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この講座では，薄膜成長に関連した結晶成長理論の基礎的なことを数回に分けて解
説する2．とくに薄膜成長で重要な，結晶の平衡形，核生成とエピタキシ，弾性歪み
の問題，ステップ成長で作られる表面形態などについて説明する．薄膜成長について
は膨大な研究が蓄積されているが，筆者はその専門家ではなく，結晶表面でのパター
ン形成機構に関心を持って研究してきたに過ぎない．そのため，筆者が重要と考え興
味を持ってきた薄膜成長の一部の側面しか紹介できないことをあらかじめお断りして
おく．

1 結晶成長の基礎

この講座をはじめるにあたり，最初に結晶成長一般の基礎事項について簡単にまと
めておこう．内容は，結晶成長の駆動力は何か，結晶の形はどのように決まるのか，
結晶表面はどうなっているか，結晶はどのように成長するのか，といった問題につい
てである．

1.1 平衡状態の相図と結晶化の駆動力

結晶化は気体や液体から固体への相転移の過程である．初めに相平衡と相転移の熱
力学についてざっと復習し，結晶成長の駆動力を温度，圧力，濃度などを使って書き
下す．

相平衡と化学ポテンシャル
2相が平衡にある条件は両相の化学ポテンシャル (温度 T，圧力 P の関数としての

1粒子あたりのギブス自由エネルギー)が等しいことである:

μ(T, P ; solid) = μ(T, P ; liquid or gas). (1.1)

1Makio Uwaha. E-mail:uwaha@nagoya-u.jp; http://slab.phys.nagoya-u.ac.jp/uwaha/
2このノートは主に文献 [1]，[2]と [3](e)の第 3章から抜粋して手を加えたものである．



図 1.1: 単純な物質の典型的な相図 [1]．

平衡にない状態では，場所 rごとに温度，圧力，ある物質の濃度 cなどが決まり，そ
れに応じて化学ポテンシャル μ(r) = μ(T (r), P (r), c(r)) が決まる．これを使って，化
学ポテンシャルの高い状態から低い状態への物質の転換 (結晶化)や化学ポテンシャル
の低い場所への粒子の移動 (拡散)が記述できる．

相境界—クラウジウス-クラペイロンの関係
相図 (物理屋は「相図」，材料屋は「状態図」と呼ぶようだ)上の二相の境界では化
学ポテンシャル (ギブス自由エネルギー)が等しい (図 1.1,1.2)．ある温度での融解圧
を Pm(T ) とすると平衡条件は (1.1)式より，固体と液体を添え字 L，Sで表せば

μS(T, Pm(T )) = μL(T, Pm(T )). (1.2)

温度を少し δT だけ変えると融解圧は Pm + δPmになる．この点 (T, Pm)から相境界
にそって温度と圧力を変えたときの化学ポテンシャルの変化は

δμS = −sS δT + vS δPm,

δμL = −sL δT + vL δPm. (1.3)

ここで sS,Lは 1分子あたりのエントロピー，vS,Lは 1分子あたりの体積である. 新た
な点 (T + δT, Pm + δPm)でも相平衡にあるのだから δμS = δμL．これからクラウジ
ウス-クラペイロン (Clausius-Clapeyron)の関係が得られる

dPm

dT
=

sS − sL

vS − vL
=

SS − SL

VS − VL
. (1.4)

この式が図 1.1での固相と液相の間の境界の傾きを表す．多くの物質では sS < sL，
vS < vL なので融解圧は温度とともに上昇する．あるいは，同じことだが融点は圧力



とともに上昇する．固体–液体の場合は両者の体積差が小さくエントロピー差が大き
いことが多いので，相境界はふつう T -P 面内での傾きが大い．水のように固体の方が
液体より密度が小さい場合には傾きが逆になる．つまり固体に圧力をかけると融けて
水になる．ヘリウムの同位元素である 3Heでは，極低温 (1mKから 0.32K)で液体よ
りも固体のエントロピーが大きいため，温度を上げると液体が固化するというような
ことすら起きる．
固体と気体の間でも全く同様である．この場合は固体に比べて気体の体積変化が大
きく相境界の傾きを決める支配的な因子となる．

図 1.2: 温度 (a)と圧力 (b)の関数としての二相の化学ポテンシャル．(a)，(b)のグラ
フで，傾きの大きさが液相や固相での 1粒子あたりのエントロピーと体積をそれぞれ
表わしている [1]．

結晶化の駆動力
結晶成長の駆動力は (1.2)式の平衡条件からの外れである．つまり

Δμ ≡ μL − μS = −(sL − sS)δT + (vL − vS)δP. (1.5)

液体と固体のエントロピーの差は結晶化の潜熱Qに関係し，融解温度を Tmとすると
Q = Tm(SL − SS)だから，圧力一定か vL ≈ vSならば，q = Q/N を 1分子あたりの
結晶化の潜熱として

Δμ = (sL − sS)δT =
q

Tm
(T − Tm) (1.6)

と書ける．つまり駆動力は相対過冷却度と 1分子あたりの潜熱の積となる．
固体–気体の場合は，与えられた温度での蒸気圧が問題になり，希薄な気体の化学
ポテンシャルの表式 μ = kBT ln P より，平衡値 μeq = kBT ln Peqとの差をとれば

Δμ = kBT ln
P

Peq
= kBT ln

(
1 − P − Peq

Peq

)
≈ kBT

P − Peq

Peq
= vG(P − Peq) (1.7)



となる．ここで理想気体の状態方程式 P(eq)vG = kBT を使った．つまり駆動力は「過
加圧」と 1分子あたりの気体の体積の積である．
単一成分系ではなく溶液から結晶が成長する場合も多い．固体–溶液の系では，溶
液濃度 cの変化に対して，希薄溶液の化学ポテンシャルが理想気体と同じ濃度 (密度)
依存性 μ = kBT ln cを持つことを使えば

Δμ =
dμ

dc
δc ≈ kBT

ceq
(c − ceq) (1.8)

と書ける．溶質濃度の平衡濃度からの過剰が結晶化の駆動力となる．
相対的な過冷却度 (supercooling)あるいは過飽和度 (supersaturation)は

σ =
Tm − T

Tm
, σ =

P − Pm

Pm
, σ =

c − ceq

ceq
(1.9)

で定義され，日常的によく使われる量である．

輸送現象と化学ポテンシャル
対流のような物質の慣性による運動がなければ，物質の輸送および結晶化は化学ポ
テンシャルの差を駆動力として起きる．まず化学ポテンシャルの勾配によって物質は
結晶の表面まで運ばれてくる．拡散流は η を定数として

j(r) = −η∇μ(r) = −η
dμ

dc
∇c(r) ≡ −D∇c(r) (1.10)

と濃度勾配を使って書くことができる．D = η dμ/dcが濃度に対する拡散係数である．
融液成長の場合は温度勾配による熱拡散が律速となるので，物質の移動ではなくて熱
拡散によるエネルギー輸送が代わりに問題となる．このように駆動力Δμは物質の拡
散や熱の拡散を導く輸送過程によって消費される，逆に言うと，結晶化駆動力を無駄
に消費しないためには，撹拌などの方法によって界面までの物質や熱の輸送を有効に
行うことが重要である．
環境相と結晶との界面では両相の化学ポテンシャルに差があることによって結晶化
が起きる．Δμ を界面のところでの μL と μS の差とすると，一般に駆動力が小さけれ
ば界面の速度はそれに比例し

V = KΔμ (1.11)

と書ける．このようなプロセスは界面カイネティクスと呼ばれ，Kを結晶の成長係数
あるいはカイネティク係数 (kinetic growth coefficient)と呼ぶ．結晶表面の状態を反
映して，K は面の方位や温度によって大きさが異なる．しかし，結晶表面のファセッ
トでは (1.11)式の比例関係は成り立たたず，後で述べるような非線形なΔμ依存性を
持った沿面成長が実現される．
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図 1.3: 表面エネルギー α(n̂)の形 (0 ≤ φ ≤ π/2を除く)と平衡形 [2]．

1.2 結晶の平衡形

結晶の外形は重要である．結晶のマクロな形態から原子レベルの物理量に関する情
報を得ることができる．また条件を制御することによって形態を大きく変えることも
可能である．最初に平衡状態で結晶がどのような形態をとるか，さらにその形態と原
子レベルの物理量との関係を見ておこう．

表面エネルギーの異方性
表面自由エネルギー (あるいは界面自由エネルギー)は，バルクの結晶と比べて，表
面を作ったためにどれだけ自由エネルギーが上昇したかを表す量である．結晶を割っ
て原子間の結合を切り表面を作れば，表面は二つできるから切れた結合エネルギーの
半分が表面エネルギーとなる．T = 0の立方格子の (001)面を考えると，最近接結合
のエネルギーを εb，格子定数を aとすれば表面エネルギー密度 (単位面積あたりのエ
ネルギー)は ε0 = εb/2として

α(001) =
ε0

a2
(1.12)

である．
次にこの面にできたステップやキンク (図 1.7)のエネルギーがどうなるかをみよう．
ステップのエネルギー密度 (単位長さあたりのエネルギー)は，[100]方向にまっすぐ
走っているとすれば ε0/aである．ステップが斜めに走っている場合，[100]方向から
の測った角度を φとすると，切断された結合の数から

β(φ) =
ε0

a
(| cos φ| + | sin φ|) . (1.13)



第 2項は φ = 0のステップにできたキンクの寄与 (φ = π/2のステップから見れば第
1項がキンクの寄与)と見なすことができる．つまり，キンクのエネルギー εKも同じ
く εK = ε0である．
一般の表面の方向では，法線の方向を単位ベクトル n̂ = (sin θ cos φ, sin θ sin φ, cos θ)
とすると，(001)面が割合 | cos θ|で，そこに | sin θ|の割合で (1.13)のエネルギーを持
つステップが入っているので，

α(n̂) =
ε0

a2
(| cos θ|+ | sin θ cos φ| + | sin θ sin φ|) (1.14)

となる．これを図にしたのが図 1.3である．表面エネルギーは [001]面と等価な 6方向
で内向きにカスプ (cusp, 尖点)をもち，この最小エネルギーの方向を表面に出すよう
に結晶形は立方体となる．
第 2近接原子，第 3近接原子と遠くの原子との相互作用も考慮すると表面エネル
ギーを表す最も簡単な図 1.3と同様な曲面が重なった木苺のような複雑な曲面ができ
る．また，有限温度になるとゆらぎのエントロピーの効果が現れる．図 1.3の場合を考
えると，(001)面は完全に平らな面だから低温ではわずかな凹凸ができるだけでエン
トロピーの効果は小さい．これに対しステップのある方位ではステップがゆらぐこと
ができるのでエントロピーの効果が大きく，自由エネルギーは低下する．つまり α(n̂)
のカスプの部分に比べて丸く膨らんだ部分の自由エネルギーの低下が大きいことにな
る．これによって，次に見るように，結晶の平衡形は完全な立方体から頂点や稜の丸
くなった形に変化する．

多面体結晶の平衡形—ウルフの作図法
原子レベルでの結晶表面の構造の違いは結晶の巨視的な形に反映される．結晶の平
衡形 (equilibrium shape)とは長時間放置した後に実現する自由エネルギーが最低の形
のことである．通常，結晶の平衡形は，ミクロン以下の大きさの微結晶を原子が十分
に速く動ける高温に保ってやっと達成される．巨視的な結晶の外形は平衡形とは直接
関係ないと思ってよい．
結晶の平衡形はいかにして決まるのだろうか．まず多面体結晶の場合を考えると次
のことが導かれる．i番目の面の方位を n̂i，表面自由エネルギー密度を αi = α(n̂i)と
すると，中心 (ウルフ点)からその面に下ろした垂線の足の長さ hiは

αi

hi
=

Δμ

2vS
(1.15)

で決定される．これは次のようにして示される．図 1.4のような多面体 (図では多角形
だが)を考えよう．中心から表面までの位置ベクトルを rとすると n̂iを単位法線ベク
トルとする i番目の面を決める式は

r · n̂i = hi (1.16)
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図 1.4: 多面体結晶のウルフの作図法．

である．この多面体の体積は，底面積 Aiをとして

V =
∑

i

1
3
Aihi (1.17)

だが，hiを少しずつ変えたときの体積変化は

δV =
∑

i

Aiδhi (1.18)

である．これは (1.17)式から

δV =
∑

i

1
3

(Aiδhi + δAihi) (1.19)

とも書けるので，hiδAi = 2Aiδhiの関係があり，体積変化は

δV =
∑

i

1
2
hiδAi (1.20)

である．液相を基準にしたときの多面体の自由エネルギーGは，結晶化による 1分子
あたりΔμの自由エネルギーの低下と表面自由エネルギーの和であるから

G = −Δμ
V

vS
+
∑

i

α(ni)Ai (1.21)

と書ける．したがって形を少し変えたときの自由エネルギーの変化は

δG =
∑

i

(
−Δμ

2vS
hi + α(ni)

)
δAi (1.22)

と表されることになる．平衡形は，この自由エネルギー (1.22)が最小になる形なので，
極値条件から (1.15)式が得られる．ほんとうは，多面体が閉じた形になるように補助



図 1.5: ウルフの作図法．n̂を向いた表面はベクトルα(n̂)n̂に垂直な平面上にある [1]．

条件付で各面の面積を変化させなくてはならないので，もう少し詳しい議論が必要で
ある (たとえば [3](b)を参照)．
一般の場合の平衡形の作図法をまとめておく (図 1.5): 原点から α(n̂)n̂の図を描く

(一例は図 1.3)．n̂を向いた表面はベクトル α(n̂)n̂の先端 Pに垂直な平面上にある．
n̂の向きを変えていくと，その方位の面が来るべき位置は変化する．これらの条件を
満たす形は，これらの面によって囲まれた内側の部分 (包絡面)である．このようにし
て平衡形を描く方法をウルフの作図法 (Wulff plot)と呼ぶ．

カイネティク係数の異方性で決まる成長形
平衡形に対して結晶の成長によって決まる形を成長形 (growth form)と呼ぶ．実際
の結晶の成長にはいろいろな条件が関与してくる．なかでも結晶の形態形成にとって
重要なのは，界面への物質の流入や界面からの潜熱の放出などの輸送過程である．
拡散などの界面への輸送過程が十分に速ければ，界面でのカイネティクスが律速過
程になり，これが結晶の成長形を決める．結晶が比較的小さいときには一様な環境が
確保されるので，カイネティクス律速の条件が実現されやすい．成長速度が成長の駆
動力に比例していると仮定しよう．比例係数は結晶表面の方位に依存するので，法線
n̂ 方向の成長速度 V を決める式は，

V (n̂) = K(n̂)Δμeff (1.23)

と書ける．これは (1.11)式の一般化である．ファセットがある場合にはもちろん (1.23)
式のような比例関係は成り立たないが，周囲の環境が一様であればにΔμ 応じて，そ
れぞれの方向の成長速度 V (n̂;Δμ) が決まるはずである．
図 1.6に示したように成長の早い面は次第に表面から姿を消していく (この例では，

V[11] = 1.5V[10]としてある)．したがって初期の小さな結晶からの変化したところを無
視すれば，このあとは 1点から成長したかのように正方形のまま相似的に大きくなっ



図 1.6: [1]

ていく．このとき n̂ の方位を持つ点 r は始点から n̂ の方向に V (n̂)t だけ離れた面の
上にあるはずだから，

r · n̂ = V (n̂)t = K(n̂)Δμ t. (1.24)

V (n̂) (あるいはK(n̂))と α(n̂)を対応させると，この式の幾何学的意味からWulffの
作図法 (図 1.5)と同様にして成長形が決められることがわかる．

1.3 ファセットから荒れた面へ—ラフニング転移—

次に原子スケールでみたときの結晶表面の様子とその温度変化をまとめておく．ファ
セットが消失するラフニング転移を境に表面の様子が大きく変わる．

結晶表面のファセット，ステップ，キンク
結晶の表面は巨視的にみれば，平面で囲まれた多面体か，場合によってはそれらの平
面をつなぐ曲面からなる．前者をファセット (平坦面，特異面，facet，singular face)，
後者を荒れた面 (rough surface)と呼ぶ．
絶対零度では平衡状態の結晶表面はすべてファセットに囲まれているが，一般に有
限温度では丸みを帯びた面がファセットの間をつなぐように出現する．低温でファセッ
トになっている特定の方位の面に注目しよう．この方位は特定の原子面からなるが，
この面を傾けようとすると，この上に原子レベルの段差—ステップ (step)を作らなけ
ればならず，ステップの長さに比例した余分の自由エネルギーが必要である．また低
温の平衡状態ではステップの大きな輪ができないので，ファセット上に大きな島はで
きない．よってファセット表面の位置は多少のデコボコはあってもひとつの原子面に
定まる．ファセットの端ではステップが平行に並び，ファセットと小さな角度をなす
微斜面 (vicinal face)ができ (図 1.7)，多くの場合，滑らかに傾いた面に移行していく．



ファセットの周囲は次第にステップ間隔の小さくなる微斜面からできている．微斜面
は厳密に言えば荒れた面の一種であるが，異方性は非常に強く，異方性の弱いふつう
の荒れた面とは区別される．

図 1.7: 立方体「原子」を積み上げた結晶モデルでの微斜面 [1]．

ステップ自由エネルギーとラフニング転移
ステップは有限温度では熱的ゆらぎのために折れ曲がりの点，キンク (kink)ができ
て必ず荒れている．ステップの単位長さあたりの自由エネルギー (自由エネルギー線
密度)を β(T ; n̂)と書こう．異方性がなければ，βは定数で，ゴムひものようなステッ
プの張力を表す線張力係数である．離れた 2点を結ぶステップはいろいろな配置が可
能である．T = 0 では最短経路で結ぶ最低エネルギーの状態にあるが，温度が上昇す
ると色々な道筋をとるようになり，自由エネルギーにおけるエントロピーの寄与が重
要になって，βが減少する．するとファセット上には熱エネルギー kBT 程度のエネル
ギーを持った，大きさ

ξ ∼ kBT

β(T )
(1.25)

程度のステップに囲まれた 2次元的な島や穴が出現する．さらに温度が上昇すると，
熱ゆらぎによってステップ自由エネルギーはどんどん小さくなり (β(T ) → 0)ある温度
TRで βが零になる．するといくらでも大きなループが出現するようになり，ステップ
の広がりは発散する (ξ → ∞)．この結果，多段の島や穴ができ，結晶面はひとつの原
子層にとどまらなくなる．ステップの自由エネルギーが零になり，結晶面がある原子
層に束縛されなくなるこの現象は一種の表面の相転移でラフニング転移 (roughening
transition)と呼ばれる．これより高温の表面の状態は荒れて，この方位のファセット
は消失する．
ファセットの大きさ，そのファセット上のステップ自由エネルギー密度 β，α(n̂)の
図でのカスプの鋭さ，の三つの量は比例関係にあることが示せる [1, 2]．ファセットの
大きさと言った巨視的な量が結合エネルギーなどの原子レベルの物理量と結びついて



いるのである．

1.4 ファセットと荒れた面の成長機構

荒れた面とファセットは，巨視的には湾曲面と平面として結晶表面上に同時に現れ
うるが，両者の成長機構は大きく異なっている．前者はΔμと成長速度が比例する付
着成長であり，後者では非線形な沿面成長である．

付着成長　
荒れた面ではステップやキンクがいたるところに存在する．むしろステップやキン
クが正確に定義できないといったほうがよい．原子はいたるところで組み込まれるこ
とが可能な位置を見出し結晶化する．界面は面と垂直な方向に前進するので垂直成
長 (normal growth)，あるいは原子がどこにでも付いてしまうので付着成長 (adhesive
growth)と呼ばれる，成長速度 V は有効駆動力Δμeff に比例する

V = KΔμeff . (1.26)

ここで (1.11)式との違いは，表面が湾曲している場合に表面張力の効果が付け加わる
ことで，表面の二つの直交した方向の主曲率半径をR1，R2とすると

Δμeff = Δμ − 2vSα

(
1

R1
+

1
R2

)
(1.27)

である (簡単のため α は方位によらないとした)．この効果はギブス-トムスン効果
(Gibbs-Thomson effect)と呼ばれる．広い範囲の駆動力 (過飽和度)に対して線形応答
の関係 (駆動力と速度が比例すること)が成り立つのが荒れた面の特徴である．

沿面成長 (1): 2次核成長　
これに対して，ファセットや微斜面では原子はそのままでは結晶に組み込まれない．
一個の原子が結晶表面で固化しようとしても，ステップやキンク以外の場所では結合
する結晶原子の数が少ないのでエネルギー的に安定でないからである．原子が結晶化
するにはキンク位置にいることが必要であり，キンクはステップのところにしかない．
つまり原子はステップの位置でのみ結晶化すると考えてよい．ステップでの原子の結
晶化によってステップは原子面に沿って前進する．原子面に沿った方向へのステップ
の運動によって結晶化が進行するので沿面成長 (lateral growth)または層成長 (layer
growth)と呼ばれる．微斜面ではステップが数は少ないとは言え常に存在しているか
ら，成長速度が遅いことをのぞけばふつうの荒れた面と同じΔμeff と V の比例関係が
成り立つ．これに対し完全なファセットではステップがどのように供給されるかが問
題になり，単純な比例関係が成り立たなくなる．
ファセットが成長するために必要なステップの供給源としては，熱ゆらぎによって発
生した 2次元的な単原子層の島 (island)の周縁とらせん転位に伴って表面に存在する



図 1.8: [1]

ステップのふたつがある．完全結晶には転位はないから成長可能な位置としては 2次
元島を取り巻くステップしかありえない．熱ゆらぎによってできる小さな島はすぐ消
えてしまい，たまたま臨界的な大きさ以上の島ができるとそれが成長する．そしてそ
の上にまた新しい島が熱ゆらぎによって生成されるという過程が繰り返される．これ
を 2次元核生成 (two-dimensional nucleation)による成長と呼ぶ．小さなファセット上
では，たまに 2次元核生成が起こってそれが律速になる単一核成長が起きうるが，大
きなファセットではたくさんの核生成が同時に起きる多核成長が普通である (図 1.8)．
結晶の異方性—つまりステップ自由エネルギー β の方位依存性—を無視すると円が
最もエネルギー的には有利な形状だから，単原子層の島が円板状であるとして考えよ
う．半径をRとすると，この 2次元的な核を作るための体系の自由エネルギー変化は

δG(R) = −πR2

Ω2
Δμ + 2πRβ (1.28)

(Ω2 = vS/a は 1原子あたりの面積) と書ける．この関数は半径

R2c =
Ω2β

Δμ
(1.29)

で最大値

δG(R2c) = π
Ω2β

2

Δμ
≡ δG2c (1.30)

をとる．過飽和度を上げてΔμを大きくすると，R2cと δG2cは小さくなる．δG2cが kBT

より充分大きければ核生成は起こらずファセットはまったく成長しない．δG2c ≈ βR2c



図 1.9: [1]

が kBT の数倍になったとき，初めて熱ゆらぎによって大きな島が出現する可能性がで
てくる．R2cより半径が大きくなれば島はほとんど必ず成長し，ファセットの沿面成長
が起こる．この半径R2cの島のことを二次元臨界核 (two-dimensional critical nucleus)，
R2cを臨界核半径と呼ぶ．
面の成長速度は，2次元核生成頻度に比例し V ∼ e−δG2c/kBT である (単一核成長や
多核成長での具体的な成長速度は [2]参照)．この関数形のためΔμがある値以上にな
らないとめ実質的に成長が起こらない．このようなΔμのしきい値の存在が 2次元核
成長の特徴である．

沿面成長 (2): 渦巻き (スパイラル)成長　
低過飽和では 2次元核生成が起きないためファセットは全く成長できない．しかし，
らせん転位 (screw dislocation)があれば結晶の表面には必ずステップが生じ，これが渦
巻き状に回転して成長する (図 1.9)．これが渦巻き (スパイラル)成長 (spiral growth)
である．渦巻きの中心近くではR = R2cでステップの前進速度はほとんど零，遠く離
れたところでは前進速度は表面でのΔμに比例するので vst = KstΔμと書ける (Kst

はステップのカイネティク係数)．中心から離れたところでのステップ間隔を lとすれ
ば，面の成長速度は

V =
a

l
vst =

a

l
KstΔμ (1.31)

となる．ステップ間隔 lと中心での曲率半径との関係は数値計算によると l ≈ 19R2c



である．したがって面の (ファセット面に垂直な方向への)成長速度は

V ≈ Kst
a

19R2c
Δμ =

1
19

Kst
a

Ω2β
(Δμ)2 (1.32)

となることがわかる．このように低過飽和度でのファセットの成長速度は過飽和度の
2乗に比例すると考えられる．
微斜面の成長はステップの前進による層成長という点はファセットの成長と似てい
る．微斜面は面を切り出したときの角度などのはじめの条件で平均ステップ間隔 l が
決まっている．ステップの前進速度は駆動力Δμに比例するので，低過飽和度でのファ
セット面に垂直な方向への成長速度も

V =
a

l
vst =

a

l
KstΔμ (1.33)

となって，成長のためのしきい値はない．

さてこれで結晶成長の一番基礎的なことをざっと復習した．次回からは薄膜成長の
基礎に関係したいくつかの事項を詳しく見てみることにしよう．
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