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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気相化学成長法を用いてウェハ上に化合物半導体層を形成する化合物半導体の製造装置
であって、
　内部に前記ウェハを収容する反応容器と、
　前記反応容器内に配置され、前記ウェハにおける前記化合物半導体層の被形成面が上方
を向くように当該ウェハを保持するウェハ保持体と、
　前記反応容器内に外部から前記化合物半導体層の原料となる原料ガスを供給する供給部
と、
　前記ウェハ保持体を加熱する加熱部とを備え、
　前記ウェハ保持体は、
　前記ウェハを積載する積載部材と、
　前記積載部材に積載されるとともに、当該積載部材に積載された前記ウェハの周面を取
り囲むことで、当該ウェハの移動を規制する規制部材とを含み、
　前記積載部材は、前記ウェハを積載する第１積載面と、当該第１積載面の周囲に設けら
れるとともに前記規制部材を積載する第２積載面とを備え、
　前記第１積載面は、前記第２積載面よりも突出して形成されるとともに、周縁側よりも
中央側が盛り上がる凸状の面形状を有し、当該第１積載面の算術平均粗さＲａが０．５μ
ｍ以下であり、
　前記第２積載面は、前記第１積載面よりも算術平均粗さＲａの値が大きいこと
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を特徴とする化合物半導体の製造装置。
【請求項２】
　前記反応容器内に回転可能に配置され、前記ウェハ保持体を回転可能に支持する支持体
をさらに備え、
　前記供給部は、前記支持体の上方または側方から前記原料ガスを供給することを特徴と
する請求項１記載の化合物半導体の製造装置。
【請求項３】
　前記加熱部は、前記ウェハを７００℃以上１２００℃以下に加熱することを特徴とする
請求項１または２記載の化合物半導体の製造装置。
【請求項４】
　気相化学成長法を用いてウェハ上に化合物半導体層を形成する化合物半導体の製造装置
で用いられ、当該ウェハを保持するウェハ保持体であって、
　前記ウェハを積載する積載部材と、
　前記積載部材に積載されるとともに、当該積載部材に積載された前記ウェハの周面を取
り囲むことで、当該ウェハの移動を規制する規制部材とを含み、
　前記積載部材は、前記ウェハを積載する第１積載面と、当該第1積載面の周囲に設けら
れるとともに前記規制部材を積載する第２積載面とを備え、
　前記第１積載面は、前記第２積載面よりも突出して形成されるとともに、周縁側よりも
中央側が盛り上がる凸状の面形状を有し、当該第１積載面の算術平均粗さＲａが０．５μ
ｍ以下であり、
　前記第２積載面は、前記第１積載面よりも算術平均粗さＲａの値が大きいこと
を特徴とするウェハ保持体。
【請求項５】
　前記気相化学成長法が有機金属気相成長法であり、
　前記化合物半導体層がＩＩＩ族窒化物半導体層であることを特徴とする請求項４記載の
ウェハ保持体。
【請求項６】
　前記ウェハが、基板上に予め化合物半導体層を形成したもので構成されることを特徴と
する請求項４または５記載のウェハ保持体。
【請求項７】
　前記積載部材は、カーボンで構成された基材の表面にＳｉＣからなる被覆層を形成して
構成され、前記規制部材は、石英で構成されることを特徴とする請求項４乃至６のいずれ
か１項記載のウェハ保持体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化合物半導体の製造装置およびウェハ保持体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化合物半導体を用いたＬＥＤ（Light Emitting Diode）、ＦＥＴ（Field Effect
 Transistor）、ＨＥＭＴ（High Electron Mobility Transistor）等の各種半導体素子が
、広く用いられるようになってきている。
【０００３】
　このような化合物半導体結晶を成長させる方法の一つとして、気相化学成長法（Chemic
al Vapor Deposition：以下、ＣＶＤ法と呼ぶ）が知られている。ＣＶＤ法では、化合物
半導体結晶の原料となる原料ガスを、キャリアガスとともに反応室内に供給し、反応室内
で加熱された基板の付近で原料ガスを熱分解し、基板上に化合物半導体結晶をエピタキシ
ャル成長させることで、化合物半導体ウェハを得ている。
【０００４】
　公報記載の従来技術として、基板となる被処理体を載置台の支持領域に載置するととも
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に、支持領域に載置された被処理体の一面に沿う移動を規定する位置決めリング部材と、
位置決めリング部材と載置台とに設けられ、位置決めリング部材の熱収縮差による位置決
めリング部材と載置台との径方向への相対的な移動を許容しつつリング部材に沿う相対的
な移動を規制する移動規制手段とを具備する処理装置が存在する（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００１－５２５９９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＣＶＤ法では、基板の付近で原料ガスを熱分解するために、基板を加熱することが一般
的である。このとき、基板上での異なる位置（例えば周縁側と中央側）とで、基板温度に
違いが存在すると、基板上に形成される化合物半導体層の組成が、基板上での位置によっ
て変動してしまうことがあった。ここで、基板上に形成される化合物半導体層に組成むら
が生じると、ＬＥＤのような発光素子の場合には、基板上での位置によって発光波長に違
いが生じることになり、ＦＥＴやＨＥＭＴのような能動素子の場合には、基板上での位置
によって電子や正孔の移動度に違いが生じてしまうことになる。
【０００７】
　本発明は、化合物半導体をエピタキシャル成長させる際の組成むらを抑制することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、気相化学成長法を用いてウェハ上に化合物半導体層を形成する化合物半導体
の製造装置であって、内部に前記ウェハを収容する反応容器と、前記反応容器内に配置さ
れ、前記ウェハにおける前記化合物半導体層の被形成面が上方を向くように当該ウェハを
保持するウェハ保持体と、前記反応容器内に外部から前記化合物半導体層の原料となる原
料ガスを供給する供給部と、前記ウェハ保持体を加熱する加熱部とを備え、前記ウェハ保
持体は、前記ウェハを積載する積載部材と、前記積載部材に積載されるとともに、当該積
載部材に積載された前記ウェハの周面を取り囲むことで、当該ウェハの移動を規制する規
制部材とを含み、前記積載部材は、前記ウェハを積載する第１積載面と、当該第１積載面
の周囲に設けられるとともに前記規制部材を積載する第２積載面とを備え、前記第１積載
面は、前記第２積載面よりも突出して形成されるとともに、周縁側よりも中央側が盛り上
がる凸状の面形状を有し、当該第１積載面の算術平均粗さＲａが０．５μｍ以下であり、
前記第２積載面は、前記第１積載面よりも算術平均粗さＲａの値が大きいことを特徴とす
る。
【０００９】
　このような化合物半導体の製造装置において、前記反応容器内に回転可能に配置され、
前記ウェハ保持体を回転可能に支持する支持体をさらに備え、前記供給部は、前記支持体
の上方または側方から前記原料ガスを供給することを特徴とすることができる。
　また、前記加熱部は、前記ウェハを７００℃以上１２００℃以下に加熱することを特徴
とすることができる。
【００１０】
　他の観点から捉えると、本発明は、気相化学成長法を用いてウェハ上に化合物半導体層
を形成する化合物半導体の製造装置で用いられ、当該ウェハを保持するウェハ保持体であ
って、前記ウェハを積載する積載部材と、前記積載部材に積載されるとともに、当該積載
部材に積載された前記ウェハの周面を取り囲むことで、当該ウェハの移動を規制する規制
部材とを含み、前記積載部材は、前記ウェハを積載する第１積載面と、当該第１積載面の
周囲に設けられるとともに前記規制部材を積載する第２積載面とを備え、前記第１積載面
は、前記第２積載面よりも突出して形成されるとともに、周縁側よりも中央側が盛り上が
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る凸状の面形状を有し、当該第１積載面の算術平均粗さＲａが０．５μｍ以下であり、前
記第２積載面は、前記第１積載面よりも算術平均粗さＲａの値が大きいことを特徴とする
。
【００１１】
　このようなウェハ保持体において、前記気相化学成長法が有機金属気相成長法であり、
前記化合物半導体層がＩＩＩ族窒化物半導体層であることを特徴とすることができる。
　また、前記ウェハが、基板上に予め化合物半導体層を形成したもので構成されることを
特徴とすることができる。
　さらに、前記積載部材は、カーボンで構成された基材の表面にＳｉＣからなる被覆層を
形成して構成され、前記規制部材は、石英で構成されることを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、化合物半導体をエピタキシャル成長させる際の組成むらを抑制するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical Vapor Deposition）装置の断面構成の一
例を示す概略図である。
【図２】図１に示すＭＯＣＶＤ装置のＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】ＭＯＣＶＤ装置においてウェハを保持するのに用いられるウェハ保持体の構成の
一例を説明するための図である。
【図４】ウェハ保持体の分解斜視図である。
【図５】ウェハ保持体における積載部材の構成を説明するための図である。
【図６】ウェハ保持体における規制部材の構成を説明するための図である。
【図７】ウェハ保持体の縦断面図である。
【図８】積載部材におけるウェハ積載面の構成の一例を説明するための図である。
【図９】ＭＯＣＶＤ装置を用いて製造される積層半導体ウェハの構成の一例を示す断面図
である。
【図１０】実施例１および比較例１～比較例３のそれぞれにおける、ウェハ保持体におけ
るウェハ積載面の３次元形状と、得られた積層半導体ウェハにおけるＰＬ波長分布との関
係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
＜ＭＯＣＶＤ装置の構成＞
　図１は気相化学成長法の一つであるＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical Vapor Depos
ition：有機金属気相成長法）を用いた、ＭＯＣＶＤ装置１の断面構成を示す図である。
また、図２は、図１に示すＭＯＣＶＤ装置１のＩＩ－ＩＩ断面図である。
　このＭＯＣＶＤ装置１は、ウェハＷ（後述する基板１１０（図９参照）や、基板１１０
の上に化合物半導体層を１層以上形成してなる積層基板１００（図９参照）にて構成され
る）の結晶成長面が上方を向くように配置し、エピタキシャル成長を行わせる化合物半導
体結晶の原料となる原料ガスを、ウェハＷの上方または側方からウェハＷの上面側に供給
する構成を有している。
【００１５】
　ＭＯＣＶＤ装置１は、内部に反応室が形成される反応容器１０と、反応容器１０の反応
室内に配置され、後述するウェハ保持体３０を支持する支持体２０とを備えている。
　これらのうち、反応容器１０は、円筒状の形状を有し上方に向かう開口が形成されると
ともにその内部に支持体２０を収容する収容部１１と、円板状の形状を有しこの収容部１
１の上部に取り付けられる蓋部１２とを備える。
【００１６】
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　ここで、収容部１１および蓋部１２は、ステンレス等の金属にて構成されている。また
、蓋部１２は、収容部１１に対して開閉自在に取り付けられており、収容部１１に対して
閉じられた場合には、収容部１１とともに反応室を形成する。なお収容部１１と蓋部１２
とが対向する部位には、図示しないＯリング等のシール材が取り付けられている。
【００１７】
　また、蓋部１２の中央部には、外部に設けられたガス供給機構（図示せず）から反応室
内部に原料ガスを供給するための貫通孔が形成されている。そして、この貫通孔には供給
部の一例としての供給管１３が接続されている。さらに、蓋部１２の中央部から偏倚した
位置には、外部から反応室内部を観察するための貫通孔も形成されている。
　一方、収容部１１の底面には、反応室内に供給された原料ガスを反応室の外部に排出す
るための複数の排気管が貫通形成されている。さらに、収容部１１の底面中央部には、後
述する軸２１を通すための貫通孔（図示せず）も形成されている。
【００１８】
　ここで、ＭＯＣＶＤ装置１で使用する原料ガスについて説明する。
　本実施の形態では、ウェハＷ（基板１１０あるいは積層基板１００）上に、ＭＯＣＶＤ
装置１を用いて、化合物半導体層の一例としてのＩＩＩ族窒化物半導体層を形成する。こ
のため、原料として、ＩＩＩ族の元素を含む有機金属と窒素を含むアンモニアＮＨ3とを
使用する。ただし、有機金属は主として液体原料であるため、液体状の有機金属に窒素Ｎ

2および水素Ｈ2にてバブリングを行い、得られた窒素Ｎ2および水素Ｈ2および有機金属を
混合させてなる有機金属ガスＭＯを原料ガスとして供給する。本実施の形態では、供給管
１３より有機金属ガスＭＯおよびアンモニアＮＨ3の供給を行う。また、供給管１３より
キャリアガス（例えば水素Ｈ2）の供給も行う。
【００１９】
　なお、有機金属としては、例えばＩＩＩ族のＧａを含むトリメチルガリウム（ＴＭＧ）
またはトリエチルガリウム（ＴＥＧ）、例えばＩＩＩ族のＡｌを含むトリメチルアルミニ
ウム（ＴＭＡ）またはトリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）、例えばＩＩＩ族のＩｎを含む
トリメチルインジウム（ＴＭＩ）またはトリエチルインジウム（ＴＥＩ）が挙げられる。
また、ｎ型のドーパントとしては、モノシラン（ＳｉＨ4）やジシラン（Ｓｉ2Ｈ6）をＳ
ｉ原料として用いることができ、あるいは、ゲルマンガス（ＧｅＨ4）やテトラメチルゲ
ルマニウム（（ＣＨ3）4Ｇｅ）やテトラエチルゲルマニウム（（Ｃ2Ｈ5）4Ｇｅ）をＧｅ
原料として用いることができる。一方、ｐ型のドーパントとしては、例えばビスシクロペ
ンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ2Ｍｇ）またはビスエチルシクロペンタジエニルマグネ
シウム（ＥｔＣｐ2Ｍｇ）をＭｇ原料として用いることができる。さらに、アンモニアに
代えて、ヒドラジン（Ｎ2Ｈ4）を用いることもできる。なお、上述した有機金属ガスＭＯ
以外にも、他のＩＩＩ族元素を含有させた構成とすることができ、必要に応じてＧｅ、Ｓ
ｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、Ｂｅ等のドーパントを含有させることができる。さらに、意図的
に添加した元素に限らず、成膜条件等に依存して必然的に含まれる不純物、並びに原料、
反応管材質に含まれる微量不純物を含む場合もある。
【００２０】
　また、支持体２０は円板状の形状を有しており、一方の面すなわち表面が上方を向き、
且つ、他方の面すなわち裏面が下方を向くように、収容部１１内に配置されている。そし
て、支持体２０は、カーボン（Ｃ）で形成された基材の外側に、ＳｉＣによるコーティン
グを施したもので構成されている。ここで、支持体２０の表面側には、それぞれ円形状を
呈する６個の凹部が、円周方向に等間隔に形成されている。一方、支持体２０の裏面側に
は、その中央部から下方に向かう金属製の軸２１が取り付けられており、この軸２１は、
収容部１１の底面中央部に設けられた貫通孔を介して反応容器１０の外部に突出している
。そして、支持体２０は、反応容器１０の外部から軸２１に駆動力を与えることにより、
図１および図２に示す矢印Ａ方向に回転するようになっている。
　なお、支持体２０の内部には、支持体２０に設けられた６個の凹部の底面に向けて窒素
Ｎ2を供給するための貫通孔（図示せず）が形成されている。ここで、支持体２０に設け
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られた６個の凹部の底面に対する窒素Ｎ2の供給手法については、適宜設定変更して差し
支えない。
【００２１】
　また、支持体２０の表面に設けられた６個の凹部には、それぞれ円形状を有するウェハ
保持体３０が取り付けられている。これらウェハ保持体３０は、それぞれ、上方を向く面
に円形状の凹部が形成されており、各凹部にはウェハＷが取り付けられている。なお、支
持体２０に設けられた凹部とウェハ保持体３０との間には隙間が形成されており、これら
６個のウェハ保持体３０は、支持体２０に対して着脱自在となっている。
【００２２】
　ここで、ウェハＷは、その結晶成長面すなわち結晶の被形成面が外側に露出するように
ウェハ保持体３０の凹部に保持されている。なお、ウェハＷは、ウェハ保持体３０に対し
て着脱自在となっている。そして、各ウェハ保持体３０は、それぞれがウェハＷを保持し
た状態で、上述した図示しない貫通孔を介して供給される窒素Ｎ2の流れにより、図２に
示す矢印Ｂ方向に回転するようになっている。なお、ウェハ保持体３０の具体的な構造に
ついては後述する。
【００２３】
　また、このＭＯＣＶＤ装置１の支持体２０の裏面側と収容部１１の底面との間には、支
持体２０およびウェハ保持体３０を介してウェハＷを加熱する加熱部６０が設けられてい
る。この加熱部６０は、軸２１を貫通させる穴が形成されたリング状の形状を備えており
、その内部にはコイルが収容されている。なお、加熱部６０は、コイルに電流が供給され
ることにより、支持体２０を構成するカーボンを電磁誘導加熱する。
【００２４】
　さらに、このＭＯＣＶＤ装置１の蓋部１２の下方且つ支持体２０の上方には、反応室内
に供給される原料ガスの反応によって生成される生成物が、蓋部１２の内壁に付着、堆積
するのを防止することによって蓋部１２を保護する保護部材７０が設けられている。ここ
で、保護部材７０は円形状を有しており、蓋部１２と同様、中央部に外部から反応室の内
部に原料ガスを供給する貫通孔が形成されている。また、保護部材７０には、蓋部１２と
同様、外部から反応室内部を観察するための貫通孔も形成されている。
【００２５】
　そして、保護部材７０は、図示しない取付部材によって蓋部１２に取り付けられている
。なお、取付部材は、蓋部１２に対して着脱自在となっており、これに伴い、保護部材７
０も、蓋部１２に対して取り付けおよび取り外しが可能となっている。また、保護部材７
０は、取付部材によって蓋部１２に取り付けられることにより固定されるようになってい
る。
【００２６】
　なお、図２に破線で示すように、保護部材７０は、収容部１１に対して蓋部１２を閉じ
た状態で上方からみた場合に、支持体２０の全面を覆うように配置されている。したがっ
て、各ウェハ保持体３０を介して支持体２０に保持される６枚のウェハＷは、保護部材７
０の下方に位置する。
【００２７】
　また、このＭＯＣＶＤ装置１の支持体２０と保護部材７０との間には、反応室内に供給
され、結晶のエピタキシャル成長に使用された原料ガス等を、収容部１１の底面に設けら
れた排出管側へと導く排気部材８０が取り付けられている。この排気部材８０は、リング
状の形状を有している。また、排気部材８０の内壁は、支持体２０に設けられた６つの凹
部よりも外側に位置している。そして、排気部材８０の内壁には、使用後の原料ガス等を
外部に排出するための複数の貫通孔（図示せず）が形成されている。なお、排気部材８０
は、支持体２０の外周部の縁端側との対向部において、支持体２０の回転を妨げないよう
に構成されている。また、図２においては、排気部材８０の記載を省略している。
【００２８】
　そして、このＭＯＣＶＤ装置１の蓋部１２に設けられた貫通孔（図示せず）の上部には



(7) JP 5904101 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

、監視装置９０が取り付けられている。この監視装置９０は、蓋部１２および保護部材７
０にそれぞれ設けられた貫通孔を介して、反応室の内部の状態、より具体的には、ウェハ
保持体３０を介して支持体２０に保持されたウェハＷ上にエピタキシャル成長する結晶の
状態、および、ウェハＷの反りの状態等を監視する。なお、これらの貫通孔を介して監視
装置９０に原料ガス等が流入するのを防止するため、監視装置９０から反応室に向けて、
例えば窒素Ｎ2等のパージガスが供給されている。
【００２９】
＜ウェハ保持体の構成＞
　図３は、図１等に示すＭＯＣＶＤ装置１においてウェハＷを保持するのに用いられるウ
ェハ保持体３０の構成の一例を示す図である。ここで、図３（ａ）はウェハ保持体３０を
、ウェハＷを保持する側からみた上面図であり、図３（ｂ）は図３（ａ）に示すウェハ保
持体３０をＩＩＩＢ方向からみた側面図である。また、図４は、図３に示すウェハ保持体
３０の分解斜視図である。ただし、図４においては、ウェハ保持体３０に保持されるウェ
ハＷも、併せて示している。
【００３０】
　本実施の形態のウェハ保持体３０は、ウェハＷを積載する積載部材４０と、積載部材４
０の上面側に装着されることにより、積載部材４０に積載されたウェハＷの移動を規制す
る規制部材５０とを備えている。これらのうち、積載部材４０は円盤状の形状を呈してお
り、規制部材５０はリング状の形状を呈している。そして、本実施の形態のウェハ保持体
３０では、積載部材４０に対し、規制部材５０が着脱自在となっている。
【００３１】
　図５は、ウェハ保持体３０における積載部材４０の構成を説明するための図である。こ
こで、図５（ａ）は、積載部材４０のうち、規制部材５０およびウェハＷを積載する上面
４１の構造を説明するための図であり、図５（ｂ）は、積載部材４０のうち、支持体２０
に積載される底面４２の構造を説明するための図である。この積載部材４０は、上述した
支持体２０（図１参照）と同様に、カーボン（Ｃ）で形成された基材の外側に、ＳｉＣに
よるコーティングを施したもので構成されている。
【００３２】
　まず、図５（ａ）に示すように、積載部材４０の上面４１は、ウェハＷを積載するため
のウェハ積載面４１１と、ウェハ積載面４１１の周縁から外側に突出して設けられた、リ
ング状の規制部材５０を積載するためのリング積載面４１２とを有している。ここで、図
５（ａ）に示す上面４１においては、第１積載面の一例としてのウェハ積載面４１１が、
第２積載面の一例としてのリング積載面４１２よりも図中手前側に突出している（後述す
る図７も参照）。
【００３３】
　また、リング積載面４１２の外形は、円形状を呈するようになっている。一方、ウェハ
積載面４１１の外形も、基本的には円形状を呈するようになっているが、積載されるウェ
ハＷの形状に倣い、ウェハＷにおけるオリエンテーションフット（オリフラ）の形成位置
に対応した、直線状の切り欠きを有するものとなっている。なお、上面４１において、ウ
ェハ積載面４１１およびリング積載面４１２は、同心円状に配置されている。
【００３４】
　さらに、リング積載面４１２には、放射状に９０°の間隔で、図中奥側にへこむ第１溝
部４１２１、第２溝部４１２２および第３溝部４１２３が形成されている。なお、この例
では、第２溝部４１２２と第３溝部４１２３とが、ウェハ積載面４１１を挟んで向かい合
っており、第１溝部４１２１と上記オリフラに対応した直線状の切り欠きとが、ウェハ積
載面４１１を挟んで向かい合っている。
【００３５】
　次に、図５（ｂ）に示すように、積載部材４０の底面４２は、支持体２０に積載される
リング状の被積載面４２１と、被積載面４２１の外側の周縁から外方に突出して設けられ
、支持体２０に積載された際に所定の隙間をもって支持体２０に対向する外側対向面４２
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２と、被積載面４２１の内側の周縁よりも内側に設けられ、支持体２０に積載された際に
所定の隙間をもって支持体２０に対向する内側対向面４２３と、内側対向面４２３の中央
に設けられた中央凹部４２４とを有している。ここで、図５（ｂ）に示す底面４２におい
ては、被積載面４２１が、外側対向面４２２、内側対向面４２３および中央凹部４２４よ
りも図中手前側に突出している（後述する図７も参照）。
【００３６】
　図６は、ウェハ保持体３０における規制部材５０の構成を説明するための図である。こ
こで、図６（ａ）は、規制部材５０のうち、積載部材４０とともにウェハ保持体３０を構
成した際に上方に露出する露出面５１の構造を説明するための図であり、図６（ｂ）は、
規制部材５０のうち、積載部材４０とともにウェハ保持体３０を構成した際に、積載部材
４０のリング積載面４１２に接触する接触面５２の構造を説明するための図である。この
規制部材５０は、上述した積載部材４０とは異なる材料、例えば石英で構成されている。
【００３７】
　本実施の形態の規制部材５０の外形は、基本的にはリング状を呈するようになっている
。ただし、規制部材５０の外側は円形状を呈するようになっているが、その内側は、ウェ
ハＷにおけるオリフラの形成位置に対応した、直線状の部位を有するものとなっている。
【００３８】
　まず、図６（ａ）に示すように、規制部材５０の露出面５１は、平坦な面で構成されて
いる。
　これに対し、図６（ｂ）に示すように、規制部材５０の接触面５２には、放射状に９０
°の間隔で、図中手前側に突出する第１畝部５２１、第２畝部５２２および第３畝部５２
３が形成されている。なお、この例では、第２畝部５２２と第３畝部５２３とが、リング
内の空間を挟んで向かい合っており、第１畝部５２１と上記オリフラに対応した直線状の
部位とが、リング内の空間を挟んで向かい合っている。
【００３９】
　図７は、図５に示す積載部材４０と図６に示す規制部材５０とを組み合わせてなる、図
３に示すウェハ保持体３０の縦断面図である。ここで、図７（ａ）は図３（ａ）における
ＶＩＩＡ－ＶＩＩＡ断面を、図７（ｂ）は図３（ａ）におけるＶＩＩＢ－ＶＩＩＢ断面を
、図７（ｃ）は図３（ａ）におけるＶＩＩＣ－ＶＩＩＣ断面を、それぞれ示している。
【００４０】
　本実施の形態では、積載部材４０の上面４１におけるリング積載面４１２に、規制部材
５０における接触面５２を接触させるように取り付けを行うことで、ウェハ保持体３０が
構成される。ここで、本実施の形態では、積載部材４０におけるリング積載面４１２の外
径に比べて、規制部材５０の内径がわずかに（１ｍｍ程度）大きく設定されている。
【００４１】
　そして、ウェハ保持体３０においては、積載部材４０におけるオリフラの対応位置と、
規制部材５０におけるオリフラの対応位置とを一致させるように、積載部材４０に対する
規制部材５０の取り付け（はめ込み）が行われる。このとき、例えば図７（ａ）に示した
ように、積載部材４０の上面４１におけるリング積載面４１２に設けられた第１溝部４１
２１には、規制部材５０の接触面５２に設けられた第１畝部５２１がはまり込む。また、
例えば図７（ｂ）に示したように、積載部材４０のリング積載面４１２に設けられた第２
溝部４１２２には、規制部材５０の接触面５２に設けられた第２畝部５２２がはまり込み
、積載部材４０のリング積載面４１２に設けられた第３溝部４１２３には、規制部材５０
の接触面５２に設けられた第３畝部５２３がはまり込む。これにより、本実施の形態のウ
ェハ保持体３０では、積載部材４０に対する規制部材５０のがたつきが抑えられている。
【００４２】
　また、本実施の形態では、積載部材４０の上面４１におけるウェハ積載面４１１とリン
グ積載面４１２との段差の大きさよりも、規制部材５０の高さ（露出面５１と接触面５２
との距離）の方が大きく設定されている。これにより、ウェハ保持体３０では、積載部材
４０におけるウェハ積載面４１１の周囲に、規制部材５０の内壁による壁が形成される。
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【００４３】
　したがって、ウェハ保持体３０において積載部材４０のウェハ積載面４１１にウェハＷ
を積載した際、このウェハＷの周縁が規制部材５０の内壁によって囲われることとなり、
ウェハ保持体３０に対するウェハＷの移動（より具体的には水平方向への移動）が規制さ
れる。
【００４４】
　図８は、積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の構成の一例を説明するための図で
ある。なお、図８に示す積載部材４０の断面は、図３（ａ）におけるＶＩＩＣ－ＶＩＩＣ
断面に対応するものであるが、ここでは、発明の理解を助けるために、ウェハ積載面４１
１における凹凸を誇張して描いている。
【００４５】
　本実施の形態では、上方からみたときに略円形状を呈するウェハ積載面４１１が、断面
においては周縁から中央に向かって徐々に高くなる山型（凸型）の断面形状を有している
。したがって、ウェハ積載面４１１における等高線の分布は、略同心円状となっている。
なお、この説明においては、ウェハ積載面４１１において最も標高が高くなる位置を頂部
４１１１と呼び、ウェハ積載面４１１の周縁を基準としたときの頂部４１１１の高さを、
ウェハ積載面高さｈと呼ぶ。
【００４６】
　ここで、本実施の形態では、４インチ（１００ｍｍ）のウェハＷを用いており、ウェハ
保持体３０も、４インチのウェハＷを積載できるように構成されている。したがって、積
載部材４０におけるウェハ積載面４１１の直径（オリフラの対応位置を除く）は１００ｍ
ｍである。そして、本実施の形態では、ウェハ積載面４１１の直径が１００ｍｍであるの
に対し、ウェハ積載面高さｈが、室温（２５℃）において１７．５±７．５μｍとなるよ
うに設定されている。また、ウェハ積載面４１１における頂部４１１１は、ウェハ積載面
４１１の中心（円の中心）から半径２０ｍｍの範囲内に位置している。
【００４７】
　そして、本実施の形態では、積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の表面（ＳｉＣ
によるコート層）に、研磨によるラップ加工が施されている。これにより、ウェハ積載面
４１１における算術平均粗さＲａは０．５μｍ以下、より好ましくは０．３μｍ±０．１
μｍ（０．２μｍ～０．４μｍ）に設定されている。なお、積載部材４０におけるリング
積載面４１２の表面（ＳｉＣによるコート層）には、ウェハ積載面４１１のようなラップ
加工は施されていない。したがって、リング積載面４１２は、ウェハ積載面４１１よりも
算術平均粗さＲａの値が大きくなっている。
【００４８】
　ここで、本実施の形態のウェハ保持体３０は、上述したように積載部材４０と規制部材
５０とを組み合わせることによって構成されており、積載部材４０の上面４１では、ウェ
ハ積載面４１１が最上部に位置するようになっている。このため、積載部材４０と規制部
材５０とを一体化してなる従来のウェハ保持体と比較して、ウェハ積載面４１１における
凸面の形成、および、形成した凸面の研磨（ラップ加工）が容易となっており、面の精度
も出しやすくなっている。
【００４９】
＜積層半導体ウェハの構成＞
　図９は、上述したＭＯＣＶＤ装置１を用いて製造される積層半導体ウェハＳＷの一例の
断面図を示している。なお、図９に示す積層半導体ウェハＳＷは、例えば青色光を出力す
る発光チップを製造するための出発材料となる。
【００５０】
　この積層半導体ウェハＳＷは、基板１１０と、基板１１０上に形成された中間層１２０
と、中間層１２０の上に順次積層される、下地層１３０、ｎ型半導体層１４０、発光層１
５０およびｐ型半導体層１６０とを備えている。
【００５１】
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　ここで、ｎ型半導体層１４０は、下地層１３０側に設けられるｎ型コンタクト層１４０
ａと発光層１５０側に設けられるｎ型クラッド層１４０ｂとを有する。また、発光層１５
０は、障壁層１５０ａと井戸層１５０ｂとが交互に積層され、２つの障壁層１５０ａによ
って１つの井戸層１５０ｂを挟み込んだ多重量子井戸構造を有する。さらに、ｐ型半導体
層１６０は、発光層１５０側に設けられるｐ型クラッド層１６０ａと最上層に設けられる
ｐ型コンタクト層１６０ｂとを有する。
【００５２】
　なお、以下の説明においては、基板１１０、中間層１２０および下地層１３０を、まと
めて積層基板１００と称し、ｎ型半導体層１４０、発光層１５０およびｐ型半導体層１６
０を、まとめて化合物半導体層１７０と称する。
【００５３】
（基板１１０）
　基板１１０は、ＩＩＩ族窒化物化合物半導体とは異なる材料から構成され、基板１１０
上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶がエピタキシャル成長される。基板１１０を構成する材料
としては、例えば、サファイア、炭化ケイ素（シリコンカーバイド：ＳｉＣ）、シリコン
等を用いることができる。
【００５４】
（中間層１２０）
　上述したように、基板１１０はＩＩＩ族窒化物化合物半導体とは異なる材料から構成さ
れる。このため、図１に示すＭＯＣＶＤ装置１を用いて化合物半導体層１７０を成膜する
前に、バッファ機能を発揮する中間層１２０を基板１１０上に設けておくことが好ましい
。特に、中間層１２０が単結晶構造であることは、バッファ機能の面から好ましい。単結
晶構造を有する中間層１２０を基板１１０上に成膜した場合、中間層１２０のバッファ機
能が有効に作用し、中間層１２０上に成膜される下地層１３０と化合物半導体層１７０と
は、良好な結晶性を持つ結晶膜となる。
　中間層１２０は、Ａｌを含有することが好ましく、ＩＩＩ族窒化物であるＡｌＮを含む
ことが特に好ましい。
【００５５】
（下地層１３０）
　下地層１３０に用いる材料としては、Ｇａを含むＩＩＩ族窒化物（ＧａＮ系化合物半導
体）が用いられ、特に、ＡｌＧａＮ、又はＧａＮを好適に用いることができる。下地層１
３０の膜厚は０．１μｍ以上、好ましくは０．５μｍ以上、さらに好ましくは１μｍ以上
である。
【００５６】
（ｎ型半導体層１４０）
　ｎ型半導体層１４０は、ｎ型コンタクト層１４０ａおよびｎ型クラッド層１４０ｂから
構成される。
　ここで、ｎ型コンタクト層１４０ａとしては、下地層１３０と同様にＧａＮ系化合物半
導体が用いられる。また、下地層１３０およびｎ型コンタクト層１４０ａを構成する窒化
ガリウム系化合物半導体は同一組成であることが好ましく、これらの合計の膜厚を０．１
μｍ～２０μｍ、好ましくは０．５μｍ～１５μｍ、さらに好ましくは１μｍ～１２μｍ
の範囲に設定することが好ましい。
【００５７】
　一方、ｎ型クラッド層１４０ｂは、ＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＧａＩｎＮ等によって形成す
ることが可能である。また、これらの構造をヘテロ接合したものや複数回積層した超格子
構造を採用してもよい。ｎ型クラッド層１４０ｂとしてＧａＩｎＮを採用した場合には、
そのバンドギャップを、発光層１５０のＧａＩｎＮのバンドギャップよりも大きくするこ
とが望ましい。ｎ型クラッド層１４０ｂの膜厚は、好ましくは５ｎｍ～５００ｎｍ、より
好ましくは５ｎｍ～１００ｎｍの範囲である。
【００５８】



(11) JP 5904101 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

（発光層１５０）
　発光層１５０は、窒化ガリウム系化合物半導体からなる障壁層１５０ａと、インジウム
を含有する窒化ガリウム系化合物半導体からなる井戸層１５０ｂとが交互に繰り返して積
層され、且つ、ｎ型半導体層１４０側及びｐ型半導体層１６０側にそれぞれ障壁層１５０
ａが配される順で積層して形成される。本実施の形態において、発光層１５０は、６層の
障壁層１５０ａと５層の井戸層１５０ｂとが交互に繰り返して積層され、発光層１５０の
最上層及び最下層に障壁層１５０ａが配され、各障壁層１５０ａ間に井戸層１５０ｂが配
される構成となっている。
【００５９】
　障壁層１５０ａとしては、例えば、インジウムを含有した窒化ガリウム系化合物半導体
からなる井戸層１５０ｂよりもバンドギャップエネルギーが大きいＡｌcＧａ1-cＮ（０≦
ｃ≦０．３）等の窒化ガリウム系化合物半導体を好適に用いることができる。
　また、井戸層１５０ｂには、インジウムを含有する窒化ガリウム系化合物半導体として
、例えば、Ｇａ1-sＩｎsＮ（０＜ｓ＜０．４）等の窒化ガリウムインジウム（以下では、
「ＧａＩｎＮ」と表記することがある）を用いることができる。
　発光層１５０全体の膜厚としては、特に限定されないが、量子効果の得られる程度の膜
厚、即ち臨界膜厚領域であることが好ましい。例えば、発光層１５０の膜厚は、１ｎｍ～
５００ｎｍの範囲であることが好ましく、１００ｎｍ前後の膜厚であればより好ましい。
また、井戸層１５０ｂの膜厚としては、特に限定されないが、量子効果の得られる程度の
膜厚であることが好ましい。
【００６０】
（ｐ型半導体層１６０）
　ｐ型半導体層１６０は、ｐ型クラッド層１６０ａおよびｐ型コンタクト層１６０ｂから
構成される。ｐ型クラッド層１６０ａとしては、好ましくは、ＡｌdＧａ1-dＮ（０＜ｄ≦
０．４）のものが挙げられる。ｐ型クラッド層１６０ａの膜厚は、好ましくは１ｎｍ～４
００ｎｍであり、より好ましくは５ｎｍ～１００ｎｍである。
　一方、ｐ型コンタクト層１６０ｂとしては、ＡｌeＧａ1-eＮ（０≦ｅ＜０．５）を含ん
でなる窒化ガリウム系化合物半導体層が挙げられる。ｐ型コンタクト層１６０ｂの膜厚は
、特に限定されないが、１０ｎｍ～５００ｎｍが好ましく、より好ましくは５０ｎｍ～２
００ｎｍである。
【００６１】
　なお、本実施の形態のＭＯＣＶＤ装置１では、基板１１０上に、中間層１２０、下地層
１３０を積層することで積層基板１００を得る第１積層工程と、積層基板１００の下地層
１３０上に、ｎ型半導体層１４０、発光層１５０およびｐ型半導体層１６０を含む化合物
半導体層１７０を積層することで積層半導体ウェハＳＷを得る第２積層工程とが実行され
る。このため、例えば第１積層工程では基板１１０がウェハＷとなり、また、例えば第２
積層工程では積層基板１００がウェハＷとなる。
【００６２】
＜積層半導体ウェハの製造方法＞
　ここでは、ＭＯＣＶＤ装置１を用い、ウェハＷの一例としての積層基板１００上に化合
物半導体層１７０を積層することによって、積層半導体ウェハＳＷを製造する方法につい
て説明を行う。
【００６３】
　最初に、積層基板１００を、積載部材４０と規制部材５０とを組み合わせてなるウェハ
保持体３０に取り付ける。このとき、積層基板１００における基板１１０側を、ウェハ保
持体３０における積載部材４０のウェハ積載面４１１に積載させることで、積層基板１０
０における下地層１３０を外部に露出させる。また、これに伴い、積層基板１００の周面
（側面）は、ウェハ保持体３０における規制部材５０の内壁面に対向することとなり、ウ
ェハ保持体３０に対して積層基板１００が緩くはめ込まれた状態となる。
【００６４】
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　次に、それぞれが積層基板１００を保持した６個のウェハ保持体３０を、ＭＯＣＶＤ装
置１に設けられた支持体２０にセットする。より具体的に説明すると、ＭＯＣＶＤ装置１
において、収容部１１に対して蓋部１２を開放した状態で、それぞれが積層基板１００を
保持した６個のウェハ保持体３０を、支持体２０に設けられた各凹部（６箇所）に、積層
基板１００における下地層１３０が上方を向くように配置する。このとき、各ウェハ保持
体３０の積載部材４０における底面４２の被積載面４２１が、支持体２０に設けられた各
凹部の底面に接触する。その後、収容部１１に対して蓋部１２を閉じ、脱気を行って収容
部１１と蓋部１２とを密着させることにより、反応室を形成する。
【００６５】
　続いて、軸２１を介して支持体２０を矢印Ａ方向に回転させるとともに、図示しない貫
通孔を介して支持体２０に設けられた各凹部に窒素Ｎ2を供給することにより、矢印Ａ方
向に回転する支持体２０上にて、各ウェハ保持体３０および各ウェハ保持体３０に保持さ
れた積層基板１００を、矢印Ｂ方向に回転させる。また、供給管１３を介して、キャリア
ガスの供給を開始する。
【００６６】
　さらに、加熱部６０への通電を開始し、支持体２０および各ウェハ保持体３０を介して
、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００を、ｎ型コンタクト層１４０ａをエピ
タキシャル成長させるための設定温度（第１設定温度：この例では１０９０℃）へと加熱
する。そして、積層基板１００が第１設定温度に加熱された状態で、供給管１３を介して
ｎ型コンタクト層１４０ａ用の原料ガスの供給を開始する。
【００６７】
　すると、積層基板１００における下地層１３０の表面側では、外部から供給されてくる
原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、下地層１３０
上には、ｎ型コンタクト層１４０ａがエピタキシャル成長する。
【００６８】
　そして、予め決められた時間（目的とするｎ型コンタクト層１４０ａの厚さを得るため
に必要な時間）が経過すると、供給管１３を介したｎ型コンタクト層１４０ａ用の原料ガ
スの供給を停止する。これにより、ｎ型コンタクト層１４０ａの積層が完了する。
【００６９】
　次に、加熱部６０への通電状態（電流値）を必要に応じて変更することで、支持体２０
および各ウェハ保持体３０を介して、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００（
ここではｎ型コンタクト層１４０ａまでを含む：以下同じ）を、ｎ型クラッド層１４０ｂ
をエピタキシャル成長させるための設定温度（第２設定温度：この例では７８０℃）に加
熱する。そして、積層基板１００が第２設定温度まで加熱された状態で、供給管１３を介
してｎ型クラッド層１４０ｂ用の原料ガスの供給を開始する。
【００７０】
　すると、積層基板１００におけるｎ型コンタクト層１４０ａの表面側では、外部から供
給されてくる原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、
ｎ型コンタクト層１４０ａ上には、ｎ型クラッド層１４０ｂがエピタキシャル成長する。
【００７１】
　そして、予め決められた時間（目的とするｎ型クラッド層１４０ｂの厚さを得るために
必要な時間）が経過すると、供給管１３を介したｎ型クラッド層１４０ｂ用の原料ガスの
供給を停止する。これにより、ｎ型クラッド層１４０ｂの積層が完了する。
【００７２】
　続いて、加熱部６０への通電状態を必要に応じて変更することで、支持体２０および各
ウェハ保持体３０を介して、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００（ここでは
ｎ型クラッド層１４０ｂまでを含む：以下同じ）を、障壁層１５０ａをエピタキシャル成
長させるための設定温度（第３設定温度：この例では８００℃）に加熱する。そして、積
層基板１００が第３設定温度まで加熱された状態で、供給管１３を介して障壁層１５０ａ
用の原料ガスの供給を開始する。
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【００７３】
　すると、積層基板１００におけるｎ型クラッド層１４０ｂの表面側では、外部から供給
されてくる原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、ｎ
型クラッド層１４０ｂ上には、最初の障壁層１５０ａがエピタキシャル成長する。
【００７４】
　そして、予め決められた時間（目的とする障壁層１５０ａの厚さを得るために必要な時
間）が経過すると、供給管１３を介した障壁層１５０ａ用の原料ガスの供給を停止する。
これにより、最初の障壁層１５０ａの積層が完了する。
【００７５】
　さらに続いて、加熱部６０への通電状態を必要に応じて変更することで、支持体２０お
よび各ウェハ保持体３０を介して、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００（こ
こでは最初の障壁層１５０ａまでを含む：以下同じ）を、井戸層１５０ｂをエピタキシャ
ル成長させるための設定温度（第４設定温度：この例では８００℃）に加熱する。そして
、積層基板１００が第４設定温度まで加熱された状態で、供給管１３を介して井戸層１５
０ｂ用の原料ガスの供給を開始する。
【００７６】
　すると、積層基板１００における最初の障壁層１５０ａの表面側では、外部から供給さ
れてくる原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、最初
の障壁層１５０ａ上には、最初の井戸層１５０ｂがエピタキシャル成長する。
【００７７】
　そして、予め決められた時間（目的とする井戸層１５０ｂの厚さを得るために必要な時
間）が経過すると、供給管１３を介した井戸層１５０ｂ用の原料ガスの供給を停止する。
これにより、最初の井戸層１５０ｂの積層が完了する。
【００７８】
　以降、第３設定温度への加熱および障壁層１５０ａ用の原料ガスの供給と、第４設定温
度への加熱および井戸層１５０ｂ用の原料ガスの供給とを交互に繰り返すことにより、障
壁層１５０ａと井戸層１５０ｂとを交互に積層した発光層１５０を得る。なお、発光層１
５０における最上層は、最後の障壁層１５０ａ（この例では６層目の障壁層１５０ａ）と
なる。
【００７９】
　それから、加熱部６０への通電状態を必要に応じて変更することで、支持体２０および
各ウェハ保持体３０を介して、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００（ここで
は最後の障壁層１５０ａまでを含む：以下同じ）を、ｐ型クラッド層１６０ａをエピタキ
シャル成長させるための設定温度（第５設定温度：この例では１０９０℃）に加熱する。
そして、積層基板１００が第５設定温度まで加熱された状態で、供給管１３を介してｐ型
クラッド層１６０ａ用の原料ガスの供給を開始する。
【００８０】
　すると、積層基板１００における最後の障壁層１５０ａの表面側では、外部から供給さ
れてくる原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、最後
の障壁層１５０ａ上には、ｐ型クラッド層１６０ａがエピタキシャル成長する。
【００８１】
　そして、予め決められた時間（目的とするｐ型クラッド層１６０ａの厚さを得るために
必要な時間）が経過すると、供給管１３を介したｐ型クラッド層１６０ａ用の原料ガスの
供給を停止する。これにより、ｐ型クラッド層１６０ａの積層が完了する。
【００８２】
　その後、加熱部６０への通電状態を必要に応じて変更することで、支持体２０および各
ウェハ保持体３０を介して、各ウェハ保持体３０に保持された積層基板１００（ここでは
ｐ型クラッド層１６０ａまでを含む：以下同じ）を、ｐ型コンタクト層１６０ｂをエピタ
キシャル成長させるための設定温度（第６設定温度：この例では１０９０℃）に加熱する
。そして、積層基板１００が第６設定温度まで加熱された状態で、供給管１３を介してｐ
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型コンタクト層１６０ｂ用の原料ガスの供給を開始する。
【００８３】
　すると、積層基板１００におけるｐ型クラッド層１６０ａの表面側では、外部から供給
されてくる原料ガスが、積層基板１００の熱によって反応することになる。その結果、ｐ
型クラッド層１６０ａ上には、ｐ型コンタクト層１６０ｂがエピタキシャル成長する。
【００８４】
　そして、予め決められた時間（目的とするｐ型コンタクト層１６０ｂの厚さを得るため
に必要な時間）が経過すると、供給管１３を介したｐ型コンタクト層１６０ｂ用の原料ガ
スの供給を停止する。これにより、ｐ型コンタクト層１６０ｂの積層が完了する。
　以上により、積層基板１００上に化合物半導体層１７０を積層してなる、図９に示す積
層半導体ウェハＳＷが得られる。
【００８５】
　このようにして得られた積層半導体ウェハＳＷは、その後、電極等の形成が行われた後
に分割され、複数の発光チップとなる。このとき、１枚の積層半導体ウェハＳＷから得ら
れる複数の発光チップにおいては、発光チップ間の発光波長のばらつきを、できるだけ少
なくすることが望ましい。
【００８６】
　ここで、発光チップの発光波長は、発光層１５０を構成する井戸層１５０ｂ（ＧａＩｎ
Ｎで構成される）における、ＧａとＩｎとの比率で決まる。したがって、ＭＯＣＶＤ装置
１を用いた積層半導体ウェハＳＷの製造においては、井戸層１５０ｂをエピタキシャル成
長させる際の、ＧａＩｎＮの組成むらを抑制することが重要となる。
【００８７】
　そして、井戸層１５０ｂにおけるＧａＩｎＮの組成むらは、発光層１５０（より具体的
には井戸層１５０ｂ）をエピタキシャル成長させる際の、積層基板１００の温度むらに起
因して生じる。より具体的に説明すると、積層基板１００上に井戸層１５０ｂを成長させ
る際に、相対的に温度が高い領域では、相対的に温度が低い領域よりも、ＧａＩｎＮに占
めるＩｎの割合が低下しやすい。なお、ＧａＩｎＮに占めるＩｎの割合が低下した場合（
Ｇａの割合が増加した場合）には、発光層１５０の発光波長が短くなり、ＧａＩｎＮに占
めるＩｎの割合が増加した場合（Ｇａの割合が低下した場合）には、発光層１５０の発光
波長が長くなる。
【００８８】
　発光層１５０を積層する際の、ウェハＷでの温度分布を均一化するためには、ウェハ保
持体３０の積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の温度を均一にした上で、ウェハＷ
の裏面（ウェハ積載面４１１との対向面）とウェハ積載面４１１との接触状態を均一にし
、ウェハ保持体３０からウェハＷへの熱伝導を均一にすることが好ましい。積載部材４０
におけるウェハ積載面４１１の温度を均一化するためには、例えば積載部材４０の底面４
２側にザグリを付加する（外側対向面４２２や内側対向面４２３を形成する）とともにウ
ェハ積載面４１１の熱放射率を均一化し、ウェハ積載面４１１からの放熱むらを抑えるこ
とが重要となる。ウェハ積載面４１１の温度を均一にするとともにウェハ積載面４１１か
らウェハＷへの熱伝導を均一とするためには、ウェハ積載面４１１における表面粗さ（例
えば算術平均粗さＲａ）を均一にするとともに、発光層１５０を成長させる温度（この例
では８００℃）において、ウェハＷの裏面と積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の
形状とを、μmオーダーで整合させることが重要となる。
【００８９】
　ここで、ｎ型半導体層１４０までが積層されたウェハＷに発光層１５０を積層する際に
、ウェハＷの形状を反りがほぼない状態（平坦に近い状態）にコントロールできると、欠
陥の少ない良質な膜（発光層１５０）を得やすくなる。しかしながら、ウェハＷを保持す
るウェハ保持体３０は、主として裏面側（積載部材４０における底面４２側）から加熱さ
れることになるため、積載部材４０における上面４１（ウェハ積載面４１１を含む）より
も底面４２の温度が高くなりやすい。このため、発光層１５０の成長温度では、積載部材
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４０における表裏（上面４１側および底面４２側）の熱膨張差により、積載部材４０が、
室温の状態に比べて底面４２側に凸な状態になろうとする。
【００９０】
　積載部材４０と規制部材５０とを一体化してなる従来のウェハ保持体では、ウェハを積
載する面がリングからみて奥側に位置しているため、研磨等によってその算術平均粗さＲ
ａを管理することが困難であり、算術平均粗さＲａの値が１μｍを超えてしまい、そのば
らつきも大きかった。また、従来のウェハ保持体では、使用を重ねることによってウェハ
を積載する面の表面粗さにむらが発生しやすくなり、これに伴って熱放射率や接触熱抵抗
が不均一になることから、積層される発光層１５０（井戸層１５０ｂ）において組成むら
が生じる一因となっていた。
【００９１】
　さらに、従来のウェハ保持体では、リングと一体化した状態でウェハを積載する面の表
面形状や表面粗さを整える試みもなされていたが、リングに近い部位ではリングを避ける
ために大きな砥石等が使用できず、ウェハを積載する面の全面にわたって表面形状（凸状
）と表面粗さとを精度よくコントロールすることが非常に困難であり、目的とする表面形
状や表面粗さからのずれが大きいウェハ保持体が使用されることとなっていた。
【００９２】
　そこで、本実施の形態では、ウェハ保持体３０を構成する積載部材４０の形状を、室温
において上面４１側（ウェハ積載面４１１側）が凸となるように設定するようにした。積
載部材４０の形状をこのように設定しておくことにより、発光層１５０の成長温度付近で
は、ウェハ積載面４１１の表面形状がほぼフラットな状態となり、発光層１５０の成長温
度付近での積層基板１００の形状に近づけることができるようになる。その結果、発光層
１５０の成長温度付近では、積層基板１００のほぼ全域において、積層基板１００の裏面
と積載部材４０におけるウェハ積載面４１１との距離を一定の大きさ以下に近づけること
が可能となる。したがって、井戸層１５０ｂを含む化合物半導体層１７０をエピタキシャ
ル成長させる際の積層基板１００の温度むらを抑制することができ、井戸層１５０ｂにお
けるＧａＩｎＮの組成むらを抑制することが可能になる。その結果として、積層半導体ウ
ェハＳＷを分割して得られる複数の発光チップにおける発光波長のばらつきを抑制するこ
とができる。
【００９３】
　また、本実施の形態では、積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の算術平均粗さＲ
ａを０．５μｍ以下とした。これにより、ウェハ積載面４１１から放出される熱のむら、
すなわち、積層基板１００に供給される熱の面内むらを抑制することが可能となり、井戸
層１５０ｂにおけるＧａＩｎＮの組成むらをさらに抑制することができる。
【００９４】
　ここで、本実施の形態では、ウェハ保持体３０を構成する積載部材４０において、底面
４２側に外側対向面４２２および内側対向面４２３を形成することで、外周側および内周
側における積載部材４０の厚さを他の部位と異ならせている。そして、積載部材４０の厚
さに分布を設けることも、上述した積層基板１００の温度むらを抑制することに寄与して
いる。
【００９５】
　さらに、本実施の形態では、ウェハＷとしての積層基板１００を保持するウェハ保持体
３０を、積層基板１００を積載する積載部材４０と、積載部材４０に積載された積層基板
１００の周囲を囲うことによって積層基板１００の移動を規制する規制部材５０とで構成
するようにした。積層基板１００上に化合物半導体層１７０をエピタキシャル成長させる
場合、ウェハ保持体３０自身も、加熱に伴って変形（熱膨張）することになる。ここで、
積層基板１００を積載する積載部と積載された積層基板１００の周囲を囲うリング状の壁
部とを一体化してなる従来のウェハ保持体では、加熱に伴って積載部が変形しようとした
際に、積載部と一体化した壁部により、その変形が妨げられてしまうことがある。この場
合、積載部におけるウェハＷの積載面が、例えば室温において周縁に比べて中央が盛り上
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がる凸状に形成されていたとしても、加熱時には、一体化した壁部によってその形状に歪
みが生じ、平坦な形状へと変形できなくなってしまうおそれがある。これに対し、本実施
の形態では、ウェハ保持体３０を積載部材４０と規制部材５０とで構成することにより、
例えば加熱に伴って積載部材４０が変形しようとした場合に、規制部材５０がその変形を
妨げにくくなることから、加熱時に、積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の凸形状
から平坦な形状へと移行しやすくなる。したがって、このことによっても、井戸層１５０
ｂを含む化合物半導体層１７０をエピタキシャル成長させる際の積層基板１００の温度む
らを抑制することができ、井戸層１５０ｂにおけるＧａＩｎＮの組成むらを抑制すること
が可能になる。
【００９６】
　また、本実施の形態のウェハ保持体３０は、積載部材４０と規制部材５０とを組み合わ
せることによって構成されているので、例えば上述した積層半導体ウェハＳＷの製造後に
、積載部材４０と規制部材５０とに分離を行い、それぞれを清掃することが可能である。
また、例えば上述した積層半導体ウェハＳＷの製造後に、積載部材４０と規制部材５０と
に分離を行い、積載部材４０については清掃を行って再利用し、規制部材５０については
新たな規制部材５０に交換することも可能である。
【００９７】
　さらに、清掃後且つ分離後の積載部材４０については、清掃を行うだけでなく、ウェハ
積載面４１１の再加工を行うこともできる。このとき、積載部材４０の上面４１では、上
述したように、ウェハ積載面４１１が最上部に位置するようになっていることから、ウェ
ハ積載面４１１における凸面の再形成、および、形成した凸面の再研磨（ラップ加工）は
容易である。
【００９８】
　なお、本実施の形態では、ウェハ保持体３０を構成する積載部材４０および規制部材５
０を、異なる材料にて構成するようにしていたが、これに限られるものではなく、同じ材
料で構成してもかまわない。
【００９９】
　また、本実施の形態では、サファイアからなる基板１１０上にＩＩＩ族窒化物半導体層
をエピタキシャル成長させることで積層半導体ウェハＳＷを得る場合を例として説明を行
ったが、これに限られるものではない。例えば、基板１１０上に、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半
導体、ＩＩ－ＶＩ族化合物半導体、ＩＶ－ＩＶ族化合物半導体等の化合物半導体を積層す
るものであってもかまわない。
【０１００】
　さらに、本実施の形態では、基板１１０と基板１１０上に積層される化合物半導体とが
異種である場合を例として説明を行ったが、これに限られるものではなく、同種の場合に
も適用してかまわない。
【実施例】
【０１０１】
　では次に、本発明の実施例について説明を行うが、本発明は実施例に限定されない。
　本発明者は、図１等に示すＭＯＣＶＤ装置１を用いて、積層基板１００に化合物半導体
層１７０の積層を行い、そのときに使用したウェハ保持体３０の構成と、得られた積層半
導体ウェハＳＷにおけるフォトルミネッセンス特性（ＰＬ波長分布）との関係について検
討を行った。
【０１０２】
　図１０は、実施例１および比較例１～比較例３のそれぞれにおける、ウェハ保持体３０
におけるウェハ積載面４１１の３次元形状と、得られた積層半導体ウェハＳＷにおけるＰ
Ｌ波長分布との関係を示す図である。
【０１０３】
　ここで、実施例１では、実施の形態で説明した、積載部材４０と規制部材５０とを組み
合わせてなるウェハ保持体３０（図３～図８参照）を用いた。また、比較例１および比較
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【０１０４】
　また、図１０に示すように、実施例１では、室温におけるウェハ積載面４１１の形状を
、周縁に比べて中央が盛り上がる凸形状とした。このとき、ウェハ積載面４１１のウェハ
積載面高さｈを１７．５μｍとし、ウェハ積載面４１１の算術平均粗さＲａを０．３μｍ
とした。
【０１０５】
　一方、図１０に示すように、比較例１では、室温におけるウェハ積載面４１１の形状を
、平坦状でもなく凸状でもない異形状とした。ここで、比較例１では、図中に直線で示し
たように、左側中央から右側下方に向かう尾根部分が存在している。
【０１０６】
　他方、図１０に示すように、比較例２では、室温におけるウェハ積載面４１１の形状を
、比較例１と同様に、平坦状でもなく凸状でもない異形状とした。ただし、比較例２では
、図中に直線で示したように、図中左側下方から右側上方に向かう尾根部分が存在してい
る。
【０１０７】
　これに対し、図１０に示すように、比較例３では、実施例１と同様に、室温におけるウ
ェハ積載面４１１の形状を、周縁に比べて中央が盛り上がる凸形状とした。ただし、ウェ
ハ積載面４１１のウェハ積載面高さｈを１７．５μｍとする一方で、ウェハ積載面４１１
の算術平均粗さＲａを０．６μｍとした。
【０１０８】
　次に、得られた波長分布について説明を行う。
　実施例１では、積層半導体ウェハＳＷのほぼ全域にわたって、ＰＬ波長のばらつきが小
さくなっている。
　これに対し、比較例１では、積層半導体ウェハＳＷの中央側に、周縁側よりもＰＬ波長
が長くなっている領域が偏在するようになっている。
　また、比較例２では、積層半導体ウェハＳＷの周縁側において、他の領域よりもＰＬ波
長が長くなっている２つの領域が偏在するようになっている。
　さらに、比較例３でも、積層半導体ウェハＳＷの中央側に、周縁側よりもＰＬ波長が長
くなっている領域が偏在するようになっている。
　このように、ウェハ保持体３０を積載部材４０と規制部材５０とによって構成するとと
もに、積載部材４０におけるウェハ積載面４１１の形状を、周縁から中央に向かって盛り
上がる凸状とし、且つ、ウェハ積載面４１１を微視的にみたときに平坦な面とする（算術
平均粗さＲａを０．５μｍ以下とする）ことで、ＰＬ波長ひいては発光波長のばらつきの
少ない積層半導体ウェハＳＷが得られることがわかる。
【符号の説明】
【０１０９】
１…ＭＯＣＶＤ装置、１０…反応容器、２０…支持体、３０…ウェハ保持体、４０…積載
部材、５０…規制部材、６０…加熱部、７０…保護部材、８０…排気部材、９０…監視装
置、１００…積層基板、１１０…基板、１２０…中間層、１３０…下地層、１４０…ｎ型
半導体層、１５０…発光層、１６０…ｐ型半導体層、１７０…化合物半導体層、Ｗ…ウェ
ハ、ＳＷ…積層半導体ウェハ
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