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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料の大量生産を提供するシステムであって、
　１つの反応物として使用される三塩化ガリウム前駆体の外部大容積供給源と、
　他の反応物として使用されるＶ族成分の外部大容積供給源と、
　前記三塩化ガリウム前駆体およびＶ族成分を受け取り、反応させて前記単結晶ＩＩＩ－
Ｖ族半導体材料を形成する温度制御された反応室と
　を備え、
　前記三塩化ガリウム前駆体の前記大容積供給源は、前記前駆体を保持する容器と、前記
前駆体を加熱し、前記前駆体のガス流を発生させる加熱装置と、所望の量の気体前駆体を
導入し、前記Ｖ族成分と反応させて前記単結晶半導体材料を形成するための質量流量コン
トローラと、前記前駆体を前記反応室に供給する供給管路とを備え、
　前記容器は、キャリヤガスの供給源と、前記キャリヤガスを前記容器に導入する関連導
管とを備え、
　前記前駆体の前記供給管路は、特定の温度プロファイルを有するように維持され、前記
前駆体の凝縮を防ぐことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　壁の表面への反応物の堆積を防ぐ、または最小限に抑えるため、前記反応室は、外側か
ら冷却された壁を有することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　その表面に前記単結晶半導体材料が堆積される１つまたは複数の基板を保持する回転可
能な支持体をさらに備え、前記反応室は、前記反応物を制御された方式で前記反応室に導
入する複数の入室開口を含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記反応室は水平方向の長方形の室として構成され、前記反応物が、前記１つまたは複
数の基板に隣接した、前記１つまたは複数の基板のすぐ上方の所定の位置で合流するまで
、前記反応物が反応しないように、前記反応物を導入する前記複数の入室開口は、前記室
の異なる部分に配置されることを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記反応室は、床、天井、一対の側壁、入口、出口を含み、前記複数の入室開口のうち
の少なくとも１つは、前記床にある水平スロットであり、前記水平スロットは、前記反応
物を導入し、他の反応物と反応させるために前記反応物を前記所定の位置まで導くように
構成され、寸法が決められていることを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記他の反応物の前記入室開口は噴射ノズルを備え、前記１つまたは複数の基板の表面
に前記単結晶材料を効率的に形成するために、前記システムはさらに、前記他の反応物を
前記所定の位置に導くように１つまたは複数のパージガス流を前記反応室に導入する通路
を備えることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の基板の表面に前記単結晶材料を効率的に形成するために、前記他
の反応物を前記所定の位置に導くように前記パージガス流を導入する仕切弁をさらに備え
ることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記反応室は石英でできており、前記仕切弁は金属でできており、前記仕切弁はさらに
、密封接続を提供するために前記仕切弁と前記反応室との間に配置されたＯリングを備え
、動作中の前記Ｏリングの劣化を防ぐために、前記仕切弁は前記パージガスによって冷却
されることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記単結晶材料を形成するために前記他の反応物を前記所定の位置に導くことを助ける
ように、前記仕切弁は、間隔を置いて配置された複数の開口を含むことを特徴とする請求
項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記反応室は、反応しなかった三塩化ガリウム前駆体、反応しなかったＶ族成分および
反応副生物を含む排出ガスを前記反応室から除去する出口および排出導管と、前記出口お
よび排出導管を、前記出口および排出導管内での前記排出ガスの凝縮を防ぐ十分な温度ま
で加熱する加熱装置とを含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記反応室から前記排出ガスを除去するポンプと、前記排出ガスを熱によって破壊して
酸化ガリウム固体を形成する熱破壊室と、前記破壊されたガスを洗浄するスクラバと、追
加の三塩化ガリウム前駆体のリサイクルおよび形成のために前記酸化ガリウム固体を回収
するフィルタとをさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　追加の三塩化ガリウム前駆体のリサイクルおよび形成のために、反応しなかった三塩化
ガリウム前駆体を処理してそのＩＩＩ族元素を回収する回収システムをさらに備えること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体処理装置および方法の分野に関し、具体的には、光学および電子構成
要素の製造に適した、エピタキシャル堆積用の基板などとして使用されるＩＩＩ－Ｖ族化
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合物半導体ウェハの大量製造（ｈｉｇｈ　ｖｏｌｕｍｅ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）
装置および方法を提供する。好ましい実施形態では、本発明の装置および方法は、ＩＩＩ
族窒化物半導体ウェハ、特に窒化ガリウム（ＧａＮ）ウェハの生産を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＩＩ－Ｖ族化合物は、広く使用されている重要な半導体材料である。特にＩＩＩ族窒
化物は広い直接バンドギャップを有し、このことが、ＩＩＩ族窒化物を、光学構成要素（
特に短波長ＬＥＤおよびレーザ）およびある種の電子構成要素（特に、高温／高電力トラ
ンジスタ）の製造に特に有用にしている。
【０００３】
　ＩＩＩ族窒化物が特に有利な半導体特性を有することは数十年前から知られている。し
かしながら、その商用利用は、容易に使用可能な単結晶基板がないことによって実質的に
妨げられてきた。チョクラルスキー法、垂直温度傾斜法、ブリッジマン法、フロートゾー
ン法などのシリコン、ＧａＡｓなどの他の半導体に対して使用されてきた伝統的な方法を
使用して、ＩＩＩ族窒化物のバルク単結晶基板を成長させることは、実際には不可能であ
る。その理由は、ＧａＮが大気圧で分解し、溶融しないＧａ－Ｎ結合の高い結合エネルギ
ーである。溶融したＧａＮを得るためには、非常に高い圧力および温度（２５００℃およ
び＞４ＧＰａ）が必要である。様々な高圧技法が検討されたが、それらの技法は極めて複
雑であり、非常に小さく不規則な結晶しか得られなかった（非特許文献１）。
【０００４】
　自然（ｎａｔｉｖｅ）単結晶基板がないことは、低い欠陥密度ならびに望ましい電気お
よび光学特性を有するエピタキシャルＩＩＩ族窒化物層を生成する困難を大幅に増大させ
る。さらなる困難は、実際のデバイスにおいて使用するのに十分な導電率を有するｐ型Ｇ
ａＮを製造することができないことである。半導体等級（semiconductor grade）のＧａ
Ｎを生産する試みは少なくとも１９７０年代初頭に始まったが、２つのブレークスルーが
起こった１９９０年代後半まで、使用に適した進歩は果たされなかった。最初のブレーク
スルーは、サファイア上でのＩＩＩ族窒化物層の許容可能な成長をもたらした低温ＧａＮ
およびＡｌＮバッファ層の使用であった。第２のブレークスルーは、許容可能なｐ型導電
率を達成するプロセスの開発である。これらの技術進歩にもかかわらず、ＩＩＩ族窒化物
層の欠陥密度は依然として極めて高く（転位に関して言えば１Ｅ９～１Ｅ１１ｃｍ-3）、
ｐ型導電率は他の半導体ほどには高くない。これらの限界にもかかわらず、これらの進歩
は、ＬＥＤに適したＩＩＩ族窒化物エピタキシャル膜の商業生産につながった（例えば非
特許文献２参照）。
【０００５】
　高い欠陥密度は非自然基板上で成長させた結果である。最も広く使用されている基板は
サファイアであり、炭化シリコンがそれに次ぐ。ＩＩＩ族窒化物エピタキシャル層と基板
との間の格子定数、熱膨張率および結晶構造の違いは、ＩＩＩ族窒化物膜または基板の高
い欠陥密度、応力および亀裂につながる。さらに、サファイアは、（導電性たりえない）
非常に高い抵抗率、および低い熱伝導率を有する。
【０００６】
　ＳｉＣ基板は、導電形と高抵抗形の両方を製造することができるが、サファイアよりも
はるかに高価であり、より小さな直径のものしか得ることができない（一般に直径５０ｍ
ｍ、展示用として１５０ｍｍおよび２００ｍｍ）。このことは、より安価ではるかに大き
な直径（サファイアでは直径１５０ｍｍ、ＧａＡｓでは３００ｍｍ）のものを得ることが
できる、ＧａＡｓ、シリコンなどの他の半導体用のサファイア基板および自然基板とは対
照的である。
【０００７】
　サファイアおよびＳｉＣの使用はいくつかのデバイス用途に適するが、これらの基板上
に成長させたＩＩＩ族窒化物層に関連した高い欠陥密度は、レーザダイオード内での短い
寿命につながる。より短い波長が光記録法において非常に高い情報密度を可能にするため
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、ＩＩＩ族窒化物レーザダイオードは特に重要である。欠陥密度が低い基板は、白熱電球
および蛍光灯に取って代わることが求められているより明るいＬＥＤをもたらすと予想さ
れる。最後に、ＩＩＩ族窒化物材料は、高周波高電力電子デバイスに対する望ましい特性
を有するが、それらのデバイスの商業化は、一つには基板の限界のためにまだ実現してい
ない。高い欠陥密度は、電子デバイスの低性能および低信頼性問題につながる。サファイ
アの低い熱伝導率は、サファイアを、能動デバイス領域から熱を除去することができるこ
とが極めて重要な高電力デバイスで使用するのに不適当にする。ＳｉＣ基板の小さな直径
および高いコストは、（レーザまたはＬＥＤに比べて）より大きなデバイスサイズがより
低コストの大面積基板を要求する電子デバイス市場における商用使用に適さない。
【０００８】
　非自然基板上のエピタキシャルＩＩＩ族窒化物中の欠陥密度をさらに低減させるため、
多数の方法が検討された。残念なことに、成功した方法も面倒で不経済であり、たとえコ
ストが目標でないとしても非理想的である。１つの共通の方法は、エピタキシャル横方向
過成長（ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｌａｔｅｒａｌ　ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ：ＥＬＯ）の形態
を使用することである。この技法では基板に部分的にマスクをし、ＩＩＩ族窒化物層がマ
スクの上で横方向に成長するように強制する。マスクの上のエピタキシャル膜は大幅に低
減された転位密度を有する。しかしながら、開いた領域内のエピタキシャル膜は依然とし
て、マスクされていない基板上に達成されるのと同じ高い転位密度を有する。さらに、隣
接する横方向過成長領域が接するところでは追加の欠陥が生成される。転位密度をさらに
低減させるために、複数のＥＬＯステップを実行することができる。このプロセスが、費
用と時間が非常にかかるプロセスであり、結局は、低転位密度の領域と高転位密度の領域
とを有する不均質な基板を生産することは明白である。
【０００９】
　現在までのところ、欠陥密度を低減させることに最も成功した方法は、非常に厚いＩＩ
Ｉ族窒化物材料層を成長させる方法である。成長が進むにつれて、転位の向きは、成長方
向に完全に平行にはならないため、転位の一部は合体し、互いに打ち消しあう。これを有
効な方法にするためには、３００から１０００μｍ程度の層を成長させる必要がある。こ
の方法の利点は、基板を横切って層が均質であることである。難しいのは、これらの層の
厚さを実際に達成することができる成長ケミストリ（growth chemistry）および関連装置
を見つけることである。ＭＯＶＰＥまたはＭＢＥ技法は、１μｍ／時未満から約５μｍ／
時程度の成長速度を有し、したがって、数ミクロンから数十ミクロンの成長を必要とする
上で論じた多くのＥＬＯ技法に対してであっても、あまりに低速である。高い成長速度を
首尾よく達成した唯一の成長技法は、水素化物気相エピタキシ（ｈｙｄｒｉｄｅ　ｖａｐ
ｏｒ　ｐｈａｓｅ　ｅｐｉｔａｘｙ：ＨＶＰＥ）である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】A.Denis et al, Mat.Sci.Eng. R50 (2006) 167
【非特許文献２】Nakamura et al. 2nd ed. 2000, The Blue Laser Diode, Springer-Ver
lag, Berlin
【非特許文献３】B.J.Duke et al. Inorg.Chem. 30 (1991) 4225
【非特許文献４】Barman, 2003, Gallium Trichloride, SYNLETT, 2003, no.15, p.2440-
2441
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　まとめると、低転位のＩＩＩ族窒化物材料を生産する現在の最新技術は、ＨＶＰＥを使
用して非常に厚い層を形成することである。しかしながら、現行のＨＶＰＥプロセスおよ
び装置技術は、高い成長速度を達成することはできるが、その一方でいくつかの欠点を有
する。本発明はこれらの欠点を解決し、新規の革新的用途、例えば住居用および商業用照
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明システムでの使用につながる、比較的に低コストで高品質のＩＩＩ族窒化物を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、単結晶ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料の大量生産を提供するシステムに関する。こ
のシステムは、１つの反応物として使用されるＩＩＩ族前駆体の外部大容積供給源と、他
の反応物として使用されるＶ族成分の外部大容積供給源と、ＩＩＩ族前駆体およびＶ族成
分を受け取り、反応させて単結晶ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を形成する温度制御された反応
室とを備える。
【００１３】
　このシステムでは、ＩＩＩ族前駆体の大容積供給源が、前駆体を保持する容器と、前駆
体を加熱し、前駆体のガス流を発生させる加熱配置と、所望の量の気体前駆体を導入し、
Ｖ族成分と反応させて単結晶半導体材料を形成するための質量流量コントローラとを備え
ると有利である。好ましくは、この容器が、キャリヤガスの供給源と、キャリヤガスを容
器に導入する関連導管とに、前駆体のガス流の形成を容易にするように動作可能に関連付
けられている。
【００１４】
　他の実施形態では、このシステムがさらに、その表面に単結晶半導体材料が堆積される
１つまたは複数の基板を保持する回転可能な支持体を備え、反応室が、反応物を制御され
た方式で反応室に導入する入室開口を含み、さらに、基板および支持体が、１つまたは複
数の基板の表面への単結晶半導体材料の形成および堆積を容易にするように構成され、寸
法が決められ、反応物入室開口に対して配置されている。
【００１５】
　好ましくは、反応室が水平方向の長方形の室として構成され、反応物が、１つまたは複
数の基板に隣接した、１つまたは複数の基板のすぐ上方の所定の位置で合流するまで、反
応物が反応しないように、反応物を導入する開口が、室の異なる部分に配置される。反応
室が、床、天井、一対の側壁、開いた入口、開いた出口を含むとき、１つの反応物入室開
口は、その反応物を反応室に導入する床の水平スロットとすることができ、このスロット
は、反応物を導入し、他の反応物と反応させるために反応物を所定の位置まで導くように
構成され、寸法が決められる。好ましくは、壁の表面への反応物の堆積を防ぐ、または最
小限に抑えるため、反応室が、外側から冷却された壁を有する。
【００１６】
　反応物を反応室に導入する前に反応物を加熱することはしばしば有用である。この目的
のため、このシステムはさらに、熱伝達材料をその中に含んだノズルを含む反応物導入装
置を備えることができ、反応物を反応室に導入する前に反応物を加熱するために、この装
置は、加熱源に動作可能に関連付けられる。この実施形態では、前記他の反応物の入室開
口が噴射ノズルを備え、１つまたは複数の基板の表面に単結晶材料を効率的に形成するた
めに、このシステムはさらに、前記他の反応物を前記所定の位置に導くように１つまたは
複数のパージガス流を反応室に導入する通路を含む。
【００１７】
　このシステムの他の特徴は、１つまたは複数の基板の表面に単結晶材料を効率的に形成
するために、前記他の反応物を前記所定の位置に導くようにパージガス流を導入する、入
口に関連付けられた仕切弁の提供である。反応室は石英でできており、仕切弁は金属でで
きているときは一般に、密封接続を提供するために仕切弁とリアクタの間に配置されたＯ
リングが提供される。動作中のＯリングの劣化を防ぐために、仕切弁はパージガスによっ
て冷却される。単結晶材料を形成するために前記他の反応物を前記所定の位置に導くこと
を助けるように、仕切弁はさらに、間隔を置いて配置された複数の開口を含むことができ
る。
【００１８】
　反応室は１つまたは複数の壁を含み、囲いによって取り囲まれており、この囲いは、１
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つまたは複数の反応室壁へのＩＩＩ族前駆体または反応副生物の堆積を低減させ、あるい
は防いで、保守が必要になるまでの動作時間をより長くするために、囲いの中で空気を循
環させて１つまたは複数の反応室壁の温度を下げる１つまたは複数のファンに動作可能に
関連付けられている。反応室はさらに、反応しなかったＩＩＩ族前駆体、反応しなかった
Ｖ族成分および反応副生物を含む排出ガスを反応室から除去する出口および排出導管と、
出口および排出導管を、出口および排出導管内での排出ガスの凝縮を防ぐ十分な温度まで
加熱する加熱配置とを含むことができる。さらに、このシステムは、反応室から排出ガス
を除去するポンプと、排出ガスを熱によって破壊（destructing）してＩＩＩ族酸化物固
体を形成する熱破壊室（thermal destruction chamber）と、破壊された（destructed）
ガスを洗浄するスクラバ（scrubber）と、追加のＩＩＩ族前駆体のリサイクルおよび形成
のためにＩＩＩ族酸化物固体を回収するフィルタとを備えることができる。一般に、この
システムは単純に、追加のＩＩＩ族前駆体のリサイクルおよび形成のために、反応しなか
ったＩＩＩ族前駆体を処理してそのＩＩＩ族元素を回収する回収システムを含むことがで
きる。
【００１９】
　本発明の他の態様および詳細ならびに本発明の諸要素の代替組合せは、添付図面および
以下の詳細な説明から明白であり、これらも本発明の範囲に含まれる。
【００２０】
　本発明は、本発明の好ましい実施形態の以下の詳細な説明、本発明の特定の実施形態の
例示的な例、および添付図を参照することによってより十分に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明のシステムを概略的に示す図である。
【図２Ａ】好ましいＧａＣｌ3供給源を示す図である。
【図２Ｂ】好ましいＧａＣｌ3供給源を示す図である。
【図２Ｃ】好ましいＧａＣｌ3供給源を示す図である。
【図３Ａ】好ましい反応室を示す図である。
【図３Ｂ】好ましい反応室を示す図である。
【図３Ｃ】好ましい反応室を示す図である。
【図４】好ましい移送室／反応室組合せを概略的に示す図である。
【図５】好ましい入口マニホルド構造を概略的に示す図である。
【図６】代替の反応物ガス入口配置を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　異なる図に示された同じ構造を識別するために同じ参照符号が使用されている。　
　本発明は、これまで不可能であったＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体ウェハの高成長速度／大
量製造装置および方法を提供する。この装置は、数週間または数カ月の間、保守のために
生産を停止する必要がない持続的生産能力を有する。この装置は、１ないし４時間ごとに
少なくとも１枚のウェハ（または１バッチのウェハ）を生産することができる高スループ
ット生産能力を有する。このように生産されたＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体ウェハは、光学
および電子構成要素の製造、追加のエピタキシャル堆積用の基板、ならびに他の半導体材
料用途に適する。
【００２３】
　好ましい実施形態では、これらの装置および方法が特にＧａＮ窒化物ウェハの生産を対
象とし、このような実施形態が以降の説明の多くの部分の焦点である。これに焦点を合わ
せるのは単に簡潔にするためであり、本発明を限定するものと解釈してはならない。これ
らの好ましい実施形態を、他のＩＩＩ族窒化物、例えば窒化アルミニウム、窒化インジウ
ムおよび窒化アルミニウム／ガリウム／インジウムの混合物のウェハを生産するように、
また、ＩＩＩ族リン化物およびヒ化物のウェハを生産するように容易に適合させることが
できることが理解される。したがって、半導体ウェハまたは任意のＩＩＩ－Ｖ族化合物半
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導体のウェハを生産することは本発明の範囲に含まれる。
【００２４】
　Ｓｉのエピタキシャル堆積用にすでに市販されている装置を変更することによって特定
の実施形態を実現することができるため、本発明は費用効果を特に高くすることができる
。これにより、ＧａＮエピタキシにとって特に重要な要素および特徴に集中することがで
き、同時に、シリコン技術において十分に発展した大量製造に関係する諸態様を維持する
ことができる。さらに、本発明の装置は、大量製造能力を有するよう、かなり大きなデュ
ーティサイクルを有するように設計されている。さらに、本発明は、実際に堆積せず、し
たがって反応室（ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｃｈａｍｂｅｒ）装置から排出されたＧａを回収、
再利用することによって、高価なＧａの事実上１００％の使用効率を提供し、必要なダウ
ンタイムは限定される。さらに、本発明のプロセスおよび装置はＧａ前駆体の経済的使用
を含む。
【００２５】
　本発明は、知られている低サーマルマス（ｔｈｅｒｍａｌ　ｍａｓｓ）サセプタ（基板
ホルダ）の使用、およびランプ加熱／温度制御されたリアクタ（ｒｅａｃｔｏｒ）壁の使
用を含む。ランプ加熱の使用は、熱エネルギーが主としてサセプタに結合され、リアクタ
壁を加熱しないようにすることを可能にする。ランプ加熱システムは、ランプへの非常に
高速な電力変化を可能にする制御システムを備える。ランプ加熱システムに結合された低
サーマルマスサセプタは、非常に高速な温度変化（昇温と降温の両方）を可能にする。温
度ランプレート（ｒａｍｐ　ｒａｔｅ）は２～１０度／秒の範囲であり、４～７度／秒程
度であることが好ましい。
【００２６】
　望んでいない気相反応を最小限に抑え、リアクタ壁への堆積を防ぐため、本発明は、特
定の温度に制御されたリアクタ壁を含む。壁への堆積がないことは、成長速度、応力およ
び他の関連成長パラメータのｉｎ　ｓｉｔｕ監視の簡単な使用を可能にする。
【００２７】
　本発明は、ＩＩＩ族前駆体（１種または数種）の１つまたは複数の外部供給源を含む。
ＩＩＩ族前駆体の流れは、電子式質量流量コントローラによって直接に制御される。外部
ＩＩＩ族供給源のサイズに実用上限界はない。ＩＩＩ族供給源容器は、５０から１００、
３００ｋｇまでの範囲とすることができ、ダウンタイムのない容器間の切替えを可能にす
るためいくつかの供給源容器をマニホルドによって集合させることができる（manifolded
 together）。ＧａＮの堆積ではＧａ前駆体がＧａＣｌ3である。このＧａ供給源は、Ｇａ
Ｃｌ3が十分に低い低粘度状態にあるときには、通常の物理手段、例えば液体ＧａＣｌ3中
でのキャリヤガス（ｃａｒｒｉｅｒ　ｇａｓ）のバブリング（ｂｕｂｂｌｉｎｇ）によっ
て、ＧａＣｌ3の十分な蒸発速度を得ることができ、ＧａＣｌ3は、１１０から１３０℃の
範囲の好ましい温度でこのような十分に低い粘度状態をとるという観察および発見に基づ
く。
【００２８】
　本発明は、低粘度状態にあるＧａＣｌ3の温度および圧力を一定に保つ装置と、制御さ
れた量のガスを液体ＧａＣｌ3中に流し、ＧａＣｌ3蒸気をリアクタに送達する装置とを含
む。この装置は、サセプタに載せられた直径２００ｍｍの１枚の基板またはより小径の任
意の数のウェハ上で１００から４００μｍ／時の範囲のＧａＮ堆積速度を達成するＧａＣ
ｌ3の高い質量流量（２００から４００ｇ／時の範囲）を持続させることができる。Ｇａ
Ｃｌ3の凝縮を防ぐため、ＧａＣｌ3容器からの送達システムは、特定の温度プロファイル
を有するように維持される。
【００２９】
　本発明はさらに、ＩＩＩ族ガスとＶ族ガスを堆積ゾーンまで別々に保持する入口マニホ
ルド（manifold）構造を含み、本発明はさらに、堆積ゾーンにおいて高い気相均質性を達
成し、したがって反応室に流入し、基板を支持するサセプタを横切って流れるプロセスガ
ス（ｐｒｏｃｅｓｓ　ｇａｓ）の流れを均一にする方法を提供する。このプロセスガスの
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流れは、流速が実質的に均一（したがって非乱流）となり、かつ化学組成が実質的に均一
（したがってＩＩＩ／Ｖ比が均一）となるように設計される。好ましい一実施形態では、
これが、リアクタの全幅にわたってガスの分布を均一にして高い均一性を達成するＩＩＩ
族ガスおよび族Ｖガスの別個の１次入口ポートを提供することによって実現される。好ま
しい実施形態では、マニホルドおよびポート構造が、流体力学の原理に従ってガスの流れ
をモデル化することによって設計され、改良される。
【００３０】
　本発明はさらに、ＩＩＩ族およびＶ族前駆体の反応効率を高めるため、ＩＩＩ族入口と
Ｖ族入口の一方または両方にエネルギーを加える方法を含む。好ましい一実施形態では、
本発明が、ＩＩＩ族前駆体を二量体形態Ｇａ2Ｃｌ6から単量体形態ＧａＣｌ3へ熱分解す
る方法を含むであろう。他の好ましい実施形態では、本発明が、例えば熱分解またはプラ
ズマによってアンモニア前駆体を分解する方法を含むであろう。
【００３１】
　本発明はさらに、完全自動カセットツーカセット（cassette-to-cassette）ローディン
グと、別個の冷却段（cooling stage）と、ロードロック（load lock）と、非接触式ウェ
ハハンドラとを含む自動ウェハハンドリング装置を含み、これらはすべて、完全にコンピ
ュータ制御され、成長プログラム全体にインタフェースされる。
【００３２】
　本発明はさらに、リアクタの入口および出口フランジならびに排出システムの温度制御
と、減圧、高温で動作することができる特別に設計された圧力調整弁とを含む。これらの
エリアの温度制御は、早過ぎる気相反応を防ぎ、ＧａＮの堆積物および様々な反応副生物
を最小限に抑える。主要な反応副生物はＮＨ4Ｃｌである。ＮＨ4Ｃｌの凝縮を防ぐため、
リアクタの下流の排気全体の温度が制御される。
【００３３】
　弁材料およびリアクタの側壁の堆積物を低減させ、ガス再循環を低減させ、リアクタ内
のガスの滞留時間を短縮するために、本発明はさらにガスパージ付きの仕切弁を含む。
【００３４】
　本発明の追加の態様および詳細は、１回の成長ラン（ｒｕｎ）の間１枚または数枚のウ
ェハを保持することができるサセプタ、および厚い成長ランの間サセプタへの基板の付着
を防ぐように設計されたサセプタの使用を含む。
【００３５】
　本発明は、特定の金属ハロゲン化物はある固有の化学特性を有し、これらの特性を考慮
して設計された装置に結合されると、この組合せを使用して、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体
、特に窒化ガリウムの厚い層を、これまで達成できなかった高いスループット、高い動作
可能時間および低いコストで、大量製造に特徴的な方式で堆積させることができるという
発見に基づく。
【００３６】
　本発明では、「大量製造」（またはＨＶＭ：ｈｉｇｈ　ｖｏｌｕｍｅ　ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ）が、高スループット、高前駆体効率および高装置利用率によって特徴づけ
られる。スループットは、１時間当たりに処理することができるウェハの枚数を意味する
。前駆体効率は、システムへの材料投入の大部分が生成物となり、廃棄されないことを意
味する。材料、プロセスおよび構造に関連した多数の変量があるが、ＨＶＭ堆積速度は、
少なくとも４８時間持続するＩＩＩ族元素（ガリウムなど）として約５０ｇ／時から、少
なくとも１００時間持続するＩＩＩ族元素として１００ｇ／時、少なくとも１週間持続す
るＩＩＩ族元素として２００ｇ／時、少なくとも１月持続するＩＩＩ族元素として３００
から４００ｇ／時までの範囲にわたる。一般的な供給源容量は、１つの容器に５ｋｇから
６０ｋｇとすることができ、大規模なＨＶＭについては、複数の容器を順次動作させるこ
とができる。これは、シリコン製造において得られるものと同様のＩＩＩ－Ｖ族材料スル
ープットを提供することができる。
【００３７】
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　装置利用率は、基板がリアクタ内にある時間と２４時間などの所与の時間との比を意味
する。ＨＶＭに関しては、大部分の時間が、セットアップ、較正、洗浄または保守ではな
く生成物の生成に費やされる。これらの測度の定量的範囲は、成熟したシリコン半導体処
理技術に対して使用可能である。ＩＩＩ－Ｖ族材料のＨＶＭに対する装置利用率は約７５
から８５％程度であり、これは、シリコンエピタキシャル堆積装置の装置利用率と同等で
ある。
【００３８】
　リアクタ利用率は、リアクタ内の基板上で材料の成長が起こっている時間である。従来
のＨＶＰＥリアクタではこの値が約４０から４５％程度であり、一方、本明細書に開示さ
れたリアクタなどのなどのＨＶＭリアクタではこの値が約６５から７０％程度である。
【００３９】
　成長利用率は、リアクタ内のオーバヘッド時間であり、これは、基板がリアクタ内に置
かれて以後のリアクタ内で成長が起こっている時間を意味する。従来のＨＶＰＥリアクタ
ではこの値が約６５から７０％程度であり、一方、本明細書に開示されたリアクタなどの
などのＨＶＭリアクタではこの値が９５％から約１００％程度であり、すなわちシリコン
製造プロセスの値に近い。
【００４０】
　本発明は、大量生産を妨げる現行のＨＶＰＥ技術の主な限界に取り組む。これは、現行
のＨＶＰＥのｉｎ　ｓｉｔｕ供給源生成の代わりに外部供給源を使用し、現行のＨＶＰＥ
の高サーマルマスホットウォール（ｈｏｔ　ｗａｌｌ）リアクタの代わりに、温度制御さ
れた壁を有する低サーマルマスリアクタを使用することによって達成される。外部供給源
の使用は、前駆体を充填するために生産を停止する必要性を排除し、装置利用率を大幅に
増大させる。さらに、電子式質量流量コントローラによって前駆体の質量流束が直接に制
御され、その結果、成長プロセスの制御が向上し、歩留りが高くなる。温度制御された壁
を有する低サーマルマスリアクタは、成長中および保守中の加熱および冷却に必要な時間
を大幅に短縮する。基板を急速に加熱、冷却できることはさらに、現行のＨＶＰＥホット
ウォールシステムでは事実上不可能な多温度プロセスの使用を可能にする。壁温を制御で
きることは、気相反応を低減させ、壁の堆積物をほぼ完全に排除する。壁の堆積物の排除
は、洗浄と洗浄の間に時間を大幅に延長し、これは高いリアクタ利用率につながる。
【００４１】
　本発明は、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体のＨＶＰＥ堆積の外部供給源として、ある種の金
属ハロゲン化物を使用することができ、本発明において詳述される特定の送達装置ととも
に、大きなエリア上で高い堆積速度を達成し、維持するのに十分な大きさの質量流束を提
供することができることに基づく。具体的には、溶融されたとき、ＧａＣｌ3は、通常の
物理手段、例えば液体ＧａＣｌ3中でのキャリヤガスのバブリングを可能にする十分に低
い粘度を有する状態にあり、ＧａＣｌ3の十分な蒸発速度を提供することができ、ＧａＣ
ｌ3は、約１３０℃の範囲の温度でこのような粘度が十分に低い状態をとる。さらに、本
発明は、約４００℃未満の温度の液相および気相において、ＧａＣｌ3が事実上二量体で
あることに基づく。この二量体の化学式は、（ＧａＣｌ3）2またはＧａ2Ｃｌ6と書くこと
ができる。
【００４２】
　Ｇａ2Ｃｌ6の他に、関連クロロガラン（ｃｈｌｏｒｏｇａｌｌａｎｅ）をＧａ前駆体と
して使用することもできる。この化合物はＧａ2Ｃｌ6と同様だが、１つまたは複数のＣｌ
原子がＨによって置換されている。例えば、モノクロロガランは、Ｈ原子によって２つの
架橋Ｃｌ原子が置換されている。下式に示すように、Ｇａに結合した末端原子をＨに置換
することもできる（この化合物にはシスおよびトランス体があることに留意されたい）。
非特許文献３によれば、二量体の安定性は、末端Ｇａ－ｘ結合の塩素化の増加とともに、
Ｃｌ置換１つ当たり１～２ｋｃａｌ／ｍｏｌだけ低下し、架橋Ｈ原子がＣｌに置換される
たびに６～８ｋｃａｌ／ｍｏｌだけ増大する。したがって、置換Ｃｌ原子数が減るにつれ
て、所与の温度における単量体の割合は低下することになる。



(10) JP 5575483 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

【００４３】
【化１】

【００４４】
　Ｉｎを含む化合物およびＡｌを含む化合物の成長は、実質的に同様の装置を使用して達
成することができるが、これらの供給源は容易には液体状態に保たれないという限界があ
る。ＩｎＣｌ3は５８３℃で溶融する。ＧａＣｌ3に対して記載される本発明を、５８３℃
を超える温度で動作するように変更することができるが、これは実際には非常に困難であ
る。代替方法は、融点よりも低いが、蒸気圧が許容可能な堆積速度を達成するのに十分で
ある温度までＩｎＣｌ3を加熱する方法である。
【００４５】
　ＡｌＣｌ3は１７８℃で昇華し、１９０℃、２．５気圧で溶融する。ＧａＣｌ3に関して
記載された本発明を、大気圧よりも高い圧力およびＡｌＣｌ3の融点よりも高い温度で動
作するように変更することができる。さらに、十分に高い蒸気圧を達成するために融点よ
りも低い温度に加熱するＩｎＣｌ3に対して上で説明した方法の代替法も機能する。Ａｌ
Ｃｌ3も、液相および低温の気相において二量体（ＡｌＣｌ3）2を形成する。
【００４６】
　本発明の主要な他の構成要素は低サーマルマスリアクタである。温度制御された壁を有
する低サーマルマスリアクタは、成長中および保守中の加熱および冷却に必要な時間を大
幅に短縮する。基板を急速に加熱、冷却できることはさらに、現行のＨＶＰＥホットウォ
ールシステムでは事実上不可能な多温度プロセスの使用を可能にする。壁温を制御できる
ことは、気相反応を低減させ、壁の堆積物をほぼ完全に排除する。壁の堆積物の排除は、
洗浄と洗浄の間に時間を大幅に延長し、これは高いリアクタ利用率につながる。
【００４７】
　低サーマルマスは、伝統的にコールドウォール（ｃｏｌｄ　ｗａｌｌ）システムと呼ば
れているシステムを使用することによって達成されるが、本発明では、壁温が特定の温度
に制御される。現行のホットウォールシステムは、炉の中に封入されることによって加熱
される。本発明の新規のシステムでは、基板ホルダおよび基板だけが加熱される。ランプ
加熱、誘導加熱または抵抗加熱を含め、これを達成する方法は数多くある。一実施形態で
は、このシステムが、石英から構築された反応室と、黒鉛から構築された基板ヒーターと
からなる。黒鉛は、石英リアクタの外側のランプによって加熱される。石英リアクタ壁は
、様々な方法を使用して制御することができる。ほとんどの場合、壁温制御システムは、
様々な位置の壁温を測定する１つまたは複数の方法を、温度を予め設定された値に維持す
るために壁領域への冷却または加熱入力を調整するフィードバックシステムと組み合わせ
ることからなる。他の実施形態では、リアクタ壁の外面に冷却のため空気を吹き付けるフ
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ァンによって、壁温が制御される。壁温は常に一定に固定されるわけではなく、性能を向
上させるために成長中または保守中に温度を変化させるように、温度コントローラをプロ
グラムすることができる。
【００４８】
　以下の説明の焦点は主に、窒化ガリウム（ＧａＮ）ウェハを生産する好ましい実施形態
に合わせられるが、当技術分野の平均的な技術者であれば、説明される装置および方法を
、さらに任意のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体のウェハを製造するように容易に適合させるこ
とができることが理解される。したがって、このような装置は本発明の範囲に含まれる。
全体を通じて、単に分かりやすくするために見出しが使用される。これによって限定する
意図はない。
【００４９】
　さらに、本発明は、構造および動作が経済的なＧａＮウェハの大量製造装置を提供する
。本発明の好ましい実施形態は、シリコン（Ｓｉ）エピタキシ用に設計され、市販されて
いる既存のＶＰＥ装置を適合させ／変更することによって、経済的に実現／構築すること
ができる。本発明を実施するために、ＧａＮ堆積装置のすべての構成要素をゼロから設計
し構築する費用と時間のかかる過程を経る必要はない。その代わりに、証明済みの既存の
Ｓｉ処理生産装置に、狙いを定めた限られた変更を加えて、本発明の持続的高スループッ
トＧａＮ堆積装置を、より迅速にかつより経済的に実現／構築することができる。しかし
ながら、このような変更された既存の装置だけでなく、本発明は新たな構築をも包含する
。
【００５０】
　したがって、以下の説明は最初に、ＧａＮ生産のため既存のＳｉ装置に組み込まれる全
般的に好ましい特徴を対象とする。Ｓｉ処理から存続させることができる特徴は、当技術
分野でよく知られているため、詳細には説明しない。異なる実施形態では、後述する特徴
のうちの異なる特徴を実現することができ、本発明は、これらのすべての特徴を実現する
実施形態に限定されない。しかしながら、より高いレベルの持続的高スループット生産の
ためには、これらのうちの大部分または全部の特徴が有利であり、それらの特徴には、カ
セットツーカセットローディング、ロードロック、ならびに一方が冷却している間にウェ
ハを高速にロードおよびアンロードし、処理することを可能にする別個の冷却段を有する
完全自動化されたウェハハンドリングが含まれる。ロードロックは、環境空気へのリアク
タの望ましくない曝露を排除して、酸素および水蒸気の導入を最小限に抑え、実行前のパ
ージ／ベーク時間を大幅に短縮する。さらに、自動化されたハンドリングは、ウェハのマ
ニュアルハンドリングよりも歩留りの低下およびウェハの破損を低減させる。場合によっ
ては、ウェハをハンドリングし、長い冷却時間を短縮するために、９００℃もの高温度で
のホットロードおよびアンロードを可能にするベルヌーイワンド（Ｂｅｒｎｏｕｌｌｉ　
ｗａｎｄ）が使用される。
【００５１】
　最初に、本発明の好ましい特徴の一般実施形態を、総称ＶＰＥシステムの文脈で説明す
る。どのようにすれば、これらの一般実施形態を通常の方式で特定の市販Ｓｉエピタキシ
装置に適合させることができるのかが明らかにされる。次いで、以下の説明は、本発明お
よびその好ましい特徴の好ましい特定の実施形態を対象とし、この好ましい特定の実施形
態は、ＡＳＭ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．社（米アリゾナ州Ｐｈｏｅｎｉｘ）から販売さ
れているＥＰＳＩＬＯＮ（登録商標）シリーズの１つの単ウェハ型エピタキシャルリアク
タに基づく。しかしながら、本発明がこの好ましい特定の実施形態に限定されないことは
明らかである。他の例として、本発明は、ＡＭＡＴ社（米カリフォルニア州Ｓａｎｔａ　
Ｃｌａｒａ）のＣＥＮＴＵＲＡ（登録商標）シリーズに容易に適合させることができる。
【００５２】
　本発明の（ＧａＮウェハを生産する）装置および方法の好ましい実施形態が、図１を参
照して全般的に説明される。次いで、好ましい特定の実施形態が図２～５を参照してより
詳細に説明される。一般に、本発明の装置は、基板上のエピタキシャルＧａＮ層の大量製
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造と、構造および動作の経済性の両方を達成するように設計され、サイズが決められる。
【００５３】
　（本発明の一般的な実施形態）
　便宜を考えて、次に、図１を参照して、本発明を、３つの基本サブシステム、すなわち
プロセスガス（または液）を供給するサブシステム１、反応室を含むサブシステム３、お
よび廃棄物低減（ｗａｓｔｅ　ａｂａｔｅｍｅｎｔ）用のサブシステム５に関して概括的
に説明する。ただし、本発明はこの説明に限定されない。
【００５４】
　前述のとおり、ＨＶＭは、本明細書に記載された総称的な諸特徴を含むこのシステムの
様々な物理特徴の組合せの属性である。
【００５５】
　１．ＧａＣｌ3の外部供給源
　第１のサブシステムであるプロセスガスサブシステム、特にガリウム化合物蒸気供給源
の構造は、本発明の重要な特徴である。ここで、知られているＧａＮ　ＶＰＥプロセスを
簡単に説明する。ＧａＮ　ＶＰＥエピタキシは、加熱された基板の表面に、窒素（Ｎ）お
よびガリウム（Ｇａ）（ならびに、混合窒化物を形成するためのＩＩＩ族金属を含む任意
選択の他の１種または数種のガス、および特定の電子伝導性を与えるための任意選択の１
種または数種のドーパント）を含む前駆体ガスからＧａＮを直接に合成することを含む。
このＧａを含むガスは通常、一塩化ガリウム（ＧａＣｌ）または三塩化ガリウム（ＧａＣ
ｌ3）、あるいはガリウム有機化合物、例えばトリエチルガリウム（ＴＥＧ）またはトリ
メチルガリウム（ＴＭＧ）である。最初のケースでは、このプロセスが、ＨＶＰＥ（Ｈａ
ｌｉｄｅ　Ｖａｐｏｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ）と呼ばれ、２番目のケース
では、ＭＯＶＰＥ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｖａｐｏｒ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｅｐ
ｉｔａｘｙ）と呼ばれる。
【００５６】
　ＧａＣｌの化学特性（高温でのみ安定であること）は、ＧａＣｌ蒸気を反応容器内で、
例えば液体Ｇａを含むボートの上にＨＣｌを流すことによって、ｉｎ　ｓｉｔｕで合成す
ることを要求する。対照的に、ＧａＣｌ3は、周囲条件（水分がない場合）で安定な固体
であり、普通は、密封された石英アンプルに約１００ｇ程度入れて供給される。ＴＭＧお
よびＴＥＧは揮発性の液体である。Ｎを含むガスは通常アンモニア（ＮＨ3）であり、半
導体品質のＮＨ3は標準ボンベから利用可能である。
【００５７】
　あるいは、プラズマ活性化したＮ2、例えばＮイオンまたはラジカルを含むＮ2を、Ｎを
含むガスとして使用することもできる。分子Ｎ2は、たとえ高いプロセス温度であっても
ＧａＣｌ3またはＧａＣｌと実質的に反応しない。窒素ラジカルは、当技術分野で知られ
ている方法で調製することができ、一般に、例えば窒素管路にＲＦ源を追加して電磁誘導
プラズマを生成することによってエネルギーを与えて窒素分子を分割することにより調製
される。このモードで稼動しているとき、リアクタ内の圧力は通常低減される。
【００５８】
　知られているＶＰＥプロセスの中で、ＭＯＣＶＤおよびＧａＣｌ　ＨＶＰＥは、ＩＩＩ
族窒化物層の持続的な大量製造に対してあまり望ましくないことが分かっている。第１に
、ＭＯＣＶＤは、達成可能な堆積速度が、ＨＶＰＥプロセスによって達成可能な堆積速度
の５％未満であるため、１０μｍよりも厚い膜の成長に対してあまり望ましくない。例え
ば、ＨＶＰＥ堆積速度は１００～１０００μ／時以上でありうるのに対して、ＭＯＣＶＤ
の速度は一般に１０μ／時未満である。第２に、ＧａＣｌ　ＨＶＰＥは、ＨＣｌとの反応
によってＧａＣｌを形成するために反応室内に液体Ｇａ源が存在する必要があるため、あ
まり望ましくない。このような液体Ｇａ源を、ＨＣｌとの反応性を保ったまま大量製造に
対して十分な形態に維持することは困難であることが分かっている。
【００５９】
　したがって、本発明の装置は主に、大量製造用のＧａＣｌ3　ＨＶＰＥを対象とする。
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任意選択で、本発明の装置は、例えばバッファ層などを堆積させるＭＯＣＶＤを実施する
こともできる。しかしながら、大量製造用のＧａＣｌ3　ＨＶＰＥを使用するには、十分
な期間、（反応室内のウェハのロード／アンロードを除く）中断なしに維持することがで
きる十分な流量を達成するＧａＣｌ3蒸気の供給源が必要である。好ましくは、厚いＧａ
Ｎ層であっても１枚のウェハ（または１バッチの複数のウェハ）がおよそ１または２時間
以下の堆積時間ですむように、平均持続堆積速度が時間当たり１００から１０００μｍＧ
ａＮ／時の範囲にある。このような好ましい堆積速度を達成するには、供給源が、質量流
量約２５０または３００ｇ／時のＧａＣｌ3蒸気を供給する必要がある（直径２００ｍｍ
、厚さ３００μｍの円形ＧａＮ層はＧａを約５６ｇ含み、ＧａＣｌ3はＧａを約４０重量
％含む）。さらに、供給源に再充填し／供給源を保守するのに必要な生産の中断が週にせ
いぜい１回、または好ましくは少なくとも２から４週に１回に制限されるように、十分な
持続時間の間、このような流量を維持することができることが好ましい。したがって、少
なくとも５０枚のウェハ（または５０バッチの複数のウェハ）、好ましくは少なくとも１
００または１５０または２００または２５０から３００、あるいはそれ以上のウェハまた
はバッチに対してこの流量を維持することができることが好ましい。このような供給源は
従来技術において知られていない。
【００６０】
　本発明の装置は、好ましい流量および持続時間を達成するための課題を解決するＧａＣ
ｌ3供給源を提供する。これまで、好ましい流量の達成は、ＧａＣｌ3のいくつかの物理特
性によって妨げられてきた。第１に、ＧａＣｌ3は周囲条件で固体であり、蒸気は、昇華
によってしか形成しえない。しかしながら、ＧａＣｌ3の昇華速度は、好ましい質量流量
の蒸気を供給するには不十分であることが分かっている。第２に、ＧａＣｌ3は約７８℃
で溶融し、蒸気は、液面からの蒸発によって形成することができる。しかしながら、この
場合も、蒸発速度は、好ましい質量流量を提供するには不十分であることが分かっている
。さらに、液体ＧａＣｌ3は比較的に粘性であることが知られているため、蒸発速度を増
大させる一般的な物理手段、例えば、攪拌、バブリングなども蒸発速度を十分には増大さ
せない。
【００６１】
　必要なのは、十分に低粘度の形態の液体ＧａＣｌ3であり、ＧａＣｌ3は、約１２０℃以
上、特に約１３０℃以上で、例えば水の粘度と同様の粘度を有する低粘度状態をとること
が観察、発見された。さらに、この低粘度状態では、通常の物理手段によって、好ましい
質量流量を提供するのに十分な程度にＧａＣｌ3の蒸発速度を効果的に上昇させることが
できることが観察、発見された。
【００６２】
　したがって、本発明のＧａＣｌ3供給源は、温度Ｔ１が約１３０℃に制御された液体Ｇ
ａＣｌ3のリザーバ（ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ）を維持し、蒸発速度を高める物理手段を提供
する。このような物理手段は、液体を攪拌すること、液体を噴霧すること、液体の上にキ
ャリヤガスを急速に流すこと、液体中でキャリヤガスをバブリングすること、液体を超音
波分散させることなどを含むことができる。特に、当技術分野で知られている配置によっ
て、低粘度状態の液体ＧａＣｌ3、例えば約１３０℃のＧａＣｌ3中でＨｅ、Ｎ2、Ｈ2、Ａ
ｒなどの不活性キャリヤガスをバブリングすることによって、ＧａＣｌ3の好ましい質量
流量を提供することができることが発見された。リザーバの外側の加熱要素を使用してよ
り良好な温度制御を達成するため、ＧａＣｌ3供給源の好ましい構成は、それらの容積に
比例した大きな総表面積を有する。例えば、示されたＧａＣｌ3供給源は、高さが直径よ
りもかなり大きい円筒形である。ＧａＣｌ3に関しては、質量流量が、少なくとも４８時
間の間の約１２０ｇ／時から、少なくとも１００時間の間の２５０ｇ／時、少なくとも１
週間の間の５００ｇ／時、少なくとも１カ月の間の７５０から１０００ｇ／時にもなる。
【００６３】
　さらに、好ましい流量および持続時間を達成することができるＧａＣｌ3供給源は、個
々の１００ｇアンプルに入れて供給されたＧａＣｌ3に頼ることはできない。このような
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量は、中断なしに１５から４５分堆積させるだけの量でしかないであろう。したがって、
本発明のＧａＣｌ3供給源の追加の態様はＧａＣｌ3の大きな容量である。本発明の高スル
ープット目標を達成するためには、ＧａＣｌ3供給源の再充填にかかる時間が限定される
ことが好ましい。しかしながら、再充填は、大気中の水分と容易に反応するＧａＣｌ3の
傾向によってより複雑になる。ウェハ生産の前、ＧａＣｌ3充填物、供給源およびＧａＣ
ｌ3供給管路は水分を含んではならない。様々な実施形態のスループット目標に応じて、
本発明は、少なくとも約２５ｋｇまたは少なくとも約３５ｋｇ、あるいは少なくとも約５
０から７０ｋｇのＧａＣｌ3を保持する能力を有する供給源を含む（上限は、反応室の近
くに供給源を配置する利点を考慮したサイズおよび重量の要件によって決定される）。好
ましい一実施形態では、ＧａＣｌ3供給源が、約５０から１００ｋｇ、好ましくは約６０
から７０ｋｇのＧａＣｌ3を保持することができる。その構築および使用のロジスティッ
クスを除き、ＧａＣｌ3供給源の実際の容量に上限はないことが理解される。さらに、リ
アクタのダウンタイムのない１つの供給源から他の供給源への切替えを可能にするため、
マニホルドを介して複数のＧａＣｌ3供給源を組み付けることができる。これにより、リ
アクタが稼動している間に空の供給源を取り外し、完全に充填された新たな供給源と交換
することができる。
【００６４】
　本発明のＧａＣｌ3供給源の他の態様は、供給源と反応室の間の供給管路の綿密な温度
制御である。供給管路内などでＧａＣｌ3蒸気が凝縮することを防ぐため、ＧａＣｌ3供給
管路および関連質量流量センサ、コントローラなどの温度は、供給源の出口のＴ２から反
応室入口３３のＴ３まで徐々に高くなることが好ましい。しかしながら、反応室入口の温
度は、例えばガスケット、Ｏリングなどに対して石英反応室を密封するために供給管路お
よび室入口で使用されているシール材料（および他の材料）に損傷を与えうるほどに高く
てはならない。現在のところ、Ｃｌへの曝露に対して抵抗性を有し、かつ半導体産業にお
ける通常の商用利用に対して使用可能なシール材料は一般に、約１６０℃よりも高い温度
に耐えることができない。したがって、本発明は、ＧａＣｌ3供給管路の温度を感知し、
次いで、供給管路の温度が、供給管路に沿って、約１３０℃であることが好ましい供給源
から、約１４５から１５５℃（あるいはＯリングまたは他のシール材料の高温許容値より
も低い他の安全な温度）であることが好ましい反応室入口における最大温度まで上昇する
（または少なくとも低下しない）ように、ＧａＣｌ3供給管路を必要に応じて加熱または
冷却する（一般化して供給管路温度を「制御する」）ことを含む。必要な温度制御をより
良好に実現するため、供給源装置と反応室入口との間の供給管路の長さは短くなければな
らず、約１フィート（約０．３０ｍ）未満、約２フィート（約０．６１ｍ）未満または約
３フィート（約０．９１ｍ）未満であることが好ましい。ＧａＣｌ3供給源にかかる圧力
は圧力制御システム１７によって制御される。
【００６５】
　本発明のＧａＣｌ3供給源の他の態様は、室内に入るＧａＣｌ3流速の正確な制御である
。バブラ（ｂｕｂｂｌｅｒ）実施形態では、供給源からのＧａＣｌ3流束が、ＧａＣｌ3の
温度、ＧａＣｌ3にかかる圧力およびＧａＣｌ3中でバブリングされるガス流に依存する。
原理上は、これらのうちの任意の１つのパラメータによってＧａＣｌ3の質量流束を制御
することができるが、好ましい一実施形態は、コントローラ２１によってキャリヤガス流
を変化させることによって質量流束を制御する。Ｐｉｅｚｏｃｏｒなどの通常通りに使用
可能な気体組成センサ７１を使用して、反応室内への実際のＧａＣｌ3質量流束、例えば
１秒当たりのグラム数の追加の制御を提供することができる。さらに、ＧａＣｌ3供給源
にかかる圧力を、バブラの出口に置かれた圧力制御システム１７によって制御することが
できる。この圧力制御システム、例えば背圧レギュレータは、供給容器内の超過圧の制御
を可能にする。容器圧力の制御は、バブラの制御された温度およびキャリヤガスの流量と
連携して、前駆体流量の改良された決定を容易にする。任意選択で、供給容器はさらに外
側断熱部分を含む。
【００６６】
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　ＧａＣｌ3供給源、ＧａＣｌ3供給管路および入口マニホルド構造に使用され、ＧａＣｌ

3と接触する材料は塩素抵抗性であることが望ましい。金属成分に関しては、Ｈａｓｔｅ
ｌｌｏｙなどのニッケル基合金、タンタルまたはタンタル基合金が好ましい。耐食性保護
コーティングによって金属成分の耐食性をさらに高めることができる。このようなコーテ
ィングは、炭化シリコン、窒化ホウ素、炭化ホウ素、窒化アルミニウムを含むことができ
、好ましい一実施形態では、金属成分を、溶融シリカ層または結合（ｂｏｎｄｅｄ）アモ
ルファスシリコン層でコーティングすることができ、例えばＳＩＬＴＥＫ（登録商標）お
よびＳＩＬＣＯＳＴＥＥＬ（登録商標）（Ｒｅｓｔｅｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社から
販売されている）は、酸化環境に対する高い耐食性を提供することが証明されている。非
金属成分に関しては、塩素抵抗性ポリマー材料（炭素ポリマーまたはシリコーンポリマー
）が好ましい。
【００６７】
　以上のことを考慮して、適当な一実施形態では、記載された持続時間の間、所望の量を
送達するために、供給源が、その含まれるＧａＣｌ3を中断なしに送達することができる
ことから、好ましい量のＧａＣｌ3を保持する能力を有する好ましいＧａＣｌ3供給源を「
連続的に」動作すると記述する。しかしながら、特定の一実施形態では、断続的な室の保
守、例えば洗浄などが必要となるように、反応室（または本発明のシステムの他の構成要
素）が構築され、または構築することができ、あるいはある種のプロセス詳細が実行され
ることを理解されたい。対照的に、ＧａＣｌ3供給源は、ＩＩＩ－Ｖ族生成物の大量製造
を容易にするため、所望の量の前駆体を中断なしに供給するように構成され、寸法が決め
られる。したがって、供給源は、固体の前駆体を補充するために停止または中断させる必
要なしにこれらの量を提供する能力を有する。
【００６８】
　これは、十分に大きな量の固体前駆体を単一のリザーバに収容することによって、また
はマニホルドによって集合させた複数のリザーバを提供することによって達成することが
できる。当然ながら、マニホルド集合システムでは、１つまたは複数のリザーバに固体前
駆体材料を補給している間に、他の１つのリザーバを、気体前駆体を供給するように動作
させることができ、リアクタの動作に影響を及ぼさないため、このシステムも無中断シス
テムであることを、当業者は理解するであろう。このような実施形態では、供給源が完全
には機能しない再充填、開栓、洗浄、補給または他の手順なしに、供給源がその含まれる
ＧａＣｌ3を送達することから、ＧａＣｌ3供給源を連続的に動作すると記述する。言い換
えると、供給源は単独ではＧａＮ堆積の中断を必要としない。
【００６９】
　さらに、前述のとおり、好ましいＧａＣｌ3供給源は単一のリザーバ内にＧａＣｌ3を含
むことができる。さらに、好ましい供給源は、複数のリザーバからＧａＣｌ3蒸気を順次
にまたは並行して送達することができるように、マニホルドによって集合させた出口を有
する複数（すなわち２、５、１０など）のリザーバを含むことができる。以降、これらの
両方の実施形態がしばしば単一の供給源と呼ばれる。好ましい実施形態では、ＭＯＣＶＤ
プロセスを実行することができるように、本発明の装置がさらに、ＩＩＩ族金属有機化合
物の供給源を提供することができる。例えば、ＭＯＣＶＤを使用して、例えば薄いＧａＮ
またはＡｌＮバッファ層、薄い中間層、混合金属窒化物の層などを堆積させることができ
る。追加のプロセスガスは、当技術分野で知られているように通常通りに供給することが
できる。
【００７０】
　Ｖ族前駆体は、１種または数種のＶ族原子を含むガスである。このようなガスの例には
ＮＨ3、ＡｓＨ3およびＰＨ3などがある。ＧａＮを成長させる目的には一般にＮＨ3が使用
される。これは、ＮＨ3が、一般的な成長温度でＮの十分な取込みを提供することができ
るためである。アンモニアおよび他のＮ前駆体は外部供給源である。例えば、半導体等級
のＮＨ3は、様々なサイズのボンベ１９から容易に使用可能であり、キャリヤガス７２は
、やはり様々なサイズの容器に入れられた極低温の液体としてまたはガスとして使用可能
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である。これらのガスの流束は、質量流量コントローラ２１などによって通常通りに制御
することができる。代替実施形態では、本発明の装置がさらに、他のＩＩＩ族塩化物の供
給源を提供することができる。
【００７１】
　２．リアクタの形状
　次に、経済性を向上させるため、リアクタサブシステムは、市販のリアクタシステムを
適合させたものであることが好ましい。本発明における適合および使用に対して好ましい
使用可能なリアクタは、次に説明する特徴の大部分または全部を含む。これらの特徴は、
本明細書に開示された変更および改良を有するＧａＮ層のＨＶＭに対して有用であること
が分かっている。以下の説明は主に既存の装置を適合させる実施形態を対象とするが、リ
アクタおよびリアクタシステムは、後述する特徴を含むように目的に合わせて構築するこ
とができる。本発明は、既存の装置を再設計し変更することと、新たな装置を設計し製造
することの両方を含む。本発明はさらにその結果得られる装置を含む。
【００７２】
　好ましい反応室は一般に水平方向のプロセスガス流を有し、相対的に小さい垂直寸法と
相対的に大きい水平寸法とを有するほぼ箱状または半球状の形状に形成される。水平反応
室のある種の特徴は、非生産的なリアクタ時間を限定し、高品質ＧａＮウェハのＨＶＭを
達成する際に重要である。
【００７３】
　３．低サーマルマスサセプタおよびランプ加熱
　最初に、新たなウェハを導入した後に昇温させるのにかかる時間および堆積ラン後に降
温させるのにかかる時間は非生産的であり、制限または最小化されなければならない。し
たがって、好ましいリアクタおよび加熱装置はさらに、低いサーマルマス（すなわち熱を
急速に吸収する能力）を有し、サーマルマスが低いほど好ましい。好ましいこのようなリ
アクタは、赤外（ＩＲ）加熱ランプによって加熱され、ＩＲを透過する壁を有する。図１
は、石英でできたリアクタ２５を示し、リアクタ２５は、縦方向の下ＩＲランプ２７およ
び横断方向の上ＩＲランプ２９によって加熱される。石英は、ＩＲを十分に透過し、Ｃｌ
に対して十分に抵抗性であり、十分に耐火性であるため、好ましい室壁材料である。
【００７４】
　４．室壁およびフランジの閉ループ温度制御
　反応室内部を洗浄するのにかかる時間も非生産的であり、やはり制限または最小化され
なければならない。ＧａＮ堆積プロセスの間に、前駆体、生成物または副生物を内壁に堆
積または凝縮する可能性がある。このような堆積または凝縮は、室壁の温度を制御するこ
とによって、一般的は、前駆体および副生物の凝縮を防ぐには十分に高いが、壁の表面で
のＧａＮの形成および堆積を防ぐには十分に低い中間温度まで室壁を冷却することによっ
て、大幅に制限しまたは低減させることができる。ＧａＣｌ3　ＨＶＰＥプロセスに使用
される前駆体は、約７０から８０℃未満で凝縮し、主要な副生物であるＮＨ4Ｃｌは約１
４０℃未満でないと凝縮しない。ＧａＮは、約５００℃を超える温度で形成および堆積し
始める。室壁は温度Ｔ５に制御され、温度Ｔ５は、前駆体および副生物の凝縮をかなり制
限するのには十分に高いことが分かっている２００℃と、室壁の表面のＧａＮ堆積をかな
り制限するのには十分に低いことが分かっている５００℃の間にあることが好ましい。室
壁の好ましい温度範囲は２５０から３５０℃である。
【００７５】
　好ましい範囲に温度制御するには一般に室壁の冷却が必要である。室壁はＩＲを透過す
るが、それでも、高温のサセプタから伝わった熱によってある程度は加熱される。図１は
、完全または部分シュラウド（ｓｈｒｏｕｄ）３７の中に反応室２５が収容され、シュラ
ウドの中を反応室の外面に沿って冷却空気が導かれる好ましい１つの冷却配置を示す。壁
温は赤外高温測定法によって測定することができ、その結果にしたがって冷却空気の流れ
を調整することができる。例えば、多速度または可変速度ファン（１つまたは複数）を配
置し、室壁温を感受するセンサによってファンを制御することができる。
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【００７６】
　５．ロードロック、カセットツーカセット
　ウェハのロードおよびアンロード時間も非生産的である。この時間は、３９に概略的に
示された自動装置によって通常通りに制限することができる。当技術分野で知られている
とおり、この自動装置はウェハを格納し、反応室にウェハをロードし、反応室からウェハ
をアンロードすることができ、一般に、外部ホルダと反応室内のサセプタとの間でウェハ
を、例えば移送ワンドを使用して移動させるロボットアームなどを含む。ウェハ移送の間
、中間のウェハ移送室によって、周囲環境への曝露から反応室を分離することができる。
例えば、移送室と外部との間の制御可能な扉は、ロードおよびアンロードを可能にするこ
とができ、次いで周囲環境への曝露に対して移送室を密封することができる。フラッシン
グおよび調製の後、移送室とリアクタの間の他の制御可能な扉を開けて、サセプタ上への
ウェハの配置およびサセプタ上のウェハの取出しを可能にすることができる。このような
システムはさらに、酸素、水分または大気中の他の汚染物質へのリアクタ内部の曝露を防
ぎ、ウェハのロードおよびアンロードの前のパージ時間を短縮する。石英ベルヌーイ移送
ワンドは、汚染を引き起こすことなく高温のウェハをハンドリングすることを可能にする
ことにより、非生産的な時間を低減させるため、石英ベルヌーイ移送ワンドを使用するこ
とが好ましい。
【００７７】
　６．分離噴射
　入口マニホルド３３から出口マニホルド３５までの矢印３１の方向のプロセスガス流の
制御は、高品質ＧａＮ層を堆積させるために重要である。この流れは、プロセスガスに対
する以下の好ましい特性を含む。第１に、ガリウムを含むガス、例えばＧａＣｌ3と、窒
素を含むガス、例えばＮＨ3とは、別々の入口を通って反応室に入ることが好ましい。こ
れらのガスが反応室の外側で混合されてはならない。このような混合は、望ましくない反
応、例えばその後のＧａＮ堆積を妨害するＧａＣｌ3分子とＮＨ3分子の錯体の形成につな
がる可能性があるからである。
【００７８】
　次いで、別々に入室した後、ＧａＣｌ3の流れとＮＨ3の流れは、サセプタの上のガスが
、空間的および時間的に均一な組成を有するように配置されることが好ましい。サセプタ
（および支持された１枚または数枚のウェハ）の面上において、ＩＩＩ／Ｖ比は、特定の
時刻に、好ましくは約５％未満、より好ましくは約３％未満または約２％未満あるいは約
１％未満だけ変化しなければならないことが分かった。さらに、ＩＩＩ／Ｖ比は同様に、
サセプタの面のすべての部分で、時間的に実質的に均一でなければならない。したがって
、ＧａＣｌ3およびＮＨ3の速度プロファイルは、サセプタに到達したときに、両方のガス
が、反応室の全幅にわたって、好ましくは少なくともサセプタの直径を横切って均一な非
乱流を有するように、両方のガスがともに反応室の全幅にわたって横方向に広がると規定
しなければならない。
【００７９】
　最後に、流れは、１種または数種のプロセスガスが異常に高濃度に集積しうる異常に低
流量の再循環ゾーンまたは領域を有してはならない。低ガス流量の局所領域またはガスが
停滞する局所領域は一番に回避される。
【００８０】
　好ましいプロセスガス流は、新たなまたは既存の反応室の入口マニホルドの綿密な設計
または再設計によって達成される。本明細書で使用される場合、用語「入口マニホルド」
は、プロセスガスおよびキャリヤガスを反応室内へ入れる構造を指す。その構造が単一構
造なのか、または物理的に別個の２つ以上のユニットを含むのかは問わない。
【００８１】
　以下の一般特徴を有するように設計され製造された入口マニホルドは、好ましいプロセ
スガス流を達成することが分かった。しかしながら、大部分の実施形態では、提案された
入口マニホルド設計によって製作された選択された反応室へのガスの流入を、当技術分野
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で知られている流体力学モデル化ソフトウェアパッケージを使用してモデル化すると有利
である。これにより、提案された設計を実際の製造の前に繰返し改良して、均一性の向上
を達成することができる。
【００８２】
　最初に、反応室へのプロセスガスの入室が、室の幅の一部、大部分または全部にわたっ
て分布すると有利であることが分かった。例えば、そこを通ってガスが入室することがで
きる複数のガス入口ポートあるいは１つまたは複数のスロットを、室の全幅にわたって横
方向に分布させることができる。リアクタ内で、ＧａＣｌ3ガスおよびＮＨ3ガスをサセプ
タの上方の所望の反応位置まで導くのを助けるため、窒素、水素などのキャリヤガスを導
入することができる。さらに、入口ポート付近でのスプリアス（ｓｐｕｒｉｏｕｓ）堆積
を防ぐため、入口ポートが約４００～５００℃以上に加熱されないように、実際の入口ポ
ートが、加熱されたサセプタから離隔されていると有利である。あるいは、入口ポートを
冷却することもでき、またはプロセスガスが入口ポートの近傍で混合しないように入口ポ
ートを互いに離隔させることもできる。
【００８３】
　次に、ＧａＣｌ3およびＮＨ3の入口の特定の構成によって生じたガス流動特性を向上さ
せることができる、すなわち動的に「調整する」ことができることが分かった。例えばサ
セプタに衝突しまたはサセプタの下から発して、１次ＧａＣｌ3流およびＮＨ3流と混合す
る２次パージガス流を使用して、組成および速度の均一性を増大させ、またはリアクタ構
成要素への堆積を防ぐようにＧａＣｌ3流およびＮＨ3流を変更することができる。例えば
、ＧａＣｌ3流とＮＨ3流が異なる入口から反応室に入る実施形態では、意図された堆積ゾ
ーンの上方にプロセスガスを閉じ込め、意図されていない堆積からリアクタの側壁を保護
するため、ＧａＣｌ3流およびＮＨ3流のやや上流から反応室内に入るパージガス流を供給
すると有利であることが分かった。これらの目的のため、横方向の室壁の近くにはより多
くの量のキャリヤガスを導入し、中心寄りの室の中央付近にはより少量のキャリヤガスを
導入すると有利である。
【００８４】
　さらに、好ましい入口マニホルドは、動作中に観察される不均一性を改善することがで
きるように、少なくとも１つのプロセスガス流を動的に調整する。例えば、プロセスガス
の入口を２つ以上の流れに分割し、それぞれの流れの流量を独立に調整する個々の流量制
御弁を配置することができる。好ましい一実施形態では、ＧａＣｌ3入口が、独立に制御
可能な相対流量を有する５つの流れに分割されて配置される。
【００８５】
　好ましい入口マニホルドの他の態様は温度制御を含む。これにより、前駆体、例えばＧ
ａＣｌ3の凝縮を防ぎ、温度感受性材料、例えばガスケットまたはＯリング材料に対する
損傷を防ぐために、入口マニホルド温度Ｔ３を制御することができる。以前に論じたとお
り、ＧａＣｌ3入口ポートの温度は、約１３０℃から約１５０℃に高められることが好ま
しいＧａＣｌ3供給管路内で到達する最高温度以上でなければならない。入口マニホルド
において使用することができる、特に入口マニホルドを石英反応室に対して密封するため
に使用することができるガスケット材料、Ｏリング材料などの市販の塩素抵抗性シール材
料は、約１６０℃を超える温度で劣化し始める。使用可能ならば、これよりも高い温度で
使用できるシリコーンＯリングなどの塩素抵抗性シール材料を使用することもでき、その
場合には、入口マニホルドの上限温度を引き上げることができる。
【００８６】
　したがって、入口マニホルド温度Ｔ３は、昇温させるために周囲環境から熱を供給する
ことによって、または高温の反応室および非常に高温のサセプタから伝達された熱を除去
することによって、約１５５から１６０℃の範囲に留まるように制御されなければならな
い。好ましい実施形態では、入口マニホルドが温度センサおよび温度制御流体用の流路を
含む。例えば、１５５から１６０℃の温度は、温度制御されたＧＡＬＤＥＮ（商標）流体
を循環させることによって達成することができる。他の温度範囲に対しては他の知られて
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いる流体を使用することができる。この流体流路は入口マニホルドの温度感受性部分、例
えばＧａＣｌ3入口ポートおよび密封Ｏリングの近くを通ることが好ましい。流路配置は
、熱モデル化を考慮し、当技術分野で知られているソフトウェアパッケージを使用してよ
り正確に選択することができる。
【００８７】
　ＧａＣｌ3分子は、固相、液相、蒸気相のうちのいずれの状態にあるのかにかかわらず
、主として二量体Ｇａ2Ｃｌ6の形態で存在することが知られている。この形態は事実上８
００℃まで非常に安定である。気相ラマン分光法によって裏付けられた熱力学的計算によ
れば、３００℃で、気相の９０％超が二量体分子からなり、７００℃で、二量体の９９％
超がＧａＣｌ3単量体に分解することが確認された。
【００８８】
　１５０℃以下の温度に保たれた金属噴射ポートを通して二量体分子が噴射されると、１
０００℃超の温度を有する高温のサセプタと接触したときにだけ二量体の分解が起こる。
サセプタの上方におけるガスの速度またはその滞留時間によっては、分解する二量体の部
分が、ウェハ上での高い成長速度を持続させるにはあまりに小さい可能性がある。ＧａＮ
堆積プロセスは、ＧａＣｌ3が吸着し、すべての塩素が除去されて吸着されたＧａ原子が
得られるまでＧａＣｌ3がＧａＣｌx（ｘ＜３）に分解することによって進行する。したが
って、ＧａＮ堆積プロセスは、単量体形態のＧａＣｌ3から始まることが望ましい。本発
明の好ましい一実施形態は、サセプタ領域の上流に位置する反応室の下の石英管を通して
二量体を導入する。この石英管は、楕円形の断面を有するファネル（ｆｕｎｎｅｌ）を介
して反応室に接続する。二量体を単量体に分解するため、二量体がファネル内にある間に
二量体にエネルギーが供給される。好ましい一実施形態は、石英管およびファネルが高い
ＩＲ放射束を受け取るように配置され、形成されたＩＲランプからのＩＲ放射を使用する
。この実施形態では、ファネル領域がＩＲ吸収性材料で満たされ、放射パワーが、ＩＲ吸
収性材料を６００℃、より好ましくは７００℃以上の温度に加熱するように調整される。
二量体形態のＧａＣｌ3がこの石英噴射器内に噴射され、高温のファネルゾーンを通過す
ると、二量体は単量体に分解し、サセプタのすぐ上流の反応室内に噴射される。二量体の
再形成を防ぐため、リアクタ内へのＧａＣｌ3の噴射位置とサセプタとの間の領域が８０
０℃よりも高い温度に維持されることが好ましい。好ましい一実施形態は、ファネルとサ
セプタの間に、７００℃よりも高い温度、好ましくは８００℃よりも高い温度を維持する
ためにＩＲ加熱ランプによって加熱されたＳｉＣプレートを使用する。
【００８９】
　７．サセプタおよびマルチウェハサセプタ
　サセプタおよびそのマウントは、当技術分野において一般に知られている標準構造とす
ることができる。例えば、サセプタは、炭化シリコンまたは窒化シリコンでコーティング
された黒鉛、あるいは耐火性の金属または合金を含むことができる。サセプタは、シャフ
ト上で回転するように取り付けられることが好ましい。ＧａＮ堆積の間、サセプタ温度Ｔ
４は約１０００から１１００℃（またはそれ以上）とすることができ、知られている温度
制御回路によって制御された石英ＩＲランプによって維持される。サセプタの下のデッド
ゾーン（ｄｅａｄ　ｚｏｎｅ）の形成を防ぐため、サセプタのマウントは、パージガスの
噴射を提供することが好ましい。この噴射は、加熱されたサセプタおよび（直接にまたは
間接的に）加熱される可能性がある隣接する構成要素の下面への不必要な堆積を制限また
は最小化することができるため有利である。サセプタは、１つまたは複数の基板を保持す
るように構成することができる。
【００９０】
　８．加熱された排気
　反応室出口マニホルド３５は、反応室から排出管路４１を通って廃棄物低減システム５
に至る排出ガスの自由で障害のない流れを提供する。この排出システムはさらに、ポンプ
（４２）および関連圧力制御システム（圧力制御弁（４４）、圧力計（４６）および減圧
での動作を可能にする関連制御装置）を含むことができる。有利には、反応生成物の凝縮
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を制限するため、出口マニホルド排出管路および圧力制御装置（使用される場合）も温度
制御される。排出ガスおよび反応生成物は一般に、キャリヤガス、未反応のプロセスガス
、すなわちＧａＣｌ3およびＮＨ3、主としてＮＨ4Ｃｌ、ＮＨ4ＧａＣｌ4、ＨＣｌおよび
Ｈ2である反応副生物を含む。前述のとおり、ＧａＣｌ3の凝縮を防ぐためには約１３０℃
を超える温度が必要である。約１４０℃未満の温度でＮＨ4Ｃｌは凝縮して粉状材料とな
り、出口マニホルドおよび排出システムはこの温度よりも高温に維持されなければならな
い。一方、シール材料の劣化を防ぐためには、出口マニホルド温度が約１６０℃を超えて
はならない。
【００９１】
　したがって、出口マニホルド温度Ｔ６は、入口マニホルドの温度制御に使用される手段
と同様の温度制御手段（任意選択で熱モデル化を含む）によって、約１５５から１６０℃
の範囲に維持されることが好ましい。排出管路の最大温度Ｔ７は、シールの最大許容温度
によって制限され、約１５５から１６０℃の範囲であることが好ましい。
【００９２】
　９．廃棄物管理
　次に、廃棄物低減サブシステム５を考えると、好ましい排除システムは、反応室から排
出された廃棄ガリウム化合物を回収することによって、本発明の経済的な動作に寄与する
ことができる。本発明の単一の実施形態は、１カ月の持続的大量製造の間に３０ｋｇまた
は６０ｋｇ、あるいはそれ以上を排出しうる（約５０％が廃棄物になると仮定した場合）
。現在のＧａ価格では、この廃棄Ｇａを回収し、それをＧａＣｌ3前駆体にリサイクルす
ることは経済的であり、これにより約９０から１００％のＧａ効率が効果的に達成される
。
【００９３】
　図１はさらに、ガリウムの回収を提供し、市販製品から容易に適合させることができる
廃棄物低減サブシステム５の好ましい一実施形態を概略的に示す。反応室２５から排出さ
れた流れは、排出生成物の凝縮を制限するために温度Ｔ７、例えば都合のよい約１５５か
ら１６０℃またはそれ以上の範囲の温度に温度制御された排出管路４１を通って、次いで
バーナユニット４３に入る。バーナユニットは、例えばＨ2／Ｏ2燃焼を含む高温の燃焼ゾ
ーン４５に排出ガスを通すことによって排出ガスを酸化する。酸化された排出流は次いで
、管４７を通って向流スクラバユニット４９に入り、そこで排出流は、水流５１に対する
向流として移動する。水流は、実質的にすべての水溶性および微粒子成分を酸化された排
出流から除去する。スクラバで処理された排出ガスは次いでシステムから放出される５７
。
【００９４】
　可溶性および微粒子材料を含む水流は分離器５９へと進み、そこで、微粒子成分、主と
して微粒子状の酸化ガリウム（例えばＧａ2Ｏ3）が、水溶性成分、主として溶解したＮＨ

4ＣｌおよびＨＣｌから分離される６１。分離は、篩別、濾過、遠心分離、凝集などの知
られている技法によって達成することができる。本発明の単一の実施形態は、動作期間１
カ月ごとに、微粒子状Ｇａ2Ｏ3を６０ｋｇ、または１２０ｋｇ、あるいはそれ以上生成し
うる。微粒子状酸化ガリウムは集められ、有利には、Ｇａが回収され、知られている化学
的技法によって例えばＧａＣｌ3にリサイクルされる。例えば非特許文献４を参照された
い。水溶性成分はシステムから除かれる。
【００９５】
　（本発明の好ましい特定の実施形態）
　次に、以上に概括的に説明した発明の好ましい特定の実施形態を説明する。この実施形
態は、ＡＳＭ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．社のＥＰＳＩＬＯＮ（登録商標）シリーズの単
ウェハ型エピタキシャルリアクタの変更および適合に基づく。したがって、以下の特徴の
多くは、この好ましい特定の実施形態に固有である。しかしながら、これらの特徴は本発
明を限定するものではない。他の特定の実施形態は、使用可能な他のエピタキシャルリア
クタの変更および適合に基づくことができ、それらも本発明の範囲に含まれる。
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【００９６】
　図２Ａ～Ｃは、ＧａＣｌ3を５０から７５ｋｇ保持することができ、約１３０～１５０
℃までの制御された温度の液体としてＧａＣｌ3を維持することができるリザーバ１０３
と、制御された質量流量のＧａＣｌ3を反応室に供給し、同時に管路内でのＧａＣｌ3の凝
縮を制限しまたは防ぐ供給管路、弁および制御機構を含む供給アセンブリ１０５とを含む
ＧａＣｌ3送達システム１０１の諸態様を示す。リザーバは、液体ＧａＣｌ3の蒸発を増大
させる内部手段を含む。好ましい一実施形態では、この内部手段が、当技術分野で知られ
ているバブラ（bubbler）装置を含み、代替実施形態では、この内部手段が、液体ＧａＣ
ｌ3を物理的に攪拌する手段、液体ＧａＣｌ3を噴霧する手段、液体ＧａＣｌ3を超音波分
散させる手段等を含むことができる。任意選択で、供給管路（または送達管路）は、キャ
リヤガスおよびＩＩＩ族前駆体を運ぶ内側管路と、同軸の囲い管路とを有する同軸部分を
含み、囲い管路は、囲い管路の内側、内側管路の外側に環状空間を形成する。この環状空
間は熱媒体を含むことができる。
【００９７】
　図２Ｃは、従来のプロセスガス制御キャビネット１３７に隣接して配置されたキャビネ
ット１３５内の送達システム１０１の例示的な一配置を示す。ＧａＣｌ3供給管路の長さ
を制限するため、キャビネット１３５はさらに、この図ではキャビネット１３７によって
隠されている反応室に隣接して配置される。プロセスガス制御キャビネット１３７は例え
ば、ガス制御パネル１３９と、ＩＩＩ族金属有機化合物などの追加のプロセスガスまたは
液のための別個の部分１４１～１４７とを含む。
【００９８】
　図２Ｂは、好ましい供給アセンブリ１０５をより詳細に示す。弁１０７および１０９は
、キャリヤガスをリザーバ１０３内に導き、次いでリザーバ内の内部バブラに流し、次い
で、蒸発したＧａＣｌ3蒸気とともにリザーバから取り出す管路を制御する。これらの弁
は、保守などのためにリザーバを分離することができる。弁１１０は、容器システムの上
記出口および入口弁よりも上のシステムのパージを容易にする。特に、凝縮はおそらく、
ピグテール（ｐｉｇ－ｔａｉｌ）要素１１１、１１２のところで起こるため、弁１１０は
、これらのエリアをパージするのに有用である。容器圧力の制御は、バブラの制御された
温度およびキャリヤガスの流量と連携して、前駆体流量の改良された決定を容易にする。
弁１１０を追加することによって、成長モードでないときに送達システム全体を非腐食性
のキャリヤガスによってパージすることができ、それにより、腐食性環境へのシステムの
曝露を低減させ、したがって装置寿命を向上させることができる。このアセンブリはさら
に、供給管路を流れる様々な態様の流れを制御する弁１１１～１２１を含む。このアセン
ブリはさらに、ＧａＣｌ3容器にかかる圧力を一定に維持する圧力制御器／変換器１２９
を含む。さらに、ＧａＣｌ3容器へのキャリヤガスの正確な流れを提供する質量流量コン
トローラ１３１が配置される。これらは、制御され較正された質量流量のＧａＣｌ3が反
応室内へ流れるように動作する。このアセンブリはさらに圧力調整器１２５および１２７
を含む。これらの供給管路、弁およびコントローラを含む供給管路アセンブリは、それぞ
れの構成要素を取り囲む二枚貝形の複数のアルミニウム加熱ブロックの中に封入される。
これらのアルミニウムブロックはさらに、リザーバの出力から反応室の入口まで温度が増
大する（または少なくとも低下しない）するように供給管路構成要素の温度を制御する温
度センサを含む。ＧａＣｌ3供給源への入口ガスを好ましくは少なくとも１１０℃まで加
熱するため、ガスヒーターが配置される。
【００９９】
　任意選択で、キャリヤガスの入口管路内に、キャリヤガスの水分を５ｐｐｂ以下まで除
去する能力を有する浄化器が置かれ、さらに、このキャリヤガス浄化器の下流にキャリヤ
ガスフィルタが配置される。キャリヤガスヒーターの近くの熱交換面を大きくするため、
任意選択で、正弦曲がり、例えばピグテール１１２を有するように、キャリヤガスの管路
を構成することができる。
【０１００】



(22) JP 5575483 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

　図３Ａおよび３Ｂは、反応室２０１の好ましい一実施形態の斜視図を示す。この反応室
は石英壁を有し、一般に、幅が相対的に大きく高さが相対的に小さい細長い長方形の箱形
構造を有する。室壁を横断方向にまたいでいくつかの石英リッジ（ｒｉｄｇｅ）２０３が
延び、石英リッジ２０３は、特に室が真空下で動作しているときに壁を支持する。サセプ
タの温度よりも大幅に低い温度に室壁を制御することができるように、反応室は、冷却空
気を導くシュラウドによって取り囲まれている。このシュラウドは一般に、反応室を露出
させるためにこれらの図に示されているように開けることができるスーツケース状配置を
有する。これらの図では、シュラウドの長い方の側面２０５および上面２０７が見えてい
る。リアクタ内にはサセプタ２１５（この図面では見ることができない）が配置されてい
る。サセプタは、２つの平行ランプアレイとして配置された石英ランプによって加熱され
る。シュラウドの上面には上側ランプアレイ２０９が見え、下側アレイは反応室の下に隠
れている。入口マニホルドの部分が見えている。
【０１０１】
　図３Ｃは、好ましい特定の反応室３０１の縦断面図を示す。ただし強化リブ２０３は省
略されている。この図には、上石英壁３０３、下石英壁３０５および一方の側石英壁３０
７が示されている。石英フランジ３１３は、反応室の入口端を入口マニホルド構造に対し
て密封し、石英フランジ３０９は、反応室の出口端を出口マニホルド構造に対して密封す
る。ポート３１５は、プロセスガス、キャリヤガスなどの入室に備えたものであり、ポー
ト３１１は、排出ガスの退室に備えたものである。サセプタは一般に半円形の開口３１９
の中に、サセプタの上面が石英シェルフ（ｓｈｅｌｆ）３１７の上面と共面となるように
配置される。これにより、入口マニホルド構造から入室したプロセスガスに実質的になめ
らかな表面が提示され、その結果、プロセスガスは、乱流となることなく、またはサセプ
タの下にそれることなくサセプタの上面を横切って流れることができる。円筒形の石英管
３２１は、その上でサセプタを回転させることができるサセプタ支持シャフトのための管
である。有利には、サセプタの下の容積をパージして、プロセスガスが集積しうるデッド
ゾーンを防ぐため、この管を通してキャリヤガスを噴射することができる。特に、加熱さ
れたサセプタの下のＧａＣｌ3の集積が制限される。
【０１０２】
　入口マニホルド構造は、ポート３１５とスリット状ポート３２９の両方を通してプロセ
スガスを供給する。ガスは最初に石英管３２３を通ってポート３２９に到達する。この管
は、平たいファネル３２５内へ開いており、平たいファネル３２５は、ガスが横断方向（
反応室内のプロセスガスの流れに対して直角の方向）に広がることを可能にする。このフ
ァネルは、シェルフ３１７の横断方向に配置されたスロットを通して反応室のベース内へ
開く。
【０１０３】
　図６を参照すると、ファネルには、炭化シリコンのビーズ（ｂｅａｄｓ）６０７がぎっ
しりと充填され、平たいファネルの最上部に置かれた炭化シリコンインサート３２７が、
ファネル３２５から反応室内へＧａＣｌ3が入るためのスリット状ポート３２９を形成す
る。ファネルの両側に、２つのＩＲスポットランプ６０１およびその反射光学部品が配置
される。ＳｉＣビーズを約８００℃に維持するスポットランプ電力の閉ループ制御を可能
にするため、熱電対６０５を含む石英シース（ｓｈｅａｔｈ）６０３が、石英管３２３の
下部から、ＳｉＣビーズの真中のファネルの高さのほぼ中央まで挿入される。ポート３２
９を通してＧａＣｌ3が導入され、ポート３１５を通してＮＨ3が導入されることが好まし
い。あるいは、ポート３１５を通してＧａＣｌ3を導入し、ポート３２９を通してＮＨ3を
導入することもできる。あるいは、イオンまたはラジカルの生成によってＮＨ3を活性化
させることができるように、当技術分野で知られているように管３２３の下部にＲＦ場を
発生させてもよい。あるいは、ＮＨ3の一部または全部をＮ2に置き換え、それを同様にＲ
Ｆ場によって活性化することもできる。スリットポート３２９とサセプタの縁の間にＳｉ
Ｃ延長プレート３３５が配置されている。スリット状ポート３２９とサセプタの間の気相
中で二量体が再形成されないことを保証するため、このＳｉＣ延長プレートは主加熱ラン
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プによって加熱される。ＳｉＣ延長プレートの温度は７００℃超でなければならず、８０
０℃超であることが好ましい。
【０１０４】
　図４は、反応室アセンブリ４０３に対合されたウェハ移送室４０１アセンブリを含む好
ましい特定の反応室／移送室アセンブリの斜切断図を示す。図２および３において以前に
識別された構造はこの図でも同じ参照符号で識別される。例示的な移送室４０１は、シス
テム外から反応室内へ、および反応室から再びシステム外へ基板を移送するためのロボッ
トアーム、ベルヌーイワンドおよび他の手段（図示せず）を収容する。本発明では他の設
計の移送室を使用することができる。
【０１０５】
　反応室アセンブリは、シュラウド４０５内に取り付けられた反応室３０１を含む。この
図には、シュラウドの下壁４０７および向こう側の壁２０５の部分が示されている。シュ
ラウドは、制御された壁温を維持するために反応室に沿って冷却空気を導く役目を果たす
。下壁３０５、側壁３０７、出口マニホルド側フランジ３０９、シェルフ３１７、サセプ
タ２１５、ならびにサセプタ支持体および任意選択のパージガス流のための円筒管３２１
を含むいくつかの反応室構造はすでに説明した。サセプタは、サセプタに横方向の安定性
を提供する丸みを帯びたプレート４０９の円形の開口３１９の中で回転し、シェルフ３１
７、ＳｉＣ延長プレート３３５およびスリット状ポート３２９と共面をなす。これらの構
成要素が平坦であることは、ガス入口からサセプタへのなめらかなガスの流れを保証する
。出口マニホルド構造は、指示された方向に反応室から排気管路４１９内へ排出ガスを導
くプレナム（ｐｌｅｎｕｍ）４０７を含む。出口マニホルドと反応室のフランジ３０９は
、例えば耐熱性および塩素抵抗性の材料でできたガスケットまたはＯリング（図示せず）
によって互いに密封される。
【０１０６】
　入口マニホルド構造（本明細書ではこの用語が使用される）は破線の枠４１１の中に示
されている。後述するプレナム２１１は、耐熱性および塩素抵抗性の材料でできたガスケ
ットまたはＯリング（図示せず）などによって、反応室の前フランジに対して密封される
。移送室と反応室の間の仕切弁４１３が時計回りに（下方へ）回転して、２つの室間の通
路を開き、反時計回りに（上方へ）に回転して、２つの室間の通路を閉じ、密封する。仕
切弁は、例えばガスケットまたはＯリングによってフェースプレート（ｆａｃｅ　ｐｌａ
ｔｅ）４１５に対して密封することができる。Ｏリングの好ましい材料は、他のＯリング
に関して上で述べた材料と同じ材料である。仕切弁はさらに、後述するガス入室用のポー
トを提供することが好ましい。下ガス入口の構造は、以前に説明したとおり、連通石英管
３２３、平たいファネル３２５およびスリット状ポート３２９を含む。
【０１０７】
　図５は、好ましい特定の入口マニホルド構造および反応室アセンブリ内におけるそれら
の配置の詳細を示す。図２および３において以前に識別された構造はこの図でも同じ参照
符号で識別される。最初に、周囲の反応室アセンブリを考えると、シュラウド４０５と反
応室３０１とを含む反応室アセンブリ４０３が左側にあり、移送室構造４０１が右側にあ
る。反応室の内側には、サセプタ２１５およびサセプタ安定化プレート４０９がある。反
応室の石英フランジ３１３は、シュラウド４０５の延長部分５０１によって、プレナム構
造２１１に対して押し付けられる。反応室フランジとプレナム構造はＯリングガスケット
５０３によって密封され、断面図では、Ｏリングガスケット５０３がポート３１５の両側
に見えている。
【０１０８】
　次に、ＧａＣｌ3（であることが好ましいが、任意選択で、その代わりにＮＨ3）のスリ
ット状ポート３２９を通って延びる入口構造を考える。この入口構造は、石英管３２３と
、反応室の下壁のかなりの部分にわたって開くように縦につぶされ横に拡がったファネル
３２５とからなる。ＩＲ吸収性多孔質材料の小さなビーズまたは小さな管、あるいは任意
の形態のＩＲ吸収性多孔質材料がファネル３２５を埋めている。ファネルの上部開口にイ
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ンサート３２７がぴったりとはまり、インサート３２７は、サセプタの方に傾斜したスリ
ット状ポート３２９を含み、サセプタとスリット状ポートの間の空間を延長プレート３３
５が覆う。動作時、ＧａＣｌ3（および任意選択のキャリヤガス）は供給管内を上方へ移
動し、ファネルの中で横方向に広がり、スリットによって反応室内へ、次いでサセプタに
向かって導かれる。これにより、ＧａＣｌ3は、反応室の全幅にわたって実質的に均一な
層流として、ポート３２９からサセプタ２１５に向かって移動する。
【０１０９】
　次に、ポート３１５を通って延びる入口構造を考えると、この入口構造は、プレナム構
造２１１、フェースプレート４１５および仕切弁４１３を含む。ＮＨ3（であることが好
ましいが、任意選択で、その代わりにＧａＣｌ3）蒸気が、供給管路５１７を通してプレ
ナム構造に導入され、いくつかの垂直管５１９を通って反応室に向かって下降する。ＮＨ

3蒸気は次いで垂直管を出、または任意選択で、それぞれの垂直管が一群の分散ポートに
配管された分散ポートを通り、プレナムのリップ（ｌｉｐ）５１１を迂回して進む。これ
により、ＮＨ3蒸気は、反応室の全幅にわたって実質的に均一な層流として、サセプタに
向かって移動する。垂直管の中を流れる流れはそれぞれ、別個の弁機構５０９によって制
御され、弁機構５０９はすべてが外部から調整可能である２１３。プレナムはさらに、温
度制御流体、例えばＧＡＬＤＥＮ（商標）流体を導くための管を含み、この温度制御流体
は、ＮＨ3が通るプレナム構造が前述の温度範囲内に維持され、Ｏリング５０３に隣接し
たプレナム構造が、Ｏリングに使用されたシール材料の機能範囲内に維持されるように制
御された温度を有する。前にも述べたとおり、Ｏリングの好ましい材料は、他のＯリング
に関して上で述べた材料と同じ材料である。Ｏリング５０３に隣接して温度制御管５０５
が見えている（ポート３１５の下側の対応する管も見えている）。一般的な動作では、こ
の管が、Ｏリングがその機能範囲内に留まるようにＯリングを冷却する役目を果たす。
【０１１０】
　有利には、仕切弁４１３が、反応室と移送室とを分離する役目を果たす他に、いくつか
のガス入口ポート５１５を含む。仕切弁４１３は、移送室と反応室の間でポート３１５を
通してウェハおよび基板への制御されたアクセスを提供するように開閉される。図示の仕
切弁４１３は、Ｏリング５０７によって仕切弁４１３がフェースプレート４１５に対して
密封された閉位置にある。好ましい実施形態では、ガス入口ポート５１５が、パージガス
、例えばＮ2を噴射するために使用される。ガス入口ポート５１５の間隔は、この図では
、仕切弁（および反応室）の縁部分の近くでより密、仕切弁（および反応室）の中心部分
でより粗であるが、ガス入口ポート５１５のサイズおよび間隔は、プロセスガスがサセプ
タを越えて流れるときのプロセスガスの組成および速度の均一性を向上させるように、ま
た、ＧａＣｌ3ガスがサセプタの下に流れることを防いで、その位置でのＧａＮの望まし
くない堆積を防ぐために、室の側壁に沿ってパージガスのカーテンを構築するように設計
される。
【０１１１】
　一般に、高品質エピタキシャル層を堆積させるため、入口マニホルド構造とポート構造
は協力して、実質的に層流（したがって非乱流）であり、速度および組成が実質的に均一
なプロセスガスの流れを提供する。この実質的に層状で均一な流れは、サセプタまで、さ
らにサセプタを越えて縦方向に、かつ反応室を横切って（または少なくともサセプタの表
面を横切って）横断方向に広がらなければならない。好ましくは、反応室内のプロセスガ
ス流の速度および組成が室を横切って、少なくとも５％まで、より好ましくは２％または
１％まで均一である。組成が均一であるとは、ＩＩＩ／Ｖ比（すなわちＧａＣｌ3／ＮＨ3

比）が均一であることを意味する。これは、最初に、反応室を流れるプロセスガスの流れ
がすでにほぼ均一であるようにプロセスガス入口ポートを設計し、次に、このほぼ均一な
流れがますます均一になるようにキャリヤガスの選択噴射を設計することによって達成さ
れる。サセプタから下流の流れの制御はあまり重要ではない。
【０１１２】
　この好ましい特定の実施形態のガス流動力学の数値モデル化によって、実質的に均一な
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流れが生成される好ましい１つのプロセスガス入口ポート構成を決定した。意図された持
続的高スループット動作に必要な選択されたＧａＮ堆積条件および速度に従って、総プロ
セスガス流量の指針が確立される。次に、これらの全体的な流れ指針の範囲内で、反応室
内へのモデル化されたＧａＣｌ3流が反応室全体にわたって実質的に均一になるように、
インサート３２７およびスリット３２９を設計した。さらに、意図されたＧａＣｌ3流の
モデル化は、ＮＨ3蒸気がリップ５１１を迂回して反応室内に出現した後、この流れはさ
らに反応室を横切って実質的に均一になることを指示した。さらに、動作中に生じる可能
性がある不均一性を改善するように、弁５０９を制御することができる。
【０１１３】
　さらに、数値モデル化の誘導により、１次プロセスガス流の均一性を増大させるために
、２次キャリヤガス入口が追加された。例えば、この好ましい特定の実施形態では、仕切
弁４１３を通してパージガスを供給すると、仕切弁４１３の面とリップ５１１の間（すな
わちフェースプレート４１５によって囲まれた領域）に高濃度のＧａＣｌ3蒸気が集積す
ることを防ぐことにより、改良が得られることが分かった。さらに、反応室の縁により大
きなキャリヤガス流が流れ、中心により小さいパージガス流が流れるように入口を配置す
ると、サセプタ位置における流れの組成および速度の均一性が向上し、サセプタの表面の
上方に反応性ガスがより良好に維持されることが分かった。
【０１１４】
　（実施例）
　次に、本発明に基づくＩＩＩ－Ｖ族材料のＨＶＭを実行したときに得られる利点および
意外な利益を示すため、本発明を、標準または従来のＨＶＰＥシステムと比較する。この
比較を記載する前に、導入として、従来のＨＶＰＥシステムの関連部分を簡単に説明する
。
【０１１５】
　従来のＨＶＰＥシステムは、通常は石英から製造されるホットウォール管状炉からなる
。ＩＩＩ族前駆体は、液体状態のＩＩＩ族金属を保持したボートの上にＨＣｌを流すこと
によって、リアクタ内においてｉｎ　ｓｉｔｕで形成される。Ｖ族前駆体は、外部貯蔵容
器、例えば高圧ボンベから供給される。従来のＨＶＰＥは、ヒ化物、リン化物および窒化
物半導体を成長させるために使用されている。ＧａＮの成長に関しては、ＩＩＩ族供給源
が一般に、石英ボート内の溶融したＧａ（ＨＣｌがこれと反応してＧａＣｌを形成する）
であり、Ｖ族供給源は通常、アンモニアガスである。
【０１１６】
　より詳細には、この石英管を垂直または水平方向に向けることができる。周囲の炉は通
常、抵抗型であり、少なくとも２つの温度ゾーン、すなわちＩＩＩ族金属をその融点より
も高い温度に維持するためのゾーンと、基板／ウェハを、エピタキシャル成長のために十
分に高い温度に維持するためのゾーンとを有する。液体ＩＩＩ族金属を入れるボート、基
板／ウェハホルダおよびガス入口を含むＩＩＩ族金属供給源装置が石英管状炉の一端に配
置され、他端は、反応副生物を排出する役目を果たす。この装置は全体（または少なくと
も管状炉に入る部分）が石英から製造されなければならず、ステンレス鋼を使用すること
はできない。大部分のリアクタは大気圧で一度にウェハを１枚だけ処理する。均一な堆積
を達成するために、複数のウェハは、すべてのウェハの表面がガス流と一直線に並ぶよう
にリアクタ内に配置されなければならない。
【０１１７】
　ウェハは、最初にウェハを基板支持体上に置き、次いでこの基板支持体を石英管状炉内
の高温ゾーンに配置することによりロードされる。ウェハは、炉から支持体を取り出し、
次いで支持体からウェハを取り上げることによりアンロードされる。基板支持体を配置す
る機構、例えばプッシュ／プルロッドも石英から製造されなければならない。それらも完
全な成長温度にさらされるからである。ウェハおよび／または基板支持体の熱損傷、例え
ば亀裂を防ぐため、支持されたウェハ、基板支持体および配置機構は、通常高温のリアク
タ管内に慎重に配置されなければならない。さらに、ウェハのロードおよびアンロード中
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にリアクタ管自体が空気にさらされる可能性もある。
【０１１８】
　このような従来のＨＶＰＥリアクタは、いくつかの理由から、本発明のＨＶＭ法および
システムでは可能な持続的な大量製造の能力を持たない。１つの理由は、本発明のリアク
タはかなり低いサーマルマスを有することができるため、本発明のリアクタが、従来のＨ
ＶＰＥリアクタが必要とするよりも短い非生産的な加熱および冷却時間を必要とすること
である。本発明のリアクタでは、サセプタ（基板／ウェハ支持体）だけを加熱すればよく
、サセプタは、急速に機能するＩＲランプによって加熱される。したがって加熱および冷
却を迅速におこなうことができる。しかしながら、従来のＨＶＰＥリアクタでは、抵抗炉
が、数時間から数十時間の長時間の加熱時間および（特に）冷却時間を必要とすることが
ある。このような長い加熱および冷却時間の間、このシステムはアイドル状態にあり、ウ
ェハ生産、リアクタ洗浄、システム保守などは遅延されなければならない。さらに、熱損
傷の危険があるにもかかわらず、ウェハは通常、さらなる加熱および冷却の遅延を回避す
るために、リアクタの温度が動作温度に近いときにリアクタ内に置かれ、リアクタから取
り出される。これらの理由から、本発明のシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステ
ムが達成できるよりも高いスループットを達成することができる。
【０１１９】
　従来のＨＶＰＥシステムのスループットを制限する他の理由は、このようなシステムが
、本発明のリアクタが必要とするよりもかなり多くのリアクタ洗浄を必要とすることであ
る。従来のＨＶＰＥリアクタのすべての内部構成要素は、外部抵抗炉によって加熱される
ため、ＩＩＩ－Ｖ族材料は、成長させたい基板の表面だけでなく、リアクタの内側の至る
所で成長しうる。このような望ましくない堆積物はしばしば洗浄によってリアクタから除
かなければならず、さもないと、堆積物が、ウェハを汚染するダストおよびフレークを形
成することがある。洗浄にかかる時間の間、リアクタは生産をおこなわない。
【０１２０】
　さらに、ＩＩＩ族前駆体は非効率に使用され、その大部分はリアクタの内部に堆積し、
堆積させたい基板ウェハ上にはわずかしか堆積せず、再使用のためにＩＩＩ族前駆体をリ
サイクルすることができるリアクタ排気中にはほとんどまたはまったく現れない。Ｖ族前
駆体も非効率に使用され、余剰分は使用されなかったＨＣｌと反応して、塩化物（例えば
ＮＨ4Ｃｌ）を形成することがあり、形成された塩化物は反応ゾーンの下流の低温エリア
に堆積することがある。このような塩化物の堆積物もリアクタから洗浄によって除去しな
ければならない。
【０１２１】
　対照的に、本発明のリアクタは、温度制御された壁を有し、その結果、ＩＩＩ－Ｖ族材
料の望ましくない成長はほとんどまたはまったく起こらない。本発明のリアクタは、非生
産的な洗浄および保守をより短時間にすることができ、またはそれらをそれほど頻繁に実
施する必要がなく、またはその両方であるため、より生産的であることができる。これら
の理由からも、本発明のシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステムが達成できるよ
りも高いスループットを達成することができる。
【０１２２】
　従来のＨＶＰＥシステムのスループットを制限する他の理由は、従来のＨＶＰＥシステ
ムの従来の内部Ｇａ供給源では、（Ｇａ前駆体ＧａＣｌ3が再充填される）本発明の外部
Ｇａ供給源よりもかなり頻繁に、（液体Ｇａまたは他のＩＩＩ族金属の）再充填を実施す
る必要があることである。本発明の外部供給源は、流量と組成の両方を制御することがで
きるＧａ前駆体流を、最大約２００ｇ／時以上の最大流量で持続的に送達する。外部供給
源の容量はリアクタの形状によって制限されないため、外部供給源の容量を、数日または
数週間にも及ぶ持続的生産に対しても十分なものにすることができる。例えば、外部供給
源は、数十キログラム、例えば約６０ｋｇものＧａを収容することができ、本質的に無制
限の持続的生産のため、複数の供給源を順次動作させることができる。
【０１２３】
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　従来のＨＶＰＥシステムでは、Ｇａ供給源が厳密に制限された容量を有する。供給源は
リアクタ内に収まらなければならず、リアクタよりも大きくすることはできないため、従
来の供給源の上限はＧａで５ｋｇ未満であると考えられる。例えば、Ｇａを３ｋｇ収容す
るためには、約７×７×２０ｃｍのボートに深さ４ｃｍまで液体Ｇａを満たす必要がある
。これまでのところ、このような大きなＧａボートの開示は従来技術には見当たらない。
また、リアクタ内のＧａ供給源ボートの中の液体Ｇａの上にＨＣｌを流すことによってＧ
ａ前駆体（ＧａＣｌ）がｉｎ　ｓｉｔｕで形成されるため、供給源の流量および組成をう
まく制御することができない。この反応の効率は、リアクタの形状および正確なプロセス
条件、例えば供給源ゾーンの温度に依存し、６０％から９０％超までの様々な効率値が報
告されている。さらに、Ｇａのレベルが低下するにつれ、またＧａ供給源が古くなるにつ
れ、一定のプロセス条件であっても、堆積ゾーンへのＧａＣｌ流束は変化しうる。これら
の理由からも、本発明のシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステムが達成できるよ
りも高いスループットを達成することができる。
【０１２４】
　従来のＨＶＰＥシステムのスループットを制限する他の理由は、これまでのところ、従
来のＨＶＰＥシステムの構造は標準化されておらず、実際、このようなシステムがしばし
ば特定のユーザのために個々に設計され、製造されることである。標準化されていないこ
とは例えば、長時間の複雑な保守につながる。従来のＨＶＰＥシステムはしばしば、扱い
が難しい複雑でもろい石英構成要素を含むため、そのようなリアクタは、分解および再組
立てに時間がかかる。特にＩＩＩ族供給源ゾーンは、ＨＣｌのための別個の石英入口と、
このＨＣｌ入口に隣接して配置された石英ボートと、Ｖ族前駆体のための別個の石英入口
（これはＩＩＩ族前駆体から分離して保持されなければならない）と、キャリヤガスのた
めの可能な追加の石英入口とを含むため複雑である。対照的に、本発明のシステムおよび
方法は、効率的な動作および保守のために最適化され、市販の構成要素を含むＳｉ処理用
の、試験され、標準化された知られている設計を広範囲に適合させたものである。例えば
、この好ましい特定の実施形態は、仕切弁と、部分的に金属製のＩＩＩ族前駆体プレナム
および入口ポートとを有するＩＩＩ族供給源ゾーンを含む。仕切弁は開閉に短い時間しか
かからず、ＩＩＩ族前駆体プレナムおよび入口ポートはかなり頑丈である。これらの理由
からも、本発明のシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステムが達成できるよりも高
いスループットを達成することができる。
【０１２５】
　従来のＨＶＰＥシステムから本発明のシステムを区別するこれらの定性的設計選択は、
エピタキシャル成長効率、リアクタ利用率およびウェハ生産速度、ならびに前駆体利用効
率の驚くべき定量的利益につながる。以下、これらの驚くべき定量的利益を表１、２およ
び３のデータを使用して概説する。これらの表は、直径１００ｍｍの１枚の基板を取り扱
うように設計され、直径約２０ｃｍ、長さ約２００ｃｍのリアクタ管を含む従来のＨＶＰ
Ｅシステムを、本発明の対応するシステムと比較したものである。
【０１２６】
　最初に、達成可能なエピタキシャル成長効率を考えると、表１のデータは、本発明のＨ
ＶＭシステムが従来のＨＶＰＥシステムよりもかなり効率的でありえることを実証する。
【０１２７】
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【表１】

【０１２８】
　エピタキシャル成長効率は、実際のエピタキシャル成長時間と、実際のエピタキシャル
成長時間にリアクタロード／アンロード時間を加えた時間との比によって表すことができ
る。本発明のＨＶＭシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステムよりもかなり速くロ
ード／アンロードすることができ、したがってより高いエピタキシャル成長効率を達成す
ることができることが分かる。実際の動作では、本発明の外部Ｇａ供給源が、従来システ
ムで可能であるよりもかなり長い持続的動作を可能にすることも予想される。
【０１２９】
　従来のＨＶＰＥシステムでは、ランとランの間、リアクタが堆積温度に近い温度に維持
されるため、基板を、熱損傷を防ぐ十分に遅い速度でリアクタからプルし、またはリアク
タにプッシュしなければならない。リアクタ入口から基板ホルダまでの距離が約８０ｃｍ
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であり、熱損傷を防ぐためプル速度が２ｃｍ／分以下であると仮定すると、リアクタから
基板をプルするのにも、基板をリアクタにプッシュするのにも約４０分かかる。さらに、
基板およびウェハがリアクタ内に配置された後、熱安定化、リアクタのパージおよびプロ
セスガスのセットアップのために最大１０分が必要となることがある。（ロードロックを
使用した場合には、パージとガスセットアップにそれぞれ５分かかり、ロードロックを使
用しない場合には、セットアップはずっと長くなるであろう。）したがって、総ロード／
アンロード時間は約９０分、連続生産では５２分である（この場合、連続する２つのラン
間である時間が等しく共有されることになる）。
【０１３０】
　対照的に、本発明のＨＶＭシステムでは、ウェハを、より低温で、熱損傷の危険なしに
、迅速にロード／アンロードすることができ、したがって長いウェハ配置時間が排除され
る。その低いサーマルマスおよびＩＲランプ加熱により、本発明のＨＶＭシステムおよび
方法において使用されるリアクタ（特にこのようなリアクタ内のサセプタおよびウェハ）
を、より高い堆積温度とより低いロード／アンロード温度の間で迅速に循環させることが
できる。したがって、本発明のＨＶＭシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥリアクタで
可能なロード／アンロード時間よりもかなり短いロード／アンロード時間を達成する。
【０１３１】
　ロードされた後、従来のＨＶＰＥシステムで使用されるＧａ前駆体供給源が、前駆体の
十分な質量流量を維持することができると仮定すると、従来システムの実際のエピタキシ
ャル成長時間と本発明のシステムの実際のエピタキシャル成長時間とはほぼ同じ大きさで
ある。しかしながら、本発明のＨＶＭシステムおよび方法で使用されるＧａ前駆体供給源
は、従来のＨＶＰＥシステムで使用されるＧａ前駆体供給源に優るかなりの利点を有し、
その結果、実際の動作では、本発明のシステムおよび方法が、表１に示された効率よりも
はるかに大きな相対的エピタキシャル成長効率を達成すると予想される。
【０１３２】
　例えば、たとえ最初のうちは十分な質量流量を達成できるとしても、従来のＧａ供給源
が十分な質量流量を長期間持続することができるとは思えない。従来のＨＶＰＥシステム
は、液体状態の金属ガリウムの上にＨＣｌガスを流すことによって、Ｇａ前駆体をｉｎ　
ｓｉｔｕで生成し、リアクタに供給する。このプロセスの効率は、リアクタの形状および
プロセス条件に強く依存する（例えばＧａ温度により約６０％から約９０％超）ため、Ｇ
ａ前駆体（ＧａＣｌ）の実際の質量流量も変化する。さらに、Ｇａのレベルが低下し、Ｇ
ａ供給源が古くなるにつれ、一定のプロセス条件（例えば一定の温度および投入ＨＣｌ流
束）であっても、Ｇａ前駆体の流束は変化しうる。さらに、従来のＧａ供給源（具体的に
は液体Ｇａボート）はリアクタ内になければならず、したがってＧａ供給源の容量はリア
クタの形状によって制限される。従来のＨＶＰＥシステムにおいて合理的に可能であると
考えられる（さらに従来技術において開示されていないと考えられる）最も大きなボート
は約３から５ｋｇしか保持することができず、サイズは約７×７×２０ｃｍであり、液体
Ｇａが深さ４ｃｍまで満たされるであろう。
【０１３３】
　対照的に、本発明のＨＶＭシステムおよび方法は、長時間持続しうる（３００μｍ／時
間を超える成長速度を維持するのに十分な）最高２００ｇＧａ／時以上の一定で変化しな
いＧａ前駆体流を供給することができる外部Ｇａ供給源を使用する。第１に、この供給源
は、エピタキシャル成長中であってもＧａの質量流束を測定、制御することができるよう
な方式で、ＧａＣｌ3蒸気を供給することができる。第２に、前駆体を数十キログラム保
持するリザーバからＧａ前駆体が給されるため、この外部Ｇａ供給源は、中断なく持続的
に動作する能力を有する。さらに、事実上無制限の動作のため、複数のリザーバを順次動
作させることができる。
【０１３４】
　まとめると、相対的なエピタキシャル成長効率は、ウェハがリアクタ内にある時間のう
ち成長が実際に起こっている時間の割合によって定義されるリアクタ利用率（Ｒ．Ｕ．：
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ｒｅａｃｔｏｒ　ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ）によって概観することができる。本発明のＨ
ＶＭシステムおよび方法は約９５％以上のＲ．Ｕ．を達成し、従来のＨＶＰＥシステムは
約６５％のＲ．Ｕ．しか達成することができないことが分かる。また、実際の動作では、
本発明のＨＶＭシステムおよび方法が、よりいっそう大きな相対的エピタキシャル成長効
率を達成すると予想される。
【０１３５】
　次に、達成可能なリアクタ利用率およびウェハ生産速度を考えると、表２のデータは、
本発明のＨＶＭシステムが従来のＨＶＰＥシステムよりも効率的でありえることを実証す
る。
【０１３６】
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【表２】

【０１３７】
　洗浄および予防保守のためにリアクタは定期的に生産から外されなければならない。本
発明のＨＶＭシステムおよび方法は、迅速に洗浄し保守することができるため、本発明の
ＨＶＭシステムおよび方法は、従来のＨＶＰＥシステムが達成することができるよりも高
いリアクタ利用率およびウェハ生産速度を達成することができる。
【０１３８】
　動作中に、リアクタ内の望んでいない位置、例えばリアクタ壁および他のリアクタ内部
構成要素の表面で材料が成長し、これらの材料の過度の成長が問題、例えばウェハの汚染
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を引き起こすことがある。これらの望んでいない材料を除去するために洗浄が必要であり
、洗浄は、リアクタを分解することなくｉｎ　ｓｉｔｕで、またはリアクタを分解した後
にｅｘ　ｓｉｔｕで実行することができる。ｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄はしばしば、望んでいな
い堆積物をＨＣｌでエッチングすることによって実行される。何回かのｉｎ　ｓｉｔｕエ
ッチングまたは洗浄の後には、より徹底的なｅｘ　ｓｉｔｕ洗浄が有利である。
【０１３９】
　本発明のＨＶＭシステムは、従来のＨＶＰＥシステムよりもかなり短いｉｎ　ｓｉｔｕ
洗浄時間を必要とする。本発明のリアクタは、制御されたより低い温度の壁を有し、その
結果、ウェハ生産中に壁の表面には材料がほとんど堆積しない。対照的に、従来のＨＶＰ
Ｅリアクタはより高い堆積温度で動作し、その結果、リアクタ壁およびリアクタの内部部
品の表面に、ウェハおよび基板の表面に成長するのと同じ量の材料が成長する。表２は、
リアクタ壁およびリアクタ内部部品の表面に不必要な１．５ｍｍ以下のＧａＮが堆積する
ことが許容されると仮定したシナリオを示す。
【０１４０】
　従来のＨＶＰＥシステムでは、５回のランごとにｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄が必要であり、そ
の５回のランの間に、リアクタ内部に不必要な１．５　ｍｍのＧａＮが成長した（ラン当
たり３００ｕｍ）。対照的に、本発明のリアクタのｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄がやはり５回のラ
ンごとに実行される場合には、公称量のＧａＮ（例えば、従来のＨＶＰＥシステムで成長
した量の２０％以下）しかリアクタ内部に成長しない。（実際、本発明のＨＶＭシステム
のｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄は１５ランごとに１回まで合理的に遅らせることができる。）した
がって、従来のＨＶＰＥリアクタのｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄時間は、本発明のＨＶＭリアクタ
のｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄時間よりも少なくとも５倍（最大１５倍）長い。
【０１４１】
　さらに、本発明のＨＶＭシステムは、従来のＨＶＰＥシステムよりもかなり短いｅｘ　
ｓｉｔｕ洗浄時間を必要とする。第１に、これらのＨＶＭシステムは、それぞれｅｘ　ｓ
ｉｔｕ洗浄の前および後に置かれなければならないかなり短い冷却／加熱時間を有する。
さらに、本発明のＨＶＭシステムおよび方法は、Ｓｉ処理に関してすでに知られている市
販の設計および構成要素を含むため、ＨＶＭシステムの分解／洗浄／再組立て時間は、Ｓ
ｉ処理システムに関して知られている短い時間と同様である。Ｓｉ処理システムから組み
込まれる設計および構成要素には、迅速に動作するリアクタ仕切弁、カセットツーカセッ
トローディングによる完全に自動化されたウェハハンドリング、ホットロード／アンロー
ドを実行する能力、別個の冷却段、ｉｎ　ｓｉｔｕ成長速度監視、および環境空気へのリ
アクタの曝露を防ぐロードロックが含まれる。
【０１４２】
　すでに論じたとおり、従来のＨＶＰＥシステムで使用されるＧａ前駆体供給源、すなわ
ちＧａボートは、その限られた容量のため、一定の前駆体流を維持するために、定期的に
再充填されなければならない。洗浄中に実行することができるこの前駆体再充填は、これ
らの従来のシステムの洗浄時間をさらに長くする。対照的に、本発明のＨＶＭシステムお
よび方法の外部Ｇａ供給源は、長期間の中断をほとんどまたはまったく生じることなく動
作することができる。
【０１４３】
　まとめると、リアクタ保守時間は、別のＲ．Ｕ．およびウェハ生産速度によって概観す
ることができる。この第２のＲ．Ｕ．は、ウェハがリアクタ内にある時間と、ウェハがリ
アクタ内にある時間に洗浄／保守時間を加えた時間との比を表す。本発明のＨＶＭシステ
ムおよび方法は約７５％以上のＲ．Ｕ．を達成し、従来のＨＶＰＥシステムは約６０％以
下のＲ．Ｕ．しか達成することができないことが分かる。
【０１４４】
　相対的なシステム効率はウェハ生産速度によって表すことができ、ウェハ生産速度は、
生産されたウェハの数をこれらのウェハを生産するのにかかった総時間で割ることによっ
て得ることができる。ウェハ生産ラン、ｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄およびｅｘ　ｓｉｔｕ洗浄、
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速度からなる１回の完全サイクルは、（表１および２の仮定によれば）１５回のランを含
むため、ウェハ生産速度は、１５枚のウェハを生産するのにかかった総時間（ロード／ア
ンロード時間、ｉｎ　ｓｉｔｕ洗浄時間、ｅｘ　ｓｉｔｕ洗浄時間、保守時間および供給
源再充填時間を含む）で１５を割ることによって決定される。１５枚のウェハ（ラン）を
生産するのに本発明のＨＶＭシステムおよび方法が必要とする総時間は、従来のＨＶＰＥ
システムが必要とする総時間よりもかなり短いことが分かる。したがって、本発明のシス
テムおよび方法は、従来技術に比べて約２倍のスループット改良を達成する。上で論じた
とおり、実際の動作中にはより大きなスループットの向上が予想される。
【０１４５】
　最後に、相対的な前駆体効率を考えると、本発明のＨＶＭシステムおよび方法は、前駆
体、特にＧａ前駆体を、従来のＨＶＰＥシステムよりも効率的に利用する。これは表３の
データによって例示される。
【０１４６】
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【表３】

【０１４７】
　Ｇａの利用率は、表３において、最初に１５ｃｍウェハに適した従来のＨＶＰＥシステ
ムが、アンモニアを約１４ｓｌｐｍ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｉｔｅｒｓ　ｐｅｒ　ｍｉｎ
ｕｔｅ）を使用すると予想することができると考えることにより決定される。Ｖ／ＩＩＩ
比を３０、Ｇａ前駆体のＧａＮへの変換を９５％と仮定すると、従来のシステムは、Ｇａ
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を約１．８ｇ／分使用すると予想することができる。ＧａＮを２００ｕｍ／時で３００ｕ
ｍ成長させるのに十分な９０分のランはしたがって、Ｇａを約１５１ｇ必要とする。１５
ｃｍウェハ上の３００ｕｍ層にはＧａが約３１ｇあるため、従来のＨＶＰＥリアクタのＧ
ａ効率は約２１％（＝３１／１５１）である。残りの１２０ｇ（＝１５１－３１）の大部
分はリアクタの内側に堆積するため、リサイクルおよび再使用にはほとんど使用できない
。リアクタから排出されたＧａをリサイクルおよび再使用しても、従来のＨＶＰＥリアク
タのＧａ効率は約２５％でしかないと予想される。
【０１４８】
　対照的に、ＨＶＭシステムおよび方法は、より低いアンモニア流（例えば１０ｓｌｐｍ
）を使用し、したがって、１５ｃｍウェハに対してより低いＧａ流およびより低い総Ｇａ
（例えば１１４ｇ）が必要であると予想することができる。したがって、本発明のＨＶＭ
システムおよび方法は、リサイクルおよび再使用なしで２７％（＝３１／１１４）のＧａ
効率を達成することができ、リアクタから排出されたＧａをリサイクル、再使用すると、
Ｇａ効率はおそらく最大８０％以上に達する。さらに、残りの８３ｇ（＝１１４－３１）
はリアクタの内側にほとんど堆積しないため、この未使用のＧａの大部分はリアクタ排気
中に現れ、リサイクルおよび再使用することができる。排出されたＧａのリサイクルおよ
び再使用によって、本発明のＨＶＭシステムおよび方法のＧａ効率は８０％以上に達する
ことができると予想される。
【０１４９】
　以上に説明した本発明の好ましい実施形態は、本発明の好ましいいくつかの態様を例示
したものであるため、本発明の範囲を限定しない。等価の実施形態はすべて、本発明の範
囲に含まれることが意図される。実際に本明細書に示され記載された変更だけでなく、記
載された要素の有用な代替組合せなど、本発明の様々な変更が、上述の説明から当業者に
は明白である。このような変更も、添付の特許請求の範囲に含まれることが意図される。
上述の説明では、単に分かりやすさと便宜を考えて、見出しおよびキャプション（ｌｅｇ
ｅｎｄ）が使用されている。
【０１５０】
　本明細書に引用されたいくつかの参照文献は、その開示の全体が、あらゆる目的のため
に参照によって本明細書に組み込まれる。また、引用した文献はいずれも、上でどのよう
に評価されているかにかかわらず、本明細書で請求された内容の発明の先行技術とは認め
られない。



(36) JP 5575483 B2 2014.8.20

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図３Ａ】



(37) JP 5575483 B2 2014.8.20

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図４】 【図５】



(38) JP 5575483 B2 2014.8.20

【図６】



(39) JP 5575483 B2 2014.8.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  クリスチャン　ベルクホーフェン
            アメリカ合衆国　８５２３４　アリゾナ州　ギルバート　ノース　ニールソン　レーン　１０７

    審査官  植前　充司

(56)参考文献  特開昭５９－１８８１１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５５－１１７２２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２４６３２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２２３２４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０２５９２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２５２２４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ３０Ｂ　　２９／３８　　　　
              Ｃ２３Ｃ　　１６／４４８　　　
              Ｃ３０Ｂ　　２５／０２　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／２０５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

