単結晶の育成過程でＺｎが蒸発等で特異的に減少する等が原因で、Ｉｎ及
びＧａに対して相対的にＺｎが不足することによって他の組成（例えば２：２：１：７相

40

の結晶（Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７））が生成されやすくなることが抑制されるため、１：１
：１：４相の結晶（ＩｎＧａＺｎＯ４）の生成を促進することができる。
【００３０】
具体的には、試料棒を、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ（モル比）＝１：１：ａ（ａ＞１）の関係を
満たす組成とする。
試料棒中のＺｎのモル比ａは、１より大きい範囲であればバルク状の単結晶を得やすい
。中でも、試料棒の組成中に占めるＺｎのモル比ａとしては、１．０５以上の範囲（Ｉｎ
及びＧａに対して５％以上多い範囲）が好ましく、１．１０以上の範囲（Ｉｎ及びＧａに
対して１０％以上多い範囲）がより好ましい。モル比ａの上限は、特に制限されるもので
はなく、３．００以下としてもよい。
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組成中のＺｎのモル比ａが１．０５以上の範囲であると、２：２：１：７相の結晶（Ｉ
ｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７）等の他の組成の生成がより抑えられ、１：１：１：４相の単結晶（
ＩｎＧａＺｎＯ４結晶）がより安定的に得られやすくなる。
【００３１】
前記式２において、整数を表すｍ及びｎは、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
ｍの範囲としては、１〜３であってもよく、１〜２であってもよい。
ｎの範囲としては、特に制限はなく、１〜５であってもよく、１〜３であってもよく、
１〜２であってもよい。
ｍ及びｎの好ましい範囲は、ｍが１〜２であり、かつ、ｎが１〜２である範囲としても
よい。半導体材料として好適な組成の一つとして、ｍ及びｎは、ｍ＝ｎ＝１（即ち、１：

10

１：１：４相の単結晶（ＩｎＧａＺｎＯ４結晶））であってもよい。
【００３２】
本工程では、上記の試料棒を用い、フローティングゾーン法により１気圧を越える加圧
雰囲気下で試料棒を加熱する。これにより、融液を生成した際の含有成分の蒸発が抑えら
れ、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎの組成を有するバルク状の酸化物半導体の単結晶が
育成される。
加圧雰囲気下で融液を生成して単結晶化する際の圧力は、上記と同様の理由から、５気
圧以上が好ましく、７気圧以上がより好ましい。圧力の上限は、装置の性能上の点で、９
気圧以下とされてもよい。
【００３３】
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融液が生成される空間（一般には石英管）内の圧力は、空間内に大気などの酸素含有ガ
スを一端から供給することによって雰囲気圧を制御することで調節することができる。
例えば石英管に大気を一端から供給する場合、管内の圧力は、装置に取り付けた圧力計
によって把握することができる。
【００３４】
本工程では、上記の加圧環境下、フローティングゾーン法により試料棒を酸素含有雰囲
気中で加熱する。酸素含有雰囲気中で加熱することにより、製造される単結晶中の酸素欠
陥が少なく抑えられると考えられる。
融液を生成する管内の酸素含有雰囲気中の酸素含有量は、酸素欠陥の少ない単結晶を得
る観点から、体積基準で２１％〜１００％の範囲が好ましい。
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融液が生成される管内の酸素濃度は、原理的には酸素分圧依存性を持つジルコニア固体
電解質を利用した素子を利用するジルコニア式酸素濃度計にて求められる値であり、例え
ば、横河電気株式会社の一体型ジルコニア酸素濃度計ＺＲ２０２Ｇを用いて測定すること
ができる。
【００３５】
試料棒を融かして融液部とする際の加熱温度は、試料棒から融液にすることができる温
度であれば特に制限されるものではない。
加熱温度は、装置中のランプに供給する電力に相関するものであり、ランプ出力を変化
させることにより加熱温度を調整することができる。ランプの電力は、４００Ｗ〜８００
Ｗの範囲としてよい。

40

試料棒を部分的に加熱して融液部を形成して単結晶を育成する場合、例えば図１に示す
ように、ハロゲンランプ等の光源からの光を回転楕円体ミラーによって集光し、溶融場で
ある石英管内において多結晶で作った試料棒の一部を融液の状態で保持することが好まし
い。この際、試料棒の融液部の状態を適宜観察し、確認しながら、ランプの出力を調節す
ることが好ましい。
ランプ出力が大きくなり過ぎないように調節することで、融液量が増え過ぎるのを回避
し、融液が垂れることを防止することができる。また、ランプ出力が小さくなり過ぎない
ように調節することで、融液が不足しない範囲に保持でき、融液が少なくなり過ぎて上下
軸が衝突して軸がぶれるのを回避することができる。
【００３６】
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上記のように加熱によって生成された融液は冷却され、融液部をゆっくり冷やしていく
ことで単結晶が得られる。
フローティングゾーン法による場合、例えば図２Ａに示すように、融液部を表面張力に
よって支えながら、試料棒を移動させて全体を下方に移動させることで融液部を冷却して
単結晶を製造する。
【００３７】
フローティングゾーン法により単結晶を製造する方法を具体的に説明する。
まず初めに、試料棒を作製するためのＩｎＧａＺｎＯ４多結晶を作製する。即ち、
出発物質を秤量し、秤量した出発物質に溶媒を加えて混合し、混合した溶媒は蒸発除去
する。混合方法には、特に制限はなく、例えば、乳鉢を用い、乳棒を用いて混合してもよ
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い。
混合は、溶媒を加えて行う湿式混合が好ましい。湿式混合によると、粉体をより均一に
混合できる点で有利である。
混合時に用いる溶媒としては、出発物質との反応性が低い溶媒が好ましく、例えば、ア
ルコール溶媒（例えばエタノール）、ケトン溶媒（例えばアセトン）等を用いることがで
きる。中でも、混合時又は混合終了後に容易に蒸発する溶媒が好ましく、アルコール溶媒
は好ましい。
また、混合時に用いる溶媒の混合量としては、出発物質の合計質量に対して、７０質量
％〜１５０質量％が好ましく、８０質量％〜１２０質量％がより好ましい。
【００３８】
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出発物質は、混合前にあらかじめ焼く作業を施し、含有される水分及び不純物を除去し
ておくことが好ましい。この場合の作業条件は、水分及び不純物の除去が可能な条件であ
ればよく、例えば、以下に示す条件としてもよい。
到達温度：７００℃〜９００℃
到達温度での保持時間：２０時間〜２５時間（加熱温度に依存する）
昇温速度：３００℃／ｈ〜５００℃／ｈ
降温速度：炉冷（炉内放冷）
【００３９】
なお、本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法に用いる試料棒は、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝
１：１：ａ（ａ＞１；モル比）の組成を有するものであり、出発物質として、Ｉｎ、Ｇａ
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及びＺｎの各酸化物、具体的にはＩｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３及びＺｎＯが好適に用いられる
。
試料棒におけるＺｎの配合比率は、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２（モ
ル比）である正規組成比よりも多くなるように調整される。
試料棒としては、ロッド形状のロッド試料を用いることができる。
【００４０】
混合後、溶媒が蒸発除去された後に出発物質を擂潰する。
擂潰は、出発物質を混ぜることに加え、出発物質をなるべく細かく砕いて粒径を小さく
することを目的として行う。つまり、擂潰は、強い力で擂り潰しながら混ぜる作業である
。この点、各出発物質を均一に混ぜることを目的とする混合とは区別される。擂潰により
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、出発物質の粒子が細かくなり、表面積が増えて反応性を高め、また、均一性を向上させ
ることができる。
【００４１】
次に、擂潰後の各出発物質を電気炉にて焼成して多結晶を育成し、炉冷して多結晶試料
を得る。焼成条件は、例えば、以下に示す条件としてもよい。
焼成温度：１０００℃〜１３００℃
焼成時間（到達温度での保持時間）：４５時間〜５０時間（焼成温度に依存する）
昇温速度：６００℃／ｈ〜６５０℃／ｈ
降温速度：炉冷（炉内放冷）
続いて、得られた多結晶試料に静水圧をかけ、静水圧によって全方向から均等に圧力を
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かけて所望形状に押し固めて成形する。
【００４２】
その後、成型された多結晶試料を電気炉で焼結し、炉冷して目的とする試料棒を得る。
ここでの焼結は、上記の焼成と異なり、所望形状に固めることを目的として行うものであ
る。なお、焼結条件は、例えば、上記の焼成条件と同様とすることができる。
そして、得られた試料棒を，フローティングゾーン法を利用して単結晶を育成する装置
にセットし、１気圧を越える圧力下、酸素含有雰囲気中で加熱し、加熱により生成した融
液を冷却することにより、酸化物半導体の単結晶を製造する。試料棒の一端に相手材とし
て配置される種結晶は、設置されてもされていなくてもよい。種結晶を設置しない場合は
10

多結晶棒を相手材として設置することが好ましい。
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４は、下記式（ａ）で示す化学反応式にて生成される。
Ｉｎ２Ｏ３＋Ｇａ２Ｏ３＋２ＺｎＯ

→

２ＩｎＧａＺｎＯ４

式（ａ）

【００４３】
本工程では、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎで表される酸化物半導体の単結晶が製造
される。ｍ及びｎは、整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
単結晶の組成は、ｍ＝１の組成であってもよい。具体的には下記で表される。
ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｎ

（ｎ≧１）

また、単結晶の組成は、ｍ＝ｎ＝１であるＩｎＧａＺｎＯ４であってもよい。
【００４４】
酸化物半導体の単結晶の結晶構造は、Ｘ線回折（X‑ray Diffraction；ＸＲＤ）法によ
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って特定が可能である。また、酸化物半導体の単結晶の結晶組成は、蛍光Ｘ線元素分析（
X‑ray Fluorescence；ＸＲＦ）法によって特定が可能である。
【００４５】
−熱処理工程−
本開示の酸化物半導体単結晶の製造方法では、上記の単結晶製造工程の後工程として、
単結晶製造工程で製造された単結晶を熱処理する熱処理工程を更に設けてもよい。
単結晶製造工程で製造された単結晶を熱処理に供することによって、バルク状の単結晶
の色味及び導電性の調整を行うことが可能である。
【００４６】
具体的には、単結晶製造工程の後に、製造されたバルク状の単結晶を酸素含有雰囲気下
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、２５０℃以上の温度域で熱処理することが好ましい。熱処理の温度範囲については、目
的又は単結晶の用途等で適宜選択すればよい。
熱処理の温度が２５０℃以上であることで、導電性の程度を調整することが可能である
。また、単結晶に酸素欠損がある場合は、結晶への酸素の導入で酸素欠損が補われ、単結
晶の色相を調整（例えば着色のない結晶にする）ことができる。
上記のうち、熱処理の温度としては、酸素の導入による単結晶の色相及び電導性の調整
が行いやすい理由から、２５０℃〜１０００℃の範囲がより好ましく、２５０℃を超え５
００℃以下の範囲がより好ましい。
なお、熱処理の温度域が１０００℃以下であると、加熱炉の温度上の制約の観点から有
利である。

40

【００４７】
熱処理時間は、熱処理の温度にもよるが、被加熱体である単結晶の体積に応じて適宜選
択することが好ましい。例えば、薄い試料又は小サイズの試料（例えば、１辺の長さが約
３ｍｍ、厚さが約０．１ｍｍ程度の試料）の場合は、２５０℃〜１０００℃にて７２時間
〜１６８時間とすることができる。
【００４８】
単結晶製造工程で製造されたバルク状の単結晶は、酸素欠損が生じて例えば青色系に着
色された結晶として得られる場合がある。本開示の酸化物半導体単結晶は、酸素含有雰囲
気で熱処理することで、無色透明性の単結晶としての使用が可能になる。
【００４９】
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また、酸素含有雰囲気下での熱処理により、バルク状の単結晶の導電性の制御が可能で
ある。即ち、熱処理時に単結晶が置かれる雰囲気中の酸素濃度を調整することによって単
結晶の導電性を調整することができる。これにより、目的又は用途等に応じた導電性を有
するバルク状の単結晶を提供することが可能になる。
【００５０】
熱処理工程において熱処理を行う場合、酸素含有雰囲気中の酸素濃度は、単結晶の着色
度合い、所望とする色合い、導電性、又は熱処理諸条件により適宜選択すればよく、酸素
濃度は、例えば体積基準で２１％〜１００％の範囲に調節されてもよい。酸素濃度が上記
の範囲内であると、単結晶の酸素欠陥を修復することができ、単結晶の色相及び導電性の
10

調整が容易に行える。
【００５１】
また、単結晶の導電性の調整は、熱処理時に単結晶が置かれる雰囲気を還元雰囲気に調
整することによって行ってもよい。具体的には、熱処理時に単結晶が置かれる雰囲気中の
水素濃度を調整することによって単結晶の導電性を調整してもよい。上記のように酸素含
有雰囲気で単結晶中の酸素欠損を補うのとは逆に、単結晶に還元処理を施して酸素欠損の
状態を制御してもよい。
【００５２】
＜酸化物半導体単結晶＞
本開示の酸化物半導体単結晶は、式２で表される組成を有し、かつ、ａ軸−ｂ軸面方向
の電気伝導度σａが５０Ｓ／ｃｍ以上であり、ｃ軸方向の電気伝導度σｃが０．１Ｓ／ｃ
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ｍ〜１．０Ｓ／ｃｍである。
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎ

・・・式２

式２において、ｍ及びｎは、それぞれ独立に整数を表し、ｍ≧１及びｎ≧１を満たす。
【００５３】
本開示の酸化物半導体単結晶が、式２で表される組成を有する結晶である点、及び式２
中のｍ及びｎの好ましい範囲等の好ましい態様については、既述の通りである。
式２で表される組成を有する酸化物半導体単結晶の例としては、１：１：１：４相の結
晶（ＩｎＧａＺｎＯ４）、２：２：１：７相の結晶（Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７）、１：１：
２：５相の結晶（ＩｎＧａＺｎ２Ｏ５）等が含まれる。
酸化物半導体単結晶の中でも、１：１：１：４相の結晶（ＩｎＧａＺｎＯ４）は好適で
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ある。
【００５４】
また、本開示の酸化物半導体単結晶は、既述のように、ミクロンサイズの従来の単結晶
よりサイズが大きく、かつ、厚みのあるバルク状の単結晶である。
従来から知られたＩＧＺＯ系酸化物材料は、ミクロンサイズの単結晶が製造されるに留
るものであり、従って単結晶のａ軸−ｂ軸面に直交するｃ軸方向の電気伝導性は測定がな
されていない。これに対し、本開示の酸化物半導体単結晶は、ｃ軸方向に０．１Ｓ／ｃｍ
〜１．０Ｓ／ｃｍの電気伝導度σｃを有している。即ち、本開示の酸化物半導体単結晶は
、オーダーが異なるものの、ａ軸−ｂ軸面方向とｃ軸方向とにおいて電気伝導性を示す。
具体的には、本開示の酸化物半導体単結晶は、ｃ軸方向に、ａ軸−ｂ軸面方向の電気伝導
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性に対して数オーダー異なるが、０．１Ｓ／ｃｍ以上の電気伝導度を有している。
【００５５】
本開示の酸化物半導体単結晶は、従来のマイクロオーダーより大きいミリオーダーの辺
長を有する単結晶であり、最大長さが１ｍｍ以上の単結晶であり、好ましくは最大長さが
１０ｍｍ以上の単結晶である。
単結晶の最大長さは、定規により測定することが可能である。
【００５６】
本開示の酸化物半導体単結晶では、ａ軸−ｂ軸面方向の電気伝導度σａｂは、５０Ｓ／
ｃｍ以上であり、既述の熱処理の有無等によって異なるが、好ましくは、５０Ｓ／ｃｍ〜
６００Ｓ／ｃｍである。中でも、熱処理前における電気伝導度は、３００Ｓ／ｃｍ〜６０
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０Ｓ／ｃｍの範囲が好適であり、また、熱処理を施した後の電気伝導度は、５０Ｓ／ｃｍ
〜２００Ｓ／ｃｍの範囲が好適である。
【００５７】
また、ｃ軸方向の電気伝導度σｃは、０．１Ｓ／ｃｍ〜１．０Ｓ／ｃｍである。
熱処理前における電気伝導度としては、０．１Ｓ／ｃｍ〜１．０Ｓ／ｃｍが好適である
。また、熱処理を施した後の電気伝導度としては、０．０１Ｓ／ｃｍ〜０．１Ｓ／ｃｍの
範囲が好適である。
【００５８】
なお、単結晶の電気伝導度は、４端子法を用いて室温（２５℃）で測定される値である
。測定には、一方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍの単結晶を用いることで好適に行える。また
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、ｃ軸方向の電気伝導度を測定する場合は、ｃ軸と垂直な方向に結晶面を持つ板状試料の
一方面に電圧と電流の端子を１つずつ互いに平行に配置し、他方面に残りの２つの端子を
同様に互いに平行になるように配置し、さらに電流の端子間を結ぶ線と電圧の端子間を結
ぶ線とが交差するように端子を配置して測定する。
【００５９】
本開示の酸化物半導体単結晶は、ｃ軸方向に電気伝導度を有し、かつ、ｃ軸方向の電気
伝導度の測定が可能なバルク状の単結晶が得られる方法であれば、任意の製造方法を選択
して製造してもよい。従来から知られた単結晶に比べて大サイズのバルク状単結晶を安定
的に製造する観点から、本開示の酸化物半導体単結晶は、好ましくは、既述の本開示の酸
化物半導体単結晶の製造方法により製造される。
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【００６０】
＜透明導電性材料＞
本開示の透明導電性材料は、既述の本開示の酸化物半導体単結晶を含むものである。
既述の本開示の酸化物半導体単結晶が含まれることにより、本開示の透明導電性材料は
（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎで表される組成の単結晶をバルク状結晶として含むので
、所望とする導電性を得やすく、用途に応じた形状に加工しやすい。
【００６１】
なお、「透明」とは、光の透過率が３０％以上であって、透過光を材料又は基板等の機
能として利用することができる、あるいは材料又は基板等の性能の向上に利用することが
できる性状をいう。光の透過率は、４０％以上であることが好ましい。
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なお、光の透過率は、以下の方法で測定される値である。
厚さ０．１９５ｍｍ、ａ軸−ｂ軸面方向の大きさが２ｍｍ×３ｍｍの単結晶試料に対し
、分光光度計Ｕ−３０１０（株式会社日立ハイテクサイエンス製、光源：Ｄ２ランプ（１
７０ｎｍ〜４００ｎｍ）及びＷＩランプ（３７０ｎｍ〜９００ｎｍ））を用いて下記条件
にて透過率を測定する。この際、光源のランプを低波長領域と高波長領域とに自動で切り
替え、それぞれ２回ずつ測定を行った後、２つの測定値の平均値を透過率とする。
<条件>
スリット幅：１ｎｍ
スキャンスピード：３００ｎｍ／ｍｉｎ
測定波長：２００ｎｍ〜８５０ｎｍ
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光源の切り替え波長：３３０ｎｍ
【００６２】
＜透明導電性基板＞
本開示の透明導電性基板は、既述の本開示の酸化物半導体単結晶を含むものであり、本
開示の酸化物半導体単結晶からなるものでもよい。なお、「透明」とは、既述した通りで
ある。
本開示の透明導電性基板は、既述の本開示の酸化物半導体単結晶が含まれることにより
、（ＩｎＧａＯ３）ｍ（ＺｎＯ）ｎで表される組成の単結晶をバルク状結晶として含む。
これにより、所望とする導電性を得やすく、用途に応じた形状に加工しやすい。
【００６３】
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透明導電性基板の厚みは、用途又は目的等により適宜選択することができる。
既述の酸化物半導体単結晶を透明導電性基板としてそのまま用いることも可能であり、
この場合の透明導電性基板の厚みは、酸化物半導体単結晶の大きさに由来して数十ミリ〜
数ミクロンの広範な範囲で任意に選択することができる。
【実施例】
【００６４】
以下、本発明の一実施形態を実施例により更に具体的に説明する。但し、本発明はその
主旨を越えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。
【００６５】
（実施例１）

10

本実施例では、フローティングゾーン法により、石英管内に配置した試料棒（ロッド状
試料）を融かして融液とし、石英管内のガス圧を０．９ＭＰａとして結晶育成した場合を
示す。
原料となる試料棒には、正規組成比（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［モル比］）より
もＺｎの混合比が１０ｍｏｌ％多いロッド状試料（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１．１［
モル比］）を用いた。
【００６６】
−１．ＩｎＧａＺｎＯ４多結晶の作製−
出発物質として、Ｉｎ２Ｏ３（純度：９９．９９％、フルウチ化学株式会社）、Ｇａ２
Ｏ３（純度：９９．９９％、フルウチ化学株式会社）、ＺｎＯ（純度：９９．９９％、株
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式会社高純度化学研究所）の粉末を用いた。
上記の出発物質を混合する前に、出発物質中の水分及び不純物を取り除くため、各出発
物質をそれぞれアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）製のるつぼに入れ、電気炉中にて温度８００℃で
２４時間加熱した。具体的には、２時間かけて８００℃まで温度を上げ、８００℃で２４
時間保った後、炉冷（ヒーターを切り、炉の中で自然に冷やすこと）し、約１日かけて室
温（２５℃）まで冷やした。
【００６７】
電気炉から取り出した各試料を電子天秤で秤量した。秤量した各試料の質量は、Ｉｎ２
Ｏ３：５．１７３ｇ、Ｇａ２Ｏ３：３．４９２ｇ、ＺｎＯ：３．３３５ｇであり、合計量
を１２ｇとした。
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出発物質の混合比は、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２．２（ｍｏｌ比）
であり、正規組成比（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２）よりもＺｎの配合
比率を増やしてある。
【００６８】
続いて、秤量した各出発物質を、メノウ製の乳鉢に入れ、更にエタノール１２ｇ（出発
物資の合計量に対して１００質量％）を加え、乳棒を用いて約３０分間湿式混合した。な
お、エタノールは、各出発物質とは反応せず、混合中に直ぐに蒸発してしまうため、出発
物質と混合したことで支障を来たすものではない。
エタノールが完全に蒸発した後、乳鉢内の出発物質をさらに２時間擂潰した。
【００６９】

40

擂潰後の各出発物質をアルミナ製のるつぼに入れ、電気炉にて１２５０℃で４８時間焼
成し、多結晶を育成した。この際、２時間かけて１２５０℃まで昇温し、１２５０℃で４
８時間保った後、炉冷で約１日かけて室温（２５℃）まで冷やした。このようにして、多
結晶試料を作製した。
【００７０】
得られた多結晶試料をメノウ製の乳鉢に入れて擂潰し、得られた粉末の一部を用いてＸ
線回折（X‑ray Diffraction；ＸＲＤ）解析を行った。解析の結果、多結晶試料は、Ｉｎ
ＧａＺｎＯ４の多結晶であることを確認した。
【００７１】
ＸＲＤ回折による解析は、砕いて粉末状になった試料をスライドガラスの上に載せ、こ
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れをＸＲＤ回折装置（Ｒｉｇａｋｕ製、ＲＩＮＴ２５００Ｖ）にセットし、以下に示す条
件にて測定した。
<測定条件>
測定モード：２θ／θ測定のＦｉｘｅｄ

Ｔｉｍｅ（ＦＴ）モード

０．０１°ステップごとの計数時間：１秒
測定範囲：４°≦２θ≦９０°
光源：ＣｕＫα線（λ＝１．５４１８Å）
発散スリットの発散角：１°
散乱スリットの散乱角：１°
受光スリット：０．１５ｍｍ

10

【００７２】
−２．ロッド状試料（試料棒）の作製−
フローティングゾーン（ＦＺ）法による単結晶育成のため、上記の多結晶試料をロッド
状に成形した。
まず、粉末状の多結晶試料を直径６ｍｍのラテックスチューブに詰め、３０分間真空引
きを施した。真空引きが施されたチューブは、開口部を閉塞した後に１５分間、１８ＭＰ
ａの静水圧を加えた。具体的には、開口部が閉塞されたラテックスチューブを、水の入っ
た筒の中に入れ、ピストンの要領で水に圧力をかけて加圧した。この際、多結晶試料は、
静水圧によって全方向から均等に圧力がかけられるので、チューブの形状（ロッド状）に
押し固められて成形される。
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ロッド状に成形された多結晶試料をラテックスチューブから取り出し、アルミナ製の容
器に入れて電気炉にて１２５０℃で１日間焼結した。この際、２時間かけて１２５０℃ま
で昇温し、１２５０℃で２４時間保った後、炉冷で約１日かけて室温（２５℃）まで冷や
した。このようにして、ロッド状の試料棒（ロッド状試料；直径６ｍｍ、長さ９０ｍｍ）
を作製した。
そして、ロッド状試料を、図１に示す構造を有するフローティングゾーン装置の石英管
内にセットした。
【００７３】
−３．ＦＺ法による単結晶の育成−
フローティングゾーン装置の石英管内に、図１、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、上軸

30

及び下軸の両方に試料棒として上記ロッド試料をセットし、石英管内に乾燥空気フローで
０．９ＭＰａ（９気圧）のガス圧をかけて単結晶の育成を行った。
なお、単結晶の育成開始にあたり、ロッド試料のセット前に、まず光が試料棒の１点に
集光するようにハロゲンランプの調節を行い、ロッド試料を石英管内にセットして軸を回
転させながら上下軸の回転軸を一致させ、傾かないように調節した。
【００７４】
単結晶の育成条件は、以下に示す通りである。
なお、ロッド試料の融液部の組成比を均一化し、かつ、光の照射による温度分布を均一
化する観点から、図２Ｂに示すように、上下軸を左右逆方向に回転させた。
<育成条件>
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石英管内のガス圧：０．９ＭＰａ（９気圧）
ロッド試料の組成：ｍｏｌ比でＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２．２
上軸回転数：１６．００ｒｐｍ（rotation per minutes）
下軸回転数：１４．００ｒｐｍ
シャフトスピード：１．９０ｍｍ／ｈ
ギャップ調整速度：２．００ｍｍ／ｈ
ランプ：１５００Ｗのハロゲンランプ２個（左右に１つずつ）
【００７５】
上記のシャフトスピードは、図２Ｂに示すように、シャフト全体（上下軸全体）を下に
下げていく速度のことであり、結晶が育成する速度は下軸を引き下げる速度に等しく、本
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実施例における結晶の育成速度は１．９０ｍｍ／ｈである。また、ギャップ調整速度は、
下軸に対する上軸の速度であり、上下軸間のギャップ間距離を縮める速度に等しい。
【００７６】
結晶育成中、試料の融液の状態を適宜確認しながら、ランプの出力を調節した。具体的
には、図３に示すように（ａ）〜（ｅ）の状態を確認して調節した。
（ａ）は、融液がまだ見られない時期の様子を示し、この時点ではランプ出力を６０５Ｗ
とした。
（ｂ）は、ロッド試料の表面に融液が現れ始めた際の様子を示し、この時点ではランプ出
力を７４３Ｗとした。
（ｃ）は、上軸ロッドの下端部分が完全に融液となっている様子を示し、この時点ではラ
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ンプ出力を７８１Ｗとした。
（ｄ）は、上軸と下軸を結合して結晶育成を開始した際の様子を示し、この時点ではラン
プ出力を７５８Ｗとした。
（ｅ）は、結晶の育成開始から１２時間経過後、結晶が２３ｍｍ成長した後の様子を示し
、この時点ではランプ出力を７４５Ｗとした。
上記のように、結晶の育成開始から約３時間の間は、ランプ出力を７００Ｗ〜７５０Ｗ
にて微調整を続けた後、７４５Ｗで一定に保ち、約１５時間単結晶の育成を行った。結晶
の育成時間は、合計で１８時間である。なお、ランプは左右１つずつあるため、合計１４
９０Ｗ（＝７４５Ｗ×２）である。
以上のようにして単結晶を育成し、最大長さが約３５ｍｍの単結晶試料（ＩＧＺＯ系酸
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化物単結晶）を製造した（単結晶製造工程）。
【００７７】
次に、製造した単結晶試料を、雰囲気中の酸素濃度が１００体積％である電気炉の中に
入れ、１０００℃で７２時間アニール処理（熱処理）を施した（熱処理工程）。
【００７８】
−４．測定−
上記で得られた単結晶試料に対して、以下に示す測定を行った。
【００７９】
（１）ＸＲＤ回折による解析
単結晶試料をメノウ製の乳鉢で細かく粉砕し、粉末状にした。粉末状にした単結晶試料

30

をスライドガラスに載せ、ＸＲＤ回折装置（Ｒｉｇａｋｕ製、ＲＩＮＴ２５００Ｖ）にて
解析を行った。測定は、２θ／θ測定のＦｉｘｅｄ

Ｔｉｍｅ（ＦＴ）モードで行った。

<測定条件>
０．０１°ステップごとの計数時間：１秒
測定範囲：４°≦２θ≦９０°
光源：ＣｕＫα線（λ＝１．５４１８Å）
発散スリットの発散角：１°
散乱スリットの散乱角：１°
受光スリット：０．１５ｍｍ
【００８０】
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（２）電気伝導度
大きさ１ｍｍ〜３ｍｍの単結晶試料に対し、４端子法を用いて室温（２５℃）で伝導度
を測定した。ｃ軸方向の電気伝導度を測定する場合は、ｃ軸と垂直な方向に結晶面を持つ
板状試料の一方面に電圧と電流の端子を１つずつ互いに平行に配置し、他方面に残りの２
つの端子を同様に互いに平行になるように配置し、さらに電流の端子間を結ぶ線と電圧の
端子間を結ぶ線とが交差するように端子を配置して、測定を行った。
【００８１】
（３）透過率
厚さ０．１９５ｍｍ、ａ軸−ｂ軸面方向の大きさが２ｍｍ×３ｍｍの単結晶試料を用い
、分光光度計Ｕ−３０１０（株式会社日立ハイテクサイエンス製、光源：Ｄ２ランプ（１
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７０ｎｍ〜４００ｎｍ）及びＷＩランプ（３７０ｎｍ〜９００ｎｍ））にて下記条件で光
の透過率を測定した。この際、光源のランプを低波長領域と高波長領域とに自動で切り替
え、それぞれ２回ずつ測定を行った後、２つの測定値の平均値を透過率とした。
<条件>
スリット幅：１ｎｍ
スキャンスピード：３００ｎｍ／ｍｉｎ
測定波長：２００ｎｍ〜８５０ｎｍ
光源の切り替え波長：３３０ｎｍ
【００８２】
上記測定の結果を以下に説明する。

10

１）本実施例では、上記の通り、最大長さの辺長が約３５ｍｍである大サイズのバルク
状単結晶試料（ＩＧＺＯ系酸化物単結晶）が得られた。
２）ＸＲＤ回折の結果（粉末状にした単結晶試料の結果）を図４に示す。図４に示すよ
うに、（ＩｎＧａＯ３）２ＺｎＯ相を含まないＩｎＧａＺｎＯ４単結晶が得られているこ
とが確認された。
なお、図４には、単結晶を粉砕して粉末状にして測定した上記結果との対比のため、単
結晶を粉砕せずにバルク単結晶のままＸＲＤ測定を行った結果も示している。
バルク結晶のまま測定したＸＲＤ回折による解析では、ｃ軸方向と垂直な結晶面が試料
台と平行になるように試料を設置し、測定を行った。この場合、図４に示される通り、ｃ
軸方向と垂直な結晶面に由来する回折ピーク（００ｎ（ｎ:整数）で表されるピーク）し

20

か現れていないということは、結晶全域にわたって結晶面が揃っていることを意味する。
したがって、本実施例では、単結晶が得られていることが裏付けられた。
【００８３】
ここで、単結晶を粉砕せずにバルク単結晶のまま行ったＸＲＤ測定の詳細は、以下の通
りである。
一辺の長さが２ｍｍ程の薄い板状の単結晶片をスライドガラスに載せ、上記と同じＸＲ
Ｄ回折装置にて解析を行った。測定は、２θ／θ測定の連続測定モードで行った。
<測定条件>
スキャンスピード：４°／分
測定範囲：６°≦２θ≦９０°
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光源：ＣｕＫα線（λ＝１．５４１８Å）
発散スリットの発散角：０．５°
受光スリットの散乱角：０．５°
受光スリット：０．１５

ｍｍ

【００８４】
３）単結晶試料の電気伝導度は、ａ軸−ｂ軸面方向の電気伝導度σａｂが３００Ｓ／ｃ
ｍ〜６００Ｓ／ｃｍであり、ｃ軸方向の電気伝導度σｃが０．１Ｓ／ｃｍ〜１．０Ｓ／ｃ
ｍであり、ａ軸−ｂ軸面に垂直なｃ軸方向にも良好な電気伝導性が認められた。
また、単結晶試料にアニール処理を施した後の電気伝導度は、ａ軸−ｂ軸面方向の電気
伝導度σａｂが５０Ｓ／ｃｍ〜２００Ｓ／ｃｍであり、ｃ軸方向の電気伝導度σｃが０．
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１Ｓ／ｃｍであり、アニール処理後も良好な電気伝導性を示した。
４）単結晶試料をアニール処理したところ、青味がかった透明な単結晶から無色透明な
単結晶に変化した。これより、実施例１で製造された単結晶試料は、結晶中に酸素欠損が
あることが認められた。
５）単結晶試料は、図５Ａに示すように、青味着色のある透明性であり、厚さ０．１９
５ｍｍの試料では透過率は５０％であり、高い透明性を有する単結晶であることが確認さ
れた。
また、アニール処理を施した単結晶試料では、図５Ｂに示すように、青味がなくなって
無色の透明性となり、透過率が８５％である高い透明性を示した。
図６にアニール前後のそれぞれの透過率を示す。図６に顕著に現れるように、４００ｎ
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ｍ〜８５０ｎｍ近傍の全域に渡って透過率の向上が認められた。特に、６２０ｎｍ〜７８
０ｎｍ付近の吸収がアニール処理によって無くなり、可視光領域の全域で高い透過率を示
した。
【００８５】
（実施例２）
実施例１において、石英管内のガス圧を０．９ＭＰａから０．８ＭＰａに変更したこと
以外は、実施例１と同様にして単結晶を育成し、最大長さが約３０ｍｍの単結晶試料を製
造した。
【００８６】
ＸＲＤ回折による解析の結果を図７に示す。図７に示すように、（ＩｎＧａＯ３）２Ｚ

10

ｎＯ相の結晶が僅かに認められたものの、ＩｎＧａＺｎＯ４単結晶が得られていることが
確認された。
【００８７】
（比較例１）
実施例１において、出発物質の混合比（ｍｏｌ比）を、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：Ｚｎ
Ｏ＝１：１：２．２からＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２に変更し、かつ、
石英管内のガス圧を０．９ＭＰａから大気圧に変更したこと以外は、実施例１と同様にし
て結晶の育成を試み、ＩＧＺＯ系酸化物結晶を製造した。
【００８８】
ＸＲＤ回折による解析の結果を図８に示す。図８に示すように、出発物質中のＺｎ含有
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比を増やさず、かつ、大気圧で育成した結晶では、Ｚｎが不足し、（ＩｎＧａＯ３）２Ｚ
ｎＯ相の結晶が多く認められた。
また、得られた酸化物結晶は、最大長さが約３０ｍｍの結晶物であり、実施例１のよう
な単相からなる大きなバルク状の単結晶を得るまでには至らなかった。
【００８９】
（比較例２）
実施例１において、出発物質の混合比（ｍｏｌ比）を、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：Ｚｎ
Ｏ＝１：１：２．２からＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２に変更したこと以
外は、実施例１と同様にして単結晶の育成を試み、ＩＧＺＯ系酸化物結晶を製造した。
【００９０】
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ＸＲＤ回折による解析の結果を図９に示す。図９に示すように、出発物質中のＺｎ含有
比を増やさずに育成した結晶は、Ｚｎが不足し、（ＩｎＧａＯ３）２ＺｎＯ相の結晶が多
く認められた。
また、得られた酸化物結晶は、最大長さが約３０ｍｍの結晶物であり、実施例１のよう
な単相からなる大きなバルク状の単結晶を得るまでには至らなかった。
【符号の説明】
【００９１】
１２

ハロゲンランプ

１４

回転楕円体ミラー

１６

石英管

１８

種結晶

２０

ロッド状試料棒
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