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1. 背景
中性子は金属などの重元素に対して高い透過性を持っており、中性子検出器による金属機器の内部イメージングが可
能である。しかしながら、現在、中性子検出器に使用されている 3He ガス計数管は He ガスの枯渇問題や空間分解能の問
題から、イメージング技術に向けた新規中性子検出器の開発が期待されている。そこで、我々は中性子捕獲断面積の大き
い B 原子に注目し、B を含む半導体である BGaN を新規の中性子検出半導体材料として提案し開発を行っている。これ
までに BGaN ショットキーダイオードを作製し、中性子検出を達成した[1]。しかし、中性子検出効率は低く、有感層領
域の厚膜化を実施した検出器の作製が必要であることが明らかとなった。更に BGaN 結晶成長において、成長温度 1060
oC

以上の領域では高温化による表面吸着原子の脱離が発生していることが明らかとなり、原子の表面拡散を制御するこ

とで高品質な BGaN 結晶の作製が示唆された[2]。そこで、本研究では異なる成長温度で BGaN 結晶を作製し、構造特性
評価を行うことで律速過程を制御した高品質な BGaN 結晶成長技術の開発に取り組んだ。作製した結晶を用いて中性子
検出デバイスを作製し検出特性評価を行い、中性子検出率の向上に取り組んだ。

2. 実験方法
BGaN 結晶成長には有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法を用いた。III 族原料の前駆体にトリメチルガリウム(TMGa)、
トリメチルボロン(TMB)、V 族原料には NH3 を使用した。キャリアガスに N2 ガスを用いて、p 型 GaN テンプレート基板
上に成長温度を 920 ~ 1080 oC と変化させ、成長圧力 1.33 kPa にて BGaN 層を 30 ~ 120 min 成長させた。デバイス作製時
には、BGaN 層上に、コンタクト層として n 型 GaN 層を 1.5 min 成長させた。各原料の供給量は NH3 流量を 4.5 × 10-2
mol/min、TMGa 流量を 6.9 mol/min、TMB 流量を 1.1 × 10-1 mol/min とした。構造特性評価には、走査型電子顕微鏡(SEM)、
原子間力顕微鏡(AFM)、X 線回折(XRD)測定を実施した。放射線検出特性評価では、作製した BGaN デバイスを用いて、
線照射下、中性子照射下にて放射線検出特性評価を行った。エネルギースペクトル計測には放射線 Multi-Chanel
Analyzer(MCA)システムを使用した。

3．結果と考察
各成長温度で作製した BGaN 結晶の断面 SEM 像を Fig.1 に示す。成長温度 1060 oC 以上の脱離領域で作製した BGaN 結
晶は層中に多くのボイドが形成されていることが確認された。これは、成長温度が高温になったことで表面吸着原子が脱
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離し、形成されたと考えられる。成長温度 1000 ~ 1050
oC

の拡散律速領域で作製された BGaN 結晶は層中に

ボイドを含まず、平坦な表面が形成されていることが
確認された。成長温度が低下したことで表面吸着原子
の脱離を抑制し、表面拡散によって原子が安定して層
中に取り込まれたためと考えられる。成長温度 950 oC
以下の拡散律速領域で作製された BGaN 結晶は層中
にボイドが形成されていなかったが、表面が粗面化さ
れていることが確認された。成長温度の低温化により

図１. 各成長温度で作製した BGaN 薄膜の断面 SEM 像

不純物の脱離が行われにくくなったため、膜中に不純
物が取り込まれたことで、ピットが形成されてしまい、異なる面方位のフ
ァセットが発生し、荒れた表面が形成されたと考えられる。
Fig.2 に各温度で作製した BGaN 結晶の BN モル分率と AFM 測定による
表面粗さの RMS 値を示す。成長温度 1000 ~ 1050 oC の拡散律速領域では、
表面 RMS 値が 2 nm 程度と小さく、BN モル分率も 1.2 ~ 1.5 %と最も高い
特性を示した。成長温度 1060 oC 以上の脱離領域では、表面 RMS 値は 2 ~
3 nm 程度であったが BN モル分率は 1 %程度と低下しており、B を含んだ
表面吸着原子の脱離が発生していると考えられる。成長温度 950 oC 以下
の拡散律速領域では表面 RMS 値が 30 nm 以上と悪化し、BN モル分率も
1 %程度と低下した。成長温度の低下による、結晶性が劣化し、BGaN 結晶
中の B 原子の割合が減少したと考えられる。また、Fig.1 の SEM 像に示
されているように、ピットが形成され、
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ファセットが発生したことで表面 RMS
値が増大したと考えられる。
次に成長させた BGaN 結晶を用いて
中性子検出デバイスを作製し、特性評
価を行った。線エネルギースペクトル
ピークの印加電圧依存性より Hecht の
式を用いたフィッティングによって移
動度寿命時間積 (ee)を導出した。結晶
品質の向上により、成長温度 1050 oC で
作製した BGaN デバイスが最大値を示
す結果となった。更に作製した pin ダイ
オードを用いて中性子照射実験を行っ
た。Fig.3 に各 BGaN デバイスの 2D エ
ネルギースペクトル測定結果を示す。
Fig.3 の中性子照射時における赤枠に示

図３. 各成長温度で作製した BGaN-pin ダイオードの線検出特性および中性子検出特性

す領域に各デバイスにおいて中性子捕獲信号を確認した。BGaN 結晶の構造特性の違いによらず、中性子信号の検出を実
現した。また、線 2.3 MeV 照射時においても同様の範囲に捕獲信号を確認した。この結果より、BGaN デバイスによっ
て捕獲された中性子は壊変によって発生した 2.3 MeV の全エネルギーを検出していることが明らかとなった。また、成
長温度 1050 oC で作製した BGaN デバイスの線検出ピークが最もシャープであった。成長温度が最適化されたことで、
結晶性が向上しているためだと考えられる。

4．まとめ
中性子イメージングセンサーの実現に向けて BGaN 結晶成長技術の開発を行った。拡散律速領域でも特に高温領域で
作製された BGaN 結晶がボイドを含まない平坦な表面を形成し、最も高い BN モル分率を示した。作製した BGaN 中性
検出デバイスを用いた放射線検出特性においては高い移動度寿命時間積を示し、中性子検出を実現した。
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