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(57)【要約】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるためのシス
テムおよび方法であって、該システムおよび方法は：鋳
型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを
使用して、鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層を成長さ
せる工程と；を含み、ここで、第１のスパッタリングプ
ロセスは：スパッタリングターゲットの温度を制御する
工程と、ガリウムリッチ条件とガリウムリーン条件との
間で調節する工程と、を含み、ここで、ガリウムリッチ
条件は、１より大きい第１の値を有するガリウム対窒素
比を含み、ここで、ガリウムリーン条件は、第１の値よ
りも小さい第２の値を有するガリウム対窒素比を含む。
いくつかの実施形態は、システムへと基板ウェハを装填
し、システムからＧａＮ構造を取り除くように構成され
たロードロックと；複数の堆積チャンバーと；を含み、
ここで、複数の堆積チャンバーは、基板ウェハを含む鋳
型上に少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構
成されたＧａＮ堆積チャンバーを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　表面を有する鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層を成
長させる工程と；
を含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：
　　少なくとも２つの表面状態の下で少なくとも第１のＧａＮ層を成長させる工程であっ
て、ここで、２つの表面状態は、ガリウムリッチ表面状態およびガリウムリーン表面状態
を含み、ここで、ガリウムリッチ表面状態は、１よりも大きい第１の値のガリウム対窒素
比を含み、ここで、ガリウムリーン表面状態は、第１の値未満である第２の値のガリウム
対窒素比を含む、工程と；
　　少なくとも、２つの表面状態のうちの１つ目の下での第１の成長、第１の成長後の２
つの表面状態のうちの２つ目の下での第２の成長、および第２の成長後の２つの表面状態
のうちの１つ目の下での第３の成長のために、２つの表面状態間を交互に繰り返す工程と
；
を含む、方法。
【請求項２】
　２つの表面状態間を交互に繰り返す工程は、第３の成長後の２つの表面状態のうちの２
つ目の下での第４の成長と、第４の成長後の２つの表面状態のうちの１つ目の下での第５
の成長と、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第１のスパッタリングプロセスは、無線周波数（ＲＦ）窒素源を介して窒素を導入する
工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　鋳型を提供する工程は、第２のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で窒化アル
ミニウム（ＡｌＮ）層を成長させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも第１のＧａＮ層上で、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長さ
せる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層を成
長させる工程と；
を含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：
　　ガリウムスパッタリングターゲットを提供する工程であって、ここでガリウムスパッ
タリングターゲットは深さを有する、工程と、
　　およそ１４℃未満である第１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度を
維持する工程と、
を含む、方法。
【請求項９】
　少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
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範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持する工程は、ガリウムスパッタリング
ターゲットの深さにわたって温度勾配をもたらす工程を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　ガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持する工程は、伝熱流体としてアルコー
ルを使用して、固体のガリウムターゲットを流体対流冷却する工程を含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１３】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で第１の窒化アルミニウム（Ａｌ
Ｎ）層を成長させる工程と；
　　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＡｌＮ層上で第１のＧａＮ層を成
長させる工程と；
を含む、方法。
【請求項１４】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある
１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
　第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程と;
をさらに含み、式中、ｘは、包括的に０および１を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
　第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程と；
をさらに含み、式中、ｘは、深さによって変動し、包括的に０および１を含む、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１８】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
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　第２のＧａＮ層上で化合物の１つ以上の層を成長させる工程と；
をさらに含み、ここで、化合物は、窒化インジウム（ＩｎＮ）、窒化ハフニウム（ＨｆＮ
）、窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ガリウム（ＧａＮ
）、および窒化スカンジウム（ＳｃＮ）から成る群から選択される１つ以上の化合物を含
む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　第１のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程をさらに
含み、式中、ｘは、包括的に０および１を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるためのシステムであって、該システムは：
　　システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａＮ構造を取り除くように構成さ
れたロードロックと；
　　複数の堆積チャンバーと；
を含み、ここで、複数の堆積チャンバーは、
　基板ウェハを含む鋳型上で、第１のスパッタリングプロセスによって、少なくとも第１
のＧａＮ層を成長させるように構成された第１のＧａＮ堆積チャンバーを含み、ここで、
第１のＧａＮ堆積チャンバーはガリウムスパッタリングターゲットを含み、ここで、ガリ
ウムスパッタリングターゲットは深さを有し、そしてここで、ＧａＮ堆積チャンバーはさ
らに、およそ１４℃未満である第１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度
を維持するように構成される、システム。
【請求項２２】
　複数の堆積チャンバー間で鋳型を自動的に移動させるように構成されたウェハハンドリ
ング機構をさらに含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　複数の堆積チャンバーは、鋳型を形成するための基板ウェハ上で、第２のスパッタリン
グプロセスによって、ＡｌＮ層を成長させるように構成された窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）堆積チャンバーを含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　複数の堆積チャンバーは、少なくとも第１のＧａＮ層上で成長エピタキシャル金属ミラ
ー（ＧＥＭＭ）を成長させるように構成された、ＧＥＭＭ堆積チャンバーを含む、請求項
２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　アルコール伝熱流体によってガリウムスパッタリングターゲットを冷却するように構成
された流体対流冷却装置をさらに含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２６】
　ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、ガリウムスパッタリングターゲットの深さにわたって
温度勾配を維持するように構成される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２７】
　複数の堆積チャンバーは、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）のチャンバーを含む、請
求項２１に記載のシステム。
【請求項２８】
　ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープ
するように構成される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２９】
　鋳型と；
　鋳型上で成長させられた少なくとも第１の窒化ガリウム（ＧａＮ）層であって、ここで
、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
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範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、層と；
を含む、窒化ガリウム構造。
【請求項３０】
　鋳型は、サファイヤ基板上で成長させられた窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を含む窒化
ガリウム構造であって、該窒化ガリウム構造はさらに、
　　少なくとも第１のＧａＮ層の表面上で成長させられた、成長させられたエピタキシャ
ル金属ミラー（ＧＥＭＭ）であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮ
および窒化ハフニウム（ＨｆＮ）の交互層を含む、成長させられたエピタキシャル金属ミ
ラーと；
　　ＧＥＭＭの表面上で成長させられたｎ型ＧａＮの層と；
　　ｎ型ＧａＮの層上で成長させられたｐ型ＧａＮ／多重量子井戸（ＭＱＷ）の層と；
を含む、請求項２９に記載の窒化ガリウム構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願への相互参照＞
　この出願は、３５ Ｕ．Ｓ．Ｃ． §１１９（ｅ）の下で、２０１６年５月２６日にＲｏ
ｂｂｉｅ Ｊ． Ｊｏｒｇｅｎｓｏｎにより申請され、「Ｌｏｗ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 
Ｇａｌｌｉｕｍ Ｎｉｔｒｉｄｅ ｂｙ Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ／ＰＶ
Ｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ， Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎｄ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ」と題された米国
仮特許出願第６２／３４２，０２６号と、２０１６年９月８日にＲｏｂｂｉｅ Ｊ． Ｊｏ
ｒｇｅｎｓｏｎにより申請され、「ＳＹＳＴＥＭ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ ＦＯＲ ＤＯＰＩ
ＮＧ ＧＡＬＬＩＵＭ ＮＩＴＲＩＤＥ ＤＵＲＩＮＧ ＧＲＯＷＴＨ ＢＹ ＰＨＹＳＩＣＡ
Ｌ ＶＡＰＯＲ ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ ＡＮＤ ＲＥＳＵＬＴＩＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ 
ＡＮＤ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米国仮特許出願第６２／３８５，０８９号と、２０
１６年９月１９日にＲｏｂｂｉｅ Ｊ． Ｊｏｒｇｅｎｓｏｎにより申請され、「ＳＹＳＴ
ＥＭ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ ＦＯＲ ＤＯＰＩＮＧ ＧＡＬＬＩＵＭ ＮＩＴＲＩＤＥ ＤＵ
ＲＩＮＧ ＧＲＯＷＴＨ ＢＹ ＰＨＹＳＩＣＡＬ ＶＡＰＯＲ ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ ＡＮ
Ｄ ＲＥＳＵＬＴＩＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＡＮＤ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米国仮
特許出願第６２／３９６，６４６号と、２０１６年１０月２５日にＲｏｂｂｉｅ Ｊ． Ｊ
ｏｒｇｅｎｓｏｎらにより申請され、「ＧＡＬＬＩＵＭ ＮＩＴＲＩＤＥ ＧＲＯＷＴＨ 
ＢＹ ＳＰＵＴＴＥＲＩＮＧ ＡＮＤ ＲＥＳＵＬＴＩＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＡＮＤ Ｄ
ＥＶＩＣＥＳ」と題された米国仮特許出願第６２／４１２，６９４号と、２０１７年２月
２２日にＲｏｂｂｉｅ Ｊ． Ｊｏｒｇｅｎｓｏｎにより申請され、「ＧＡＬＬＩＵＭ Ｎ
ＩＴＲＩＤＥ ＧＲＯＷＴＨ ＢＹ ＳＰＵＴＴＥＲＩＮＧ ＡＮＤ ＲＥＳＵＬＴＩＮＧ Ｍ
ＡＴＥＲＩＡＬＳ ＡＮＤ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米国仮特許出願第６２／４６２，
１６９号と、の優先権の利益を主張し、各出願はその全体を引用することによって本明細
書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願は、先の出願である：－２０１６年１０月１４日に申請され、「ＳＹＳＴＥＭ 
ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ ＦＯＲ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥＳ ＯＮ ＬＡ
ＴＴＩＣＥ－ＭＡＴＣＨＥＤ ＭＥＴＡＬ ＳＵＢＳＴＲＡＴＥＳ」と題され、そして２０
１７年４月２０日に出願公開米国特許第２０１７／０１１０６２６号として公開された米
国特許出願第１５／２９４，５５８号と；－２０１５年１０月１６日に申請され「ＭＥＴ
ＨＯＤ ＡＮＤ ＨＹＰＥＲ ＥＭＩＳＳＩＯＮ ＧＲＥＥＮ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮ
Ｇ ＤＩＯＤＥ ＯＮ ＬＡＴＴＩＣＥ－ＭＡＴＣＨＥＤ ＭＥＴＡＬ ＳＵＢＳＴＲＡＴＥ
Ｓ ＦＯＲ ＡＤＶＡＮＣＥＤ ＯＰＴＩＣＡＬ ＦＩＢＥＲ ＮＥＴＷＯＲＫＩＮＧ」と題
された米国仮特許出願第６２／２４２，６０４号と；に関連し、それらの出願は、その全
体を引用することによって本明細書に組み込まれる。
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【０００３】
　本出願はまた、先の出願である：－２００６年８月６日に申請され、「ＩＩＩ－ＮＩＴ
ＲＩＤＥ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥＳ ＷＩＴＨ ＯＮＥ ＯＲ ＭＯＲ
Ｅ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ＲＥＦＬＥＣＴＯＲＳ ＡＮＤ ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ ＥＮＧＩ
ＮＥＥＲＥＤ ＧＲＯＷＴＨ ＴＥＭＰＬＡＴＥＳ ＦＯＲ ＳＵＣＨ ＤＥＶＩＣＥＳ， Ａ
ＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ」と題された米国仮特許出願第６０／８３５，９３４号と；－２０
０６年８月７日に申請され、「ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮＧ 
ＤＥＶＩＣＥＳ ＷＩＴＨ ＯＮＥ ＯＲ ＭＯＲＥ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ＲＥＦＬＥＣＴＯ
ＲＳ ＡＮＤ ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ ＥＮＧＩＮＥＥＲＥＤ ＧＲＯＷＴＨ ＴＥＭＰＬＡ
ＴＥＳ ＦＯＲ ＳＵＣＨ ＤＥＶＩＣＥＳ， ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ」と題された米国仮
特許出願第６０／８２１，５８８号と；－２００８年２月２５日に申請され、「ＣＵＲＲ
ＥＮＴ－ＩＮＪＥＣＴＩＮＧ／ＴＵＮＮＥＬＩＮＧ ＬＩＧＨＴ ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥ
ＶＩＣＥ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ」と題された米国仮特許出願第６１／０６６，９６０号と
；－２０１２年３月１４日に申請され、「ＭＥＴＡＬＬＯ－ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ
 ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ ＦＯＲ ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米
国仮特許出願第６１／６１０，９４３号と；－２０１２年４月１３日に申請され、「ＳＴ
ＲＵＣＴＵＲＥＳ ＦＯＲ ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米国仮
特許出願第６１／６２３，８８５号と；－２０１２年６月４日に申請され、「ＭＥＴＡＬ
－ＢＡＳＥ ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲＳ ＦＯＲ ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＤＥＶＩＣＥＳ」
と題された米国仮特許出願第６１／６５５，４７７号と；－２０１１年３月２９日に発行
され、「ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥＳ ＷＩ
ＴＨ ＯＮＥ ＯＲ ＭＯＲＥ ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ ＲＥＦＬＥＣＴＯＲＳ ＡＮＤ ＲＥＦ
ＬＥＣＴＩＶＥ ＥＮＧＩＮＥＥＲＥＤ ＧＲＯＷＴＨ ＴＥＭＰＬＡＴＥＳ ＦＯＲ ＳＵ
ＣＨ ＤＥＶＩＣＥＳ， ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ」と題された米国特許第７，９１５，６
２４号と；－２０１２年８月２８日に発行され、「ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＬＩＧＨＴ
－ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥＳ ＷＩＴＨ ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ ＥＮＧＩＮＥＥＲ
ＥＤ ＧＲＯＷＴＨ ＴＥＭＰＬＡＴＥＳ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ ＯＦ ＭＡＮＵＦＡＣＴ
ＵＲＥ」と題された米国特許第８，２５３，１５７号（現在は米国特許第７，９１５，６
２４号である出願の分割）と；－２０１４年１１月１８日に発行され、「ＩＩＩ－ＮＩＴ
ＲＩＤＥ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥＳ ＷＩＴＨ ＲＥＦＬＥＣＴＩＶ
Ｅ ＥＮＧＩＮＥＥＲＥＤ ＧＲＯＷＴＨ ＴＥＭＰＬＡＴＥＳ ＡＮＤ ＭＡＮＵＦＡＣＴ
ＵＲＩＮＧ ＭＥＴＨＯＤ」と題された米国特許第８，８９０，１８３号（現在は米国特
許第８，２５３，１５７号である出願の分割）と；－２０１０年１１月３０日に発行され
、「ＣＵＲＲＥＮＴ－ＩＮＪＥＣＴＩＮＧ／ＴＵＮＮＥＬＩＮＧ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴ
ＴＩＮＧ ＤＥＶＩＣＥ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ」と題された米国特許第７，８４２，９３
９号と；－２０１４年１０月２１日に発行され、「ＭＥＴＨＯＤ ＯＦ ＦＯＲＭＩＮＧ 
ＣＵＲＲＥＮＴ－ＩＮＪＥＣＴＩＮＧ／ＴＵＮＮＥＬＩＮＧ ＬＩＧＨＴ－ＥＭＩＴＴＩ
ＮＧ ＤＥＶＩＣＥ」と題された米国特許第８，８６５，４９２号（現在は米国特許第７
，８４２，９３９号である出願の分割）と；－２０１７年３月２８日に発行され、「ＭＡ
ＴＥＲＩＡＬＳ， ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ， ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ ＦＯＲ ＯＰＴＩＣ
ＡＬ ＡＮＤ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯ
Ｒ ＤＥＶＩＣＥＳ」と題された米国特許第９，６０８，１４５号と；に関連し、これら
の文献は、その全体を引用することによって本明細書に組み込まれる。
【０００４】
　本明細書に記載される多数の実施形態が存在し、それらの各々は、本明細書に記載され
、および／または引用により組み込まれた１つ以上の他の実施形態と組み合わせることが
できる。他のいくつかの実施形態では、本発明は、様々な実施形態の大部分の特徴を包含
する部分的組み合わせを提供するが、本明細書に個々に示され記載される１つ以上の特徴
を省略している。
【０００５】
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　本発明は、半導体デバイス（ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｄｅｖｉｃｅｓ）の分野、
および半導体デバイスを製造する方法に関し、より具体的には、ＩＩＩ族窒化物デバイス
を成長させるための材料、構造、および方法に関する。
【背景技術】
【０００６】
　非特許文献１は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００７】
　非特許文献２は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００８】
　非特許文献３は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００９】
　非特許文献４は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１０】
　非特許文献５は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１１】
　非特許文献６は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１２】
　非特許文献７は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１３】
　非特許文献８は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１４】
　非特許文献９は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１５】
　非特許文献１０は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１６】
　非特許文献１１は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１７】
　非特許文献１２は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１８】
　特許文献１は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１９】
　特許文献２は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００２０】
　特許文献３は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００２１】
　２０１１年２月１日に発行され、「ＧＲＯＷＴＨ ＯＦ ＬＯＷ ＤＩＳＬＯＣＡＴＩＯ
Ｎ ＤＥＮＳＩＴＹ ＧＲＯＵＰ－ＩＩＩ ＮＩＴＲＩＤＥＳ ＡＮＤ ＲＥＬＡＴＥＤ ＴＨ
ＩＮ－ＦＩＬＭ ＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ」と題された、Ｐ．Ｉ．Ｃｏｈｅｎに対する米国
特許第７，８７９，６９７号は、参照により本明細書に組み込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】米国特許第６，３２３，４１７号、「ＭＥＴＨＯＤ ＯＦ ＭＡＫＩＮＧ 
Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＦＯＲ ＵＳＥ Ｉ
Ｎ ＰＨＯＴＯＶＯＬＴＡＩＣ ＣＥＬＬＳ」、Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｊ． Ｇｉｌｌｅｓｐｉｅ
ら、２００１年１１月２７日
【特許文献２】米国特許第６，６９２，５６８号、「ＭＥＴＨＯＤ ＡＮＤ ＡＰＰＡＲＡ
ＴＵＳ ＦＯＲ ＰＲＯＤＵＣＩＮＧ ＭＨＩＮ ＣＯＬＵＭＮＳ ＡＮＤ ＭＨＩＮ ＭＡＴ
ＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＷＮ ＴＨＥＲＥＯＮ」、Ｊ．Ｊ．Ｃｕｏｍｏ、２００４年２月１７
日
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【特許文献３】米国特許第６，７８４，０８５号、「ＭＩＩＮ ＢＡＳＥＤ ＭＡＴＥＲＩ
ＡＬＳ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤＳ ＡＮＤ ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ ＦＯＲ ＰＲＯＤＵＣＩＮＧ
 ＳＡＭＥ」、Ｊ．Ｊ． Ｃｕｏｍｏ、２００４年８月３１日
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】「Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒ Ｅｐｉｔａｘｙ ｏｆ Ｇａｌｌ
ｉｕｍ Ｎｉｔｒｉｄｅ ｏｎ （０００１） Ｓａｐｐｈｉｒｅ」、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 
Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｆｏｒｕｍ、Ｖｏｌｓ． ２６４－２６８、ｐｐ． １２２９－１２３４
（１９９８）、Ｊ．Ｂ．Ｗｅｂｂ、Ｄ．Ｎｏｒｔｈｃｏｔｔ、Ｓ．Ｃｈａｒｂｏｎｎｅａ
ｕ、Ｆ．Ｙａｎｇ、Ｄ．Ｊ．Ｌｏｃｋｗｏｏｄ、Ｏ．Ｍａｌｖｅｚｉｎ、Ｐ．Ｓｉｎｇｈ
、Ｊ．Ｃｏｒｂｅｔｔ
【非特許文献２】「Ｔｈｅｒｍａｌ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ ｏｆ Ｇａｌｌｉｕｍ Ｎｉｔｒ
ｉｄｅ」、Ｊ． Ａｐｐｌ． Ｐｈｙｓ．、４９０９ ７６ （８） （１９９４）、Ｍ． Ｌ
ｅｓｚｃｚｙｎｓｋｉ、Ｔ． Ｓｕｓｋｉ、Ｈ． Ｔｅｉｓｓｅｙｒｅ、Ｐ． Ｐｅｒｌｉ
ｎ、Ｉ． Ｇｒｚｅｇｏｒｙ、Ｊ． Ｊｕｎ、Ｓ． Ｐｏｒｏｗｓｋｉ、Ｔ． Ｄ． Ｍｏｕ
ｓｔａｋａｓ
【非特許文献３】「Ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ ｏｆ Ｍｇ－ｄｏｐｅｄ ＧａＮ ｂｙ Ｐｌａｓｍａ Ａｓｓｉｓｔｅｄ Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ Ｂｅａｍ Ｅｐｉｔａｘｙ」、ｈｔｔｐ：／／ｈｄｌ．ｈａｎｄｌｅ．ｎｅｔ／
１８５３／１６２２８（２００７）の学術論文、Ｓ． Ｄ． Ｂｕｒｎｈａｍ、
【非特許文献４】「Ｓｔｒｅｓｓ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｄｕｒｉｎｇ Ｇｒｏｗｔｈ ｏｆ
 ＧａＮ （０００１）／Ａｌ２Ｏ３（０００１） ｂｙ Ｒｅａｃｔｉｖｅ ＤＣ Ｍａｇｎ
ｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒ Ｅｐｉｔａｘｙ」、Ｊ． Ｐｈｙｓ． Ｄ： Ａｐｐｌ． Ｐｈ
ｙｓ．４７、１４５３０１（２０１４）、Ｍ．Ｊｕｎａｉｄ、Ｐ．Ｓａｎｄｓｔｒｏｍ、
Ｊ．Ｐａｌｉｓａｉｔｉｓ、Ｖ．Ｄａｒａｋｃｈｉｅｖａ、Ｃ－Ｌ Ｈｓｉａｏ、Ｐ．Ｏ
．Ａ．Ｐｅｒｓｓｏｎ、Ｌ．Ｈｕｌｔｍａｎ、Ｊ．Ｂｉｒｃｈ
【非特許文献５】「Ａ ｒｏｕｔｅ ｔｏ Ｌｏｗ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｇｒｏｗｔｈ 
ｏｆ Ｓｉｎｇｌｅ Ｃｒｙｓｔａｌ ＧａＮ ｏｎ Ｓａｐｐｈｉｒｅ」、Ｊ． Ｍａｔｅｒ
． Ｃｈｅｍ． Ｃ、３、７４２８－７４３６（２０１５）、Ｍｏｔａｍｅｄｉ、Ｐｏｕｙ
ａｎ、Ｄａｌｉｌｉ、Ｎｅｄａ、Ｃａｄｉｅｎ、Ｋｅｎｎｅｔｈ
【非特許文献６】「Ｘ－ｒａｙ ａｎｄ Ｒａｍａｎ Ａｎａｌｙｓｅｓ ｏｆ ＧａＮ Ｐｒ
ｏｄｕｃｅｄ ｂｙ Ｕｌｔｒａｈｉｇｈ－ｒａｔｅ Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒ
 Ｅｐｉｔａｘｙ」、Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ、８１、１７９７
（２００２）、Ｍｉｎｓｅｏ Ｐａｒｋ、Ｊ．－Ｐ． Ｍａｒｉａ、Ｊ．Ｊ．Ｃｕｏｍｏ、
Ｙ．Ｃ．Ｃｈａｎｇ、Ｊ．Ｆ．Ｍｕｔｈ、Ｒ．Ｍ．Ｋｏｌｂａｓ、Ｒ．Ｊ．Ｎｅｍａｎｉ
ｃｈ、Ｅ．Ｃａｒｌｓｏｎ、Ｊ．Ｂｕｍｇａｒｎｅｒ
【非特許文献７】「Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＧａＮ Ｌａｙｅ
ｒｓ Ｇｒｏｗｎ ｏｎ Ａｌ２Ｏ３ （０００１） ａｎｄ ＧａＮ／Ａｌ２Ｏ３ Ｔｅｍｐ
ｌａｔｅ ｂｙ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｒａｄｉｏ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ
 Ｓｐｕｔｔｅｒ Ｅｐｉｔａｘｙ」、Ｖａｃｕｕｍ（１２５ ｖｏｌ．）、ｐｐ．１３３
－１４０（２０１６）、 Ｈｉｒｏｙｕｋｉ Ｓｈｉｎｏｄａ、Ｎｏｂｕｋｉ Ｍｕｔｓｕ
ｋｕｒａ
【非特許文献８】「Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒ Ｅｐｉｔａｘｙ ｏｆ ＧａＮ 
Ｅｐｉｌａｙｅｒｓ ａｎｄ Ｎａｎｏｒｏｄｓ」、Ｌｉｎｋｏｐｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｅｓ 
ｉｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、学術論文Ｎｏ．１４８２、Ｌｉｎ
ｋｏｐｉｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（２０１２）、Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｊｕｎａｉｄ
【非特許文献９】「Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ ｙｉｅｌｄ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｗｉｔｈ ｔａ
ｒｇｅｔ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｆｏｒ Ａｇ」、Ｎｕｃｌｅａｒ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔｓ ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｉｎ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｂ、ｖｏｌ． ８
２、ｐｐ．２５５－２５８（１９９３）、Ｒ．Ｂｅｈｒｉｓｃｈ、Ｗ．Ｅｃｋｓｔｅｉｎ
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、
【非特許文献１０】「Ｓｔｒｅｓｓ ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎ ＧａＮ ｇｒｏｗｎ ｏｎ ｓｉ
ｌｉｃｏｎ （１１１） ｂｙ ｍｅｔａｌｏｒｇａｎｉｃ ｖａｐｏｒ ｐｈａｓｅ ｅｐｉ
ｔａｘｙ」、Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ、７９、３２３０（２００
１）、Ｅ．Ｆｅｌｔｉｎ、Ｂ．Ｂｅａｕｍｏｎｔ、Ｍ．Ｌａｕｇｔ、Ｐ．ｄｅ Ｍｉｅｒ
ｒｙ、Ｐ．Ｖｅｎｎｅｇｕｅｓ、Ｈ．Ｌａｈｒｅｃｈｅ、Ｍ．Ｌｅｒｏｕｘ、Ｐ．Ｇｉｂ
ａｒｔ
【非特許文献１１】「ＡｌＮ／ＡｌＧａＮ ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ ａｓ ｄｉｓｌ
ｏｃａｔｉｏｎ ｆｉｌｔｅｒ ｆｏｒ ｌｏｗ－ｔｈｒｅａｄｉｎｇ－ｄｉｓｌｏｃａｔ
ｉｏｎ ｔｈｉｃｋ ＡｌＧａＮ ｌａｙｅｒｓ ｏｎ ｓａｐｐｈｉｒｅ」、Ａｐｐｌｉｅ
ｄ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ、８１、６０４（２００２）、Ｈｏｎｇ－Ｍｅｉ Ｗ
ａｎｇ、Ｊｉａｎ－Ｐｉｎｇ Ｚｈａｎｇ、Ｃｈａｎｇ－Ｑｉｎｇ Ｃｈｅｎ、Ｑ． Ｆａ
ｒｅｅｄ、Ｊｉｎ－Ｗｅｉ Ｙａｎｇ、Ｍ． Ａｓｉｆ Ｋｈａｎ
【非特許文献１２】「Ｓｔｒｅｓｓ ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ＡｌＮ／ＧａＮ 
ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ ｆｏｒ ｅｐｉｔａｘｉａｌ ＧａＮ ｏｎ ２００ ｍｍ ｓ
ｉｌｉｃｏｎ ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ ｕｓｉｎｇ ａ ｓｉｎｇｌｅ ｗａｆｅｒ ｒｏｔａ
ｔｉｎｇ ｄｉｓｋ ＭＯＣＶＤ ｒｅａｃｔｏｒ」、Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉ
ａｌｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ、ｖｏｌ．３０、ｉｓｓｕｅ １９、ｐｐ．２８４６－２８５８
（２０１５）、Ｊ． Ｓｕ、Ｅ． Ａｒｍｏｕｒ、Ｂ． Ｋｒｉｓｈｎａｎ、Ｓｏｏ Ｍｉｎ
 Ｌｅｅ、Ｇ． Ｐａｐａｓｏｕｌｉｏｔｉｓ
【発明の概要】
【００２４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、固体のガリウムターゲットを活用して、エピタキ
シャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）を提供する（いくつかのそのような実施形態で
は、ＥＡＬＳはマグネトロンスパッタリングを含む）。いくつかの実施形態では、柱状成
長が避けられる場合、本発明は、二次元（２Ｄ）段差成長を用いて膜を生成する。そのよ
うなプロセスは、水素および炭素が少量である、高品質の窒化ガリウム（ＧａＮ）膜を可
能とする。いくつかの実施形態では、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）の場合とは異な
り、有機金属類は必要とされない。いくつかの実施形態では、プロセスの間に使用される
プラズマは、高品質の膜を依然として維持している間、必要とされる成長温度を低下させ
（ＭＯＣＶＤと比較して）、成長速度を増加させる（分子線エピタキシ（ＭＢＥ）と比較
して）。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、現在の産業の機能のエンベロープを押す、高品質
の費用対効果の高いエピタキシャル材料を成長させるためのシステムおよび方法を提供す
る。いくつかの実施形態では、そのような材料は、合体前により大きいエピタキシャル領
域を有し、異なる密度のミスフィット転位を有する。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、関連するイオンの相互作用（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｉｏｎ 
ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）は、より薄い膜厚内で、ＭＯＣＶＤの純粋な温熱環境と比較し
て、その密度の転位を自己消滅させる（自己反応する）。
【００２７】
　さらに、ＧａＮと基板との間に熱収縮差が存在するが故に（例えば異なる熱膨張率（Ｃ
ＴＥ）が原因で）、いくつかの実施形態では、ＧａＮが、ＭＯＣＶＤによって使用される
温度よりも低い温度で、サファイヤ上で成長させられる場合、後のウェハの反りおよびウ
ェハ応力の度合いが縮小される。これは、ウェハクラッキングと、エピタキシークラッキ
ングと、非均一性と、より厚いサファイヤ基板の必要性と、後の活性領域成長のためのＭ
ＯＣＶＤシステムにおける処理されたウェハポケットの必要性との多くの問題を解決する
。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースのデバイスを成長させるための方法（１０１）の
フローチャートである。
【図２】ＧａＮベースのデバイスを成長させるためのシステム（２０１）の概略図である
。
【図３】ＧａＮ構造（３０１）の概略図である。
【図４】低温ＩＩＩＡ族窒化物スパッタリングシステム（４０１）の概略図である。
【図５Ａ】本発明のいくつかの実施形態の様々なエピタキシャル成長モードを例示する、
複数の成長モード（５０１）の概略図を含む。
【図５Ｂ】ＧａＮ成長の一組の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）画像（５０２）である。
【図６Ａ】図３のＧａＮ構造（３０１）において明示された、ＡｌＮ層およびＧａＮ層に
関する厚さ（ナノメートル）の表（６０１）である。
【図６Ｂ】表（６０１）の続きである。
【図７Ａ】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関する、ωロッキン
グカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折（ＸＲＤ）値（ａｒｃｓｅｃ）を示す表（７０１
）である。
【図７Ｂ】表（７０１）の続きである。
【図８Ａ】電子機器および固体素子照明（ＳＳＬ）のための、鋳型およびデバイスエピタ
キシーシステム（８０１）の概略図である。
【図８Ｂ】電子機器およびＳＳＬのための鋳型およびデバイスエピタキシーシステム（８
０２）の概略図である。
【図９】電子機器およびＳＳＬのための鋳型およびデバイスエピタキシープロセス（９０
１）の概略図である。
【図１０】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたハフニウムドープ窒化ガリウ
ムに関する、ｎ型キャリア濃度（１立方センチメートル当たり）対吸着原子移動度（ｃｍ
２／Ｖ・ｓ）を示すグラフ（１００１）である。
【図１１】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関する、Ｘ線回折（
ＸＲＤ）データを示すグラフ（１１０１）である。
【図１２】後のＬＥＤエピタキシャル成長のためのＧａＮ鋳型構造（１２０１）の概略図
である。
【図１３】ＧＥＭＭ／ＧａＮのエピタキシャルスタック構造（１３０１）の概略図である
。
【図１４Ａ】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折（
ＸＲＤ）データのグラフ（１４０１）である。
【図１４Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折（
ＸＲＤ）データのグラフ（１４０２）である。
【図１４Ｃ】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折（
ＸＲＤ）データのグラフ（１４０３）である。
【図１４Ｄ】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折（
ＸＲＤ）データのグラフ（１４０４）である。
【図１５】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧＥＭＭ上のＧａＮに関する
、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）データのチャート（１５０１）である。
【図１６】本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧＥＭＭ／ＧａＮ（実線）対
従来のＡｌＮ／ＧａＮ分布ブラッグ反射器（ＤＢＲ）（点線）の反射率の比較を示すグラ
フ（１６０１）である。
【図１７】窒化ガリウム（ＧａＮ）に関する推定のスパッタ率対ガリウムターゲットの温
度のグラフ（１７０１）である。
【図１８】スパッタリングシステム（１８０１）の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
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　以下の詳細は例証目的で多くの細目を含んでいるが、当業者は以下の詳細に対する多く
の変形や変化が本発明の範囲内であることを認識するであろう。特定の例は特定の実施形
態を例証するために使用されるが；しかしながら、請求項に記載される本発明はこうした
例にだけ制限されるように意図されておらず、むしろ付属の請求項の全範囲を含んでいる
。これに応じて、本発明の以下の好ましい実施形態は、本発明の主題の一般法則を失うこ
となく、かつ、本発明の主題に制約を課すことなく述べられている。さらに、好ましい実
施形態の以下の詳細な記載では、本発明の一部を形成する添付の図面について言及されて
おり、これらは本発明が実施され得る特定の実施形態を例証する目的で示されている。他
の実施形態を利用してもよく、本発明の範囲から逸脱することなく構造的な変化がなされ
ることを理解されたい。図中で示され、本明細書で記載される実施形態は、すべての特定
の実施形態には含まれていない特徴を含むこともある。特別な実施形態が記載された特徴
のすべての部分集合のみを含むこともあれば、特別な実施形態が記載された特徴をすべて
含むこともある。
【００３０】
　同じ参照番号が多くの図で現われる同一の構成要素を指すために使用されるように、図
面で現われる参照番号の最初の桁は、その構成要素が最初に導入される図面の番号に対応
する。信号と接続は同じ参照番号またはラベルによって参照されることもあり、実際の意
味は記載の文脈での使用から明らかになる。
【００３１】
　明細書において使用されるように、「基板」という用語は、その上でプロセスが実施さ
れる材料を意味し、基板はケイ素、サファイヤまたは他の適する材料を含む。
【００３２】
　明細書において使用されるように、「鋳型」という用語は、エピタキシャル成長に適す
るベースを形成する１つ以上の層を意味し、鋳型は、ケイ素、サファイヤ、ＧａＮ／ケイ
素、ＧａＮ／サファイヤ、ＧａＮ／窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、ＧａＮ／窒化ハフニウ
ム（ＨｆＮ）、ＧａＮ／窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）、または他のあらゆる適した材料、
構造、パターン鋳型、または基板を含む。
【００３３】
　明細書において使用されるように、物理蒸着法（「ＰＶＤ」）は、薄膜およびコーティ
ングを生成するために使用できる蒸着方法を述べ、ＰＶＤは、陰極アーク蒸着、電子ビー
ムＰＶＤ、蒸発性堆積（ｅｖａｐｏｒａｔｉｖｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、パルスレー
ザー蒸着、およびスパッタリングを含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、スパッタリングは、以下のものの１つ以上を含む：直流（Ｄ
Ｃ）スパッタリング、無線周波数（ＲＦ）スパッタリング、反応性スパッタリング、およ
びマグネトロンスパッタリング。
【００３５】
　本明細書の記述された多くのプロセスおよび方法が、番号が付けられた／文字入りの工
程を利用することを留意されたい。これらのプロセスおよび方法は、数字／文字によって
定められた順序で実施できるが、本発明の本明細書は、他のあらゆる適切な順序でこれら
のプロセスおよび方法を実施することも企図する。さらに、本明細書は、所与の工程（複
数可）を随意に省略できる、および／またはさらなる工程（複数可）を随意に加えること
ができるように、記載された工程のいずれか１つ以上を用いて、対応するプロセスおよび
方法を実施することも企図する。
【００３６】
　図１は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースのデバイスを成長させるための方法（１０１）
のフローチャートである。いくつかの実施形態では、フローチャート（１０１）の方法は
単一の堆積チャンバー内で実施される。他の実施形態では、方法（１０１）は複数の別々
の堆積チャンバーにおいて実施される。いくつかの実施形態では、方法（１０１）はブロ
ック（１０５－１１０）のいずれか１つ以上を含む（例えば、いくつかの実施形態では、
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ブロック（１０６）および（１０８）は任意である）。いくつかの実施形態では、ブロッ
ク（１０５）で、基板（例えばサファイアまたはケイ素）が、後の堆積のために配置され
る。いくつかの実施形態では、ブロック（１０６）で、基板の調整が実施される。いくつ
かの実施形態では、ブロック（１０７）で、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）が、基板上へと
スパッタされ、ここで、Ｘは、スパッタされたＡｌＮの厚みを表わす。いくつかの実施形
態では、ブロック（１０８）で、ＡｌＮ調整が実施される（例えばいくつかの実施形態で
は、酸化物の除去）。いくつかの実施形態では、ブロック（１０９）で、ＧａＮがスパッ
タされ、ここで、Ｙは、スパッタされたＧａＮの厚みを表わす。いくつかのそのような実
施形態では、ＧａＮスパッタリングは、ドーピング（例えばケイ素、マグネシウム、鉄、
炭素、もしくは同種のものを用いるドーピング）、および／または吸着原子移動度の増大
を含む。いくつかの実施形態では、ブロック（１１０）で、ＧａＮがスパッタされ、ここ
で、Ｚは、スパッタされたＧａＮの厚みを表わす。いくつかのそのような実施形態では、
ＧａＮスパッタリングは、ドーピング（例えばケイ素、マグネシウム、鉄、炭素または同
種のものを用いるドーピング）、および／または吸着原子移動度の増大を含む（本明細書
において時折ＥＡＬＳと言われる）。いくつかの実施形態では、ＧａＮは、スカンジウム
、ジルコニウム、ハフニウム、インジウム、アルミニウム、または他のあらゆる適切な元
素を用いて合金にされる。
【００３７】
　図２は、ＧａＮベースのデバイスを成長させるためのシステム（２０１）の概略図であ
る。いくつかの実施形態では、システム（２０１）は、図１に示されるフローチャート（
１０１）の方法を実施するために使用される。いくつかの実施形態では、システム（２０
１）は、基板ウェハ（２９８）が装填され、仕上げたウェハ（２９９）がシステム（２０
１）から取り出されるロードロック（２０５）を含む。いくつかの実施形態では、システ
ム（２０１）は、基板調整モジュール（２０６）（例えば図１のブロック（１０６）を実
施するためのモジュール）と、ＡｌＮ堆積モジュール（２０７）（例えば図１のブロック
（１０７）を実施するためのモジュール）と、ＡｌＮ調整モジュール（２０８）（例えば
図１のブロック（１０８）を実施するためのモジュール）と、ＧａＮ堆積モジュール（２
０９）、（例えば図１のブロック（１０９）を実施するためのモジュール）と、ドープさ
れたＧａＮ堆積のためのドーピングモジュール（２１０）と、を含む。いくつかの実施形
態では、モジュール（２０５－２１０）は、単一の堆積チャンバー内に格納されている。
他の実施形態では、モジュールの各々（２０５－２１０）は堆積チャンバーである。いく
つかの実施形態では、システム（２０１）は、システム（２０１）内のモジュール間でウ
ェハを移動させるためのウェハハンドリングロボット（２１５）を含む。
【００３８】
　図３は、ＧａＮ構造（３０１）の概略図である。いくつかの実施形態では、ＧａＮ構造
（３０１）は、図２のシステム（２０１）および／または図１の方法（１０１）を使用し
て生成される。いくつかの実施形態では、ＧａＮ構造（３０１）は、基板層（３０５）と
、基板層（３０５）上のスパッタされた窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層（３０６）（いく
つかのそのような実施形態では、ＡｌＮ層（３０６）の厚み＝Ｘ）と、ＡｌＮ層（３０６
）上のスパッタされたＧａＮ層（３０７）であって、ＧａＮ層（３０７）の厚み＝Ｙであ
るＧａｎ層（３０７）（いくつかのそのような実施形態では、ＧａＮ層（３０７）はドー
プされる（例えば、ケイ素、マグネシウム、または同種のものを用いてドープされる））
と、およびＧａＮ層（３０７）上のスパッタされたＧａＮ層（３０８）であって、ＧａＮ
層（３０８）の厚み＝ＺであるＧａＮ層（３０８）（いくつかのそのような実施形態では
、ＧａＮ層（３０８）はドープされる（例えば、ケイ素、マグネシウム、または同種のも
のを用いてドープされる））と、を含む。
【００３９】
　従来の産業システムは、ＧａＮの成長のために有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）を使
用して、ＧａＮベースのデバイスを生成する。いくつかの実施形態では、本発明は、スパ
ッタされたＧａＮを用いる従来のＭＯＣＶＤ ＧａＮプロセスと置き換わり、これによっ
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て：より少ないウェハの反り、したがってスパッタリングによる、より良いウェハ／デバ
イスの均質性、低いプロセス温度、およびＮＨ３およびＧａ（ＣＨ３）３の低コストな化
学的使用等、が可能となる。いくつかの実施形態では、スパッタリングプロセスは、それ
ほど複雑でない設備要求により、より簡単に利用され、ＭＢＥプロセスよりも低コストで
ある。
【００４０】
　図４は、低温ＩＩＩＡ族窒化物スパッタリングシステム（４０１）の概略図である。い
くつかの実施形態では、スパッタリングシステム（４０１）は真空チャンバー（４０５）
を含む。いくつかの実施形態では、チャンバー（４０５）は、ウェハホルダー（４０６）
およびスパッタリングガン（４０７）を含む（例えば、いくつかの実施形態では、スパッ
タリングガン（４０７）は、ガリウムスパッタリングガンでありガリウムターゲットを含
む）。いくつかの実施形態では、スパッタリングガン（４０７）は、低温（例えば０℃未
満）で動作するのに適切なように、金属ガスケットおよび他の適切な成分を含む。いくつ
かの実施形態では、システム（４０１）は、ガリウムターゲットがスパッタリングの間に
固体状態で維持されるように、スパッタリングガン（４０７）のガリウムターゲットを冷
却する冷却システム（４０８）を含む。いくつかの実施形態では、冷却システム（４０８
）は、冷入力線（４０９）および熱出力線（４１０）を介して、スパッタリングガン（４
０７）に動作可能に連結される。いくつかの実施形態では、冷却システム（４０８）は、
線（４０９）および線（４１０）を介して１以上の伝熱流体を循環させ、スパッタリング
の間にガリウムターゲットの固体状態を維持する（例えばいくつかのそのような実施形態
では、伝熱流体は、液体窒素および／または液体水素などの低温液体（いくつかの実施形
態では、スパッタリングシステム（４０１）が大きなウェハおよび／またはウェハプラッ
タ生産システムと共に使用されるときに、液体窒素および／または液体水素は使用される
）、１つ以上のアルコール類、または他の適切な伝熱流体である）。いくつかの実施形態
では、システム（４０１）は、ワイヤー（４９９）を介してシステム（４０１）に接続さ
れる電圧源（４１５）を含む。いくつかの実施形態では、電圧は、ウェハサイズが増大す
るにつれて、電圧源（４１５）によって増大させられる。いくつかの実施形態では、シス
テム（４０１）は、原位置での（ｉｎ ｓｉｔｕ）閉じたまたは開いたプロセスをモニタ
リングするための光学経路（４２０）を含む（いくつかのそのような実施形態では、経路
（４２０）は、パイロメーターおよび／または放射率のために調整されたコンピュータで
ある光学反射率システムに動作可能に連結される）。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、本明細書の記載されたＧａＮ成長プロセス／システムは、エ
ピタキシャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）に相補的である。いくつかの実施形態で
は、ＥＡＬＳは、スパッタリングまたは反応性スパッタリングを使用して、効果的に、基
板上で、金属窒化物複合材料の化学量的なエピタキシャル成長を結果としてもたらすプロ
セスであり、ここで、形成されている金属窒化物の表面に到達する活性窒素（Ｎ）原子に
対する金属（例えばガリウム）の比率は、金属窒化物化合物の化学量論組成と比較して、
金属リッチ－Ｎリッチ条件間で周期的に変動する。いくつかの実施形態では、金属リッチ
条件から金属リーン条件への切り替えのこのプロセスは、（１）形成されている金属窒化
物の表面に対する金属フラックス（ｍｅｔａｌ ｆｌｕｘ）を減少させること、または（
２）活性窒素フラックスを増大させること、または（３）基板の温度を増大させて（また
は、形成されている金属窒化物の表面を露出して）、金属吸着原子の蒸発速度を増大させ
る（すなわち、滞留時間を低下させる）こと、または（１）－（３）の任意の組み合わせ
によって達成される。いくつかの実施形態では、金属リッチ条件は、表面における不満足
な結合（またはダングリングボンド）の影響を弱めて、表面移行（ｓｕｒｆａｃｅ ｍｉ
ｇｒａｔｉｏｎ）を高めることによって、吸着原子の移動度を増大させ、これによって、
非柱状段差成長がもたらされ、したがってより高品質で、より滑らかな膜を結果としても
たらされる。一般的に、いくつかの実施形態では、吸着原子の表面移行の増大により、成
長前部（ｇｒｏｗｔｈ ｆｒｏｎｔ）上の低エネルギーの部位における吸着原子の組み込
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みが促進されることによって、堆積された材料の結晶品質が改善される。同様に、いくつ
かの実施形態では、表面温度の増大または低エネルギーイオンの適用で、薄膜品質を向上
させるために、吸着原子の表面移行を増大できる。したがって、いくつかの実施形態では
、本発明はＥＡＬＳを提供する。いくつかの実施形態では、このプロセスは、別々の窒素
プラズマ源（例えば無線周波数（ＲＦ）窒素源）を使用する、またはイオンビーム支援蒸
着でさえも使用することを含む。
【００４２】
　図５Ａは、本発明のいくつかの実施形態に従う、複数の様々なエピタキシャル成長モー
ド（５０１）を例証する概略図である。エピタキシャル膜成長では、堆積された材料（複
数可）が、基板（５０５）の結晶構造によって決定される原子配列および原子配向を用い
て、規則的な結晶を理想的に形成する。いくつかの実施形態では、到達する原子の表面移
動度、ならびに基板およびエピタキシャル膜の特性に応じて、様々な成長モード（５１０
、５２０、および／または５３０）が得られる。いくつかの実施形態では、基板表面上に
到達する原子の表面移動度、ならびに、表面段差の平均テラス長さ、基板の結晶方向およ
び欠陥密度、表面および界面のエネルギー性、膜と基板との間の格子不整合などの他の因
子に応じて、エピタキシャル成長プロセスは、１）上記モードの１つで開始し進行するか
、２）２つ以上のモードの組み合わせであるか、または３）１つのモードで開始し、その
後、他のモードまたは組み合わされた成長モードへと移行する。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、（（５１０ａ）から（５１０ｂ）までの進行によって表わさ
れる）成長モード（５１０）は、二次元（２Ｄ）島状成長と呼ばれる。いくつかの実施形
態では、モード（５１０）において、小さな島が、表面にわたって核を形成し、横方向に
成長して層へと合体（ｃｏａｌｅｓｃｅ）し、結果として多くの粒界をもたらす。いくつ
かの実施形態では、（（５２０ａ）から（５２０ｂ）までの進行によって表わされる）成
長モード（５２０）は、三次元（３Ｄ）島状成長と呼ばれる。いくつかの実施形態では、
モード（５２０）において、小さな島が、表面にわたって核を形成し、下部の層が仕上げ
られる前に、さらなる島が初めの島の上部に形成されながら成長し、結果として、表面粗
さの増大がもたらされる（いくつかの実施形態では、モード（５２０）は柱状成長を含む
）。いくつかの実施形態では、（（５３０ａ）から（５３０ｂ）までの進行によって表わ
される）成長モード（５３０）は、ステップフロー成長と呼ばれる。いくつかの実施形態
では、モード（５３０）において、表面に到達する原子が移行し（ｍｉｇｒａｔｅ）、段
差端部に組み込まれて、ステップフローで層を完成させる（いくつかの実施形態では、平
均テラス長さと比較して表面拡散が大きい場合に、モード（５３０）が生じる）。
【００４４】
　図５Ｂは、ＧａＮ成長の一組の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）画像（５０２）である。画像
（５４０）は、Ｇａリッチ成長条件が適所にある、いくつかの実施形態において生じる、
Ｇａ小滴を含む滑らかなＧａＮを示す。いくつかの実施形態では、エピタキシャル原子層
スパッタリング（ＥＡＬＳ）が、画像（５４０）に示されるＧａリッチ成長条件と窒素リ
ッチ成長条件との間に変化があるように、ＧａＮの成長間で実施される。画像（５４５）
は、後の堆積前の、ＧａＮ膜の最終状態において（Ｇａリッチ条件と窒素リッチ条件との
間の変化の後に）存在する、Ｇａ小滴のない滑らかなＧａＮの原子の段差を示す。いくつ
かの実施形態では、画像（５４０）の二乗平均平方根（ＲＭＳ）粗さは約８オングストロ
ームである。いくつかの実施形態では、画像（５４５）のＲＭＳ粗さは約２オングストロ
ームである。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本明細書に記載されたプロセスの１つ以上を使用
して、二次元（２Ｄ）フォトニック結晶上にＧａＮを含む材料を生成する。いくつかの実
施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは、空気／ＧａＮの繰り返し周期を含み、
これらは、サファイヤ上に位置するＡｌＮの層上に（随意に）位置する、ＧａＮの層上に
位置する。いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは、空気／ＧａＮ
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の繰り返し周期を含み、これらは、ＨｆＮ上に位置するＡｌＮの層上に（随意に）位置す
る、ＧａＮの層上に位置する。いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａ
Ｎは、空気／ＧａＮの繰り返し周期を含み、これらは、ＺｒＮ上に位置するＡｌＮの層上
に（随意に）位置する、ＧａＮの層上に位置する。いくつかの実施形態では、２Ｄフォト
ニック結晶上のＧａＮは、空気／ＧａＮの繰り返し周期を含み、これらは、他の適切なＩ
ＩＩＡ族窒化物上に位置するＡｌＮの層上に（随意に）位置する、ＧａＮの層上に位置す
る。いくつかの実施形態では、ＧａＮ構造のいずれも、ＨｆＧａＮによって置き換えられ
る。いくつかの実施形態では、ＧａＮ構造のいずれも、ＺｒＧａＮによって置き換えられ
る。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、空気の結果としてもたらされる材料厚みは、以下のように表
わされ：空気間隙の厚み（Ｔａｉｒ）＝（波長）＊（１－２Ｍ）／４、式中、Ｍ＝整数（
０、１、２、３、４、５）である。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、空気とサファイア（Ａｌ２Ｏ３）との間の、ＧａＮの結果と
してもたらされる材料厚みは、以下のように表わされ：空気とＡｌ２Ｏ３との間のＧａＮ
の厚み（ＴＧａＮ）＝（波長）＊（１－２Ｍ）／（４ｎ）、式中Ｍは整数（例えば０、１
、２、３、４、５）であり、ｎは屈折率である。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは、ＭＯＣＶＤによって形
成されたＧａＮと比較して、効果的に炭素を含まない。いくつかの実施形態では、２Ｄフ
ォトニック結晶上のＧａＮは、ＭＯＣＶＤによって形成されたＧａＮと比較して、効果的
に水素を含まない。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは、ＭＯＣＶＤおよび／ま
たはＭＢＥによって形成されたＧａＮと比較して、効果的により大きいエピタキシャル粒
またはｅｐｉ－島を含む。いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは
、実質的に非柱状の構造を備えるエピタキシャル膜を含む。いくつかの実施形態では、２
Ｄフォトニック結晶上のＧａＮは、改善された２Ｄ成長により超平滑面（ｕｌｔｒａ－ｓ
ｍｏｏｔｈ ｓｕｒｆａｃｅｓ）を含む。いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結
晶のＧａＮは、従来のプロセスによって形成されたＧａＮよりも滑らかな量子井戸を含む
。いくつかの実施形態では、ＧａＮ成長の従来の方法と比較して、より薄いＧａＮ厚みは
転位自己破壊（ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ ｓｅｌｆ－ａｎｎｉｈｉｌａｔｉｏｎ）および
／または転位曲げ（ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ ｂｅｎｄｉｎｇ）のために必要である。い
くつかの実施形態では、任意の材料、鋳型、または基板上において低温でスパッタされた
ＧａＮは、ＧａＮの高温成長よりも著しく異なる密度のミスフィット転位を有する。いく
つかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶のＧａＮは、従来のプロセスによって形成さ
れたＧａＮよりも実質的に異なる点欠陥密度を含む。いくつかの実施形態では、２Ｄフォ
トニック結晶のＧａＮは、従来の方法によって形成されたＧａＮよりも小さいウェハの反
りを含む。いくつかの実施形態では、２Ｄフォトニック結晶のＧａＮは、従来の方法によ
って形成されたＧａＮと比較して、膜における実質的に異なる応力レベルを含む。いくつ
かのそのような実施形態では、膜の応力レベルはラマン分光法によって検出可能である。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、本発明のＧａＮ材料の、後のエピタキシャル成長は、任意の
適切な、発光デバイス、光検出デバイス、集光性デバイス、またはトランジスタデバイス
（垂直のキャリアフローを備えたトランジスタを含む）を結果としてもたらす。いくつか
の実施形態では、本発明のＧａＮ材料は、ＧａＮベースのディスプレイ（例えば携帯電話
、タブレット等）、ＧａＮベースの太陽電池、ＧａＮベースの検出器アレイ、ＧａＮベー
スの超大規模集積回路の応用、窓に対するＧａＮコーティング、ＧａＮベースの高温イン
ジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）の置換等により使用される。いくつかの実施形態では、本発
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明のＧａＮ材料のウェハは、およそ６インチ以下である直径を有する。いくつかの実施形
態では、本発明のＧａＮ材料のウェハは、およそ６インチよりも大きい直径を有する。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本発明のＧａＮ材料を作るためのマグネトロン反
応性スパッタリングシステムを提供する。いくつかの実施形態では、直流（ＤＣ）スパッ
タリングまたは無線周波数（ＲＦ）スパッタリングなどの他の適切なスパッタリング技術
が、使用される。いくつかの実施形態では、本発明のＧａＮ材料を作るためのシステムは
、窒素プラズマ源またはイオンガンを含む。いくつかの実施形態では、固体状態のガリウ
ムターゲットが使用され、ＥＡＬＳプロセスが本発明のＧａＮ材料を作るために実行され
る。いくつかのそのような実施形態では、固体状態のガリウムは、スパッタアップ（ｓｐ
ｕｔｔｅｒ ｕｐ）構成、スパッタダウン（ｓｐｕｔｔｅｒ ｄｏｗｎ）構成、またはスパ
ッタ横向き（ｓｐｕｔｔｅｒ ｓｉｄｅｗａｙｓ）構成を可能とする。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、本発明は、加熱された基板に極めて隣接して位置する（例え
ば約８インチ未満）固体のガリウム源を使用するスパッタＧａＮ成長プロセスを提供する
。いくつかの実施形態では、固体のガリウム源は、基板からさらに離れて置かれる。いく
つかの実施形態では、ウェハ基板は、摂氏１１００－１０００度（℃）の範囲まで、いく
つかの実施形態では１０００－９００℃の範囲まで、いくつかの実施形態では９００－８
００℃の範囲まで、いくつかの実施形態では８００－７００℃の範囲まで、いくつかの実
施形態では７００－６００℃の範囲まで、いくつかの実施形態では６００－５００℃の範
囲まで、いくつかの実施形態では５００－４００℃の範囲まで、およびいくつかの実施形
態では４００℃～室温の範囲まで、加熱される。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、スパッタリングガンの接近およびタイプ（例えば、均衡のと
れた、均衡を失った、および部分的に均衡のとれたもの）は、プロセスが、ＧａＮ膜への
損傷を最小化する一方で、スパッタリングガンのプラズマ相互作用により、所望の加えら
れる原子エネルギー（ａｄｄ－ａｔｏｍ ｅｎｅｒｇｙ）を達成することを可能とする。
いくつかの実施形態では、スパッタリングガンの源およびタイプの隣接によって引き起こ
されるイオン化は、転位曲げおよび／または転位自己破壊を可能とする。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、本発明のプロセスのために使用されるスパッタリングガンは
、全てが金属のガスケットシールを用いて製造され、および／またはスパッタリングガン
と共に使用されるＮ２の温度は、ガリウムが固体になることができるように、ガリウムの
融点以下で維持される。いくつかの実施形態では、様々なアルコール類などの熱伝達液体
が使用される。いくつかの実施形態では、スパッタリングターゲットの特有の寸法は、そ
のような冷却システムの２インチの直径よりも大きい。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、ガリウムガンが回転磁石スパッタリングガンを組み込むべき
利益が存在する。いくつかの実施形態では、インジウム窒化ガリウム（ＩｎＧａＮ）およ
び／またはアルミニウム窒化ガリウム（ＡｌＧａＮ）のような複合材料の共堆積のために
、リング状スパッタリングターゲットおよび／または多重リングスパッタリングターゲッ
トを使用するという他の利益が存在する。いくつかの実施形態では、ハフニウム、ジルコ
ニウム、またはケイ素はスパッタリングターゲットとして挙げられる。いくつかの実施形
態では、窒素中の希薄なＳｉＨ４が供給され、気体送達システムは、二重希釈システムを
含んでいる。いくつかの実施形態では、リング状スパッタリングターゲットは、原位置で
の反射率測定を可能とする。いくつかの実施形態では、無線周波数または直流法は両方と
も適用可能である。いくつかの実施形態では、ＥＡＬＳが使用される場合、ガリウムリッ
チ条件とガリウムリーン条件との間の変動は、温度、圧力、アルゴン、窒素、ガリウム源
電力、成長速度、または他のあらゆる適切な変数の変動により達成される。
【００５６】
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　いくつかの実施形態では、本発明は、下記工程のいずれか１つ以上を含むエピタキシャ
ルプロセスをマグネトロンスパッタリングに提供する：（１）ロードロックに入る任意の
数および／または大きさのウェハ基板またはウェハ基板カセットを含む、基板のあらゆる
組み合わせを提供する工程、（２）基板が、ケイ素、サファイヤ、ＧａＮ／サファイヤ、
ＡｌＮ／サファイヤ、ＧａＮ／ケイ素、ＡｌＮ／ケイ素 、サファイヤまたはケイ素上の
他の任意のＩＩＩＡ族窒化物などの他の任意の適切な鋳型である工程、（３）手動かロボ
ットによる移動の任意の適切な方法または機構によって、エピタキシャルチャンバーにウ
ェハ基板を移動させる工程、（４）ＡｌＮエピタキシャルスパッタリング（または他のＰ
ＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、またはＭＢＥチャンバーへとウェハ基板を置く工程であって、Ａｌ
Ｎはウェハ基板上で任意の厚みまで成長させられる（柱状または非柱状）、工程、（５）
手動かロボットによる移動の任意の適切な方法または機構によって、ＡｌＮ／ウェハ基板
を移動させる工程、（６）ＡｌＮ／基板ウェハを、ＧａＮのエピタキシャルスパッタリン
グチャンバーへと配置する工程であって、ＧａＮが、ＡｌＮ／ウェハ基板上でのスパッタ
リングによって、任意の厚みに成長させられる工程（いくつかの実施形態では、この工程
の間、ガリウムは固体状態であり、ＥＡＬＳプロセスが実行され、そして、いくつかの実
施形態では、随意のケイ素（Ｓｉ）、ハフニウム（Ｈｆ）、および／またはジルコニウム
（Ｚｒ）のドーピングが、プロセスに含まれる）、（７）手動かロボットによる移動の任
意の適切な方法または機構によって、スパッタリングされたＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板
を移動させる工程、（８）成長エピタキシャル金属ミラー（Ｇｒｏｗｎ－Ｅｐｉｔａｘｉ
ａｌ Ｍｅｔａｌ Ｍｉｒｒｏｒ）（ＧＥＭＭ）スパッタリングチャンバーへと、スパッタ
されたＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板を配置する工程であって、ＧＥＭＭの成長は、スパッ
タされたＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板上でのスパッタリングによって生じる、工程（いく
つかのそのような実施形態では、ＧＥＭＭの成長は、米国特許第７，９１５，６２４号、
第８，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号の記載に従って実施さ
れ、これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み込まれる）；いくつか
の実施形態では、プロセスは、必要に応じて、任意の順序または組み合わせで工程５、６
、７を繰り返す、（９）ＧＥＭＭ上でのスパッタリングによってＡｌＮの層を任意の適切
な厚みまで随意に成長させる工程、（１０）手動かロボットによる移動の任意の適切な方
法または機構によって、スパッタされたＧＥＭＭ／ＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板を移動さ
せる工程、（１１）スパッタリングによって任意の適切な厚みまで成長させられた、スパ
ッタされたＧａＮの最終的な層によって、スパッタされたＧＥＭＭ／ＧａＮ／ＡｌＮ／基
板を覆う工程、（１２）手動かロボットによる移動の任意の適切な方法または機構によっ
て、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板を移動させる工程、
および（１３）量子井戸（複数可）（活性領域としても知られている）およびｐ型層（複
数可）の成長のために、ＭＯＣＶＤ、ＭＢＥ、またはスパッタリング（または他のＰＶＤ
）システムへと、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＧａＮ／ＡｌＮ／ウェハ基板を配置
する工程。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、下記工程のいずれか１つ以上を含む成長プロセス
をエピタキシャル材料に提供する：（１）ロードロックに入る任意の数および／または大
きさのウェハ基板またはウェハ基板カセットを含む、基板のあらゆる組み合わせを提供す
る工程、（２）基板が、ケイ素、サファイヤ、ＧａＮ／サファイヤ、ＡｌＮ／サファイヤ
、ＧａＮ／ケイ素、ＡｌＮ／ケイ素 、サファイヤまたはケイ素上の他のあらゆるＩＩＩ
Ａ族窒化物などの他のあらゆる適切な鋳型である工程、（３）手動かロボットによる移動
の任意の適切な方法または機構によって、エピタキシャルチャンバーにウェハ基板を移動
させる工程、（４）ＡｌＮはウェハ基板上で任意の厚みまで成長させられる（柱状または
非柱状）、ＡｌＮエピタキシャルスパッタリング（または他のＰＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、ま
たはＭＢＥチャンバーへとウェハ基板を置く工程、（５）手動かロボットによる移動の任
意の適切な方法または機構によって、ＡｌＮ／ウェハ基板を移動させる工程、（６）ＧＥ
ＭＭの成長が、ＡｌＮ／ウェハ基板上でのスパッタリングによって生じる、成長エピタキ
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シャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）スパッタチャンバーへと、ＧａＮ／ＡｌＮ／基板ウェハを
配置する工程（いくつかのそのような実施形態では、ＧＥＭＭの成長は、米国特許第７，
９１５，６２４号、第８，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号の
記載に従って実施され、これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み込
まれる）；いくつかの実施形態では、プロセスは、必要に応じて、任意の順序または組み
合わせで工程１－６を繰り返す、（７）ＧＥＭＭ上でのスパッタリングによってＡｌＮの
層を任意の適切な厚みまで成長させる工程、（８）手動かロボットによる移動の任意の適
切な方法または機構によって、スパッタリングされたＧＥＭＭ／ＡｌＮ／ウェハ基板を移
動させる工程、（９）ＧＥＭＭ／ＡＩＮウェハ基板上でのスパッタリングによって任意の
適切な厚みまで成長させられた、スパッタされたＧａｎの最終的な層によって、スパッタ
されたＧＥＭＭ／ＡｌＮ／ウェハ基板を覆う工程（いくつかのそのような実施形態では、
ガリウムは固体状態であり、ＥＡＬＳプロセスが実行され、そしていくつかの実施形態で
は、Ｓｉ、Ｈｆ、Ｚｒのドーピングが生じる）、（１０）手動かロボットによる移動の任
意の適切な方法または機構によって、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＡｌＮ／ウェハ
基板を移動させる工程、および（１１）量子井戸（複数可）（活性領域としても知られて
いる）およびｐ型層（複数可）の成長のために、ＭＯＣＶＤ、ＭＢＥ、またはスパッタリ
ング（または他のＰＶＤ）システムへと、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＡｌＮ／ウ
ェハ基板を配置する工程。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、下記工程のいずれか１つ以上を含む成長プロセス
をエピタキシャル材料に提供する：（１）ロードロックに入る任意の数および／または大
きさのウェハ基板またはウェハ基板カセットを含む、基板のあらゆる組み合わせを提供す
る工程、（２）基板が、ケイ素、サファイヤ、ＧａＮ／サファイヤ、ＡｌＮ／サファイヤ
、ＧａＮ／ケイ素、ＡｌＮ／ケイ素 、サファイヤまたはケイ素上の他のあらゆるＩＩＩ
Ａ族窒化物などの他のあらゆる適切な鋳型である工程、（３）手動かロボットによる移動
の任意の適切な方法または機構によって、エピタキシャルチャンバーにウェハ基板を移動
させる工程、（４）ＧＥＭＭの成長がウェハ基板上でのスパッタリングによって生じる、
成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）スパッタチャンバーへと、基板ウェハを配置
する工程（いくつかのそのような実施形態では、ＧＥＭＭの成長は、米国特許第７，９１
５，６２４号、第８，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号の記載
に従って実施され、これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み込まれ
る。）、（５）手動かロボットによる移動の任意の適切な方法または機構によって、エピ
タキシャルチャンバーにＧＥＭＭ／ウェハ基板を移動させる工程、（６）ＡｌＮが任意の
適切な厚みまで成長させられる（柱状または非柱状）、ＡｌＮエピタキシャルスパッタリ
ングチャンバーへとＧＥＭＭ／ウェハ基板を配置する工程；いくつかの実施形態では、プ
ロセスは、必要に応じて、工程４－５を繰り返す、（７）ＧＥＭＭ上でのスパッタリング
によってＡｌＮの層を任意の適切な厚みまで随意に成長させる工程、（８）手動かロボッ
トによる移動の任意の適切な方法または機構によって、スパッタリングされたＧＥＭＭ／
ＡｌＮ／ＧＥＭＭ／ウェハ基板を移動させる工程、（９）ＧＥＭＭ／ＡＩＮ／ＧＥＭＭ／
ウェハ基板上でのスパッタリングによって任意の適切な厚みまで成長させられた、スパッ
タされたＧａｎの最終的な層によって、スパッタされたＧＥＭＭ／ＡｌＮ／／ＧＥＭＭ／
ウェハ基板を覆う工程（いくつかのそのような実施形態では、スパッタリングの間で使用
されるガリウムターゲットは固体状態であり、ＥＡＬＳプロセスが実行され、そしていく
つかの実施形態では、Ｓｉ、Ｈｆ、Ｚｒのドーピングが生じる）、（１０）手動かロボッ
トによる移動の任意の適切な方法または機構によって、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ
／ＡｌＮ／ＧＥＭＭ／ウェハ基板を移動させる工程、および（１１）量子井戸（複数可）
（活性領域としても知られている）およびｐ型層（複数可）の成長のために、ＭＯＣＶＤ
、ＭＢＥ、またはスパッタリング（または他のＰＶＤ）システムへと、スパッタされたＧ
ａＮ／ＧＥＭＭ／ＡｌＮ／ＧＥＭＭ／ウェハ基板を配置する工程。
【００５９】
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　いくつかの実施形態では、本発明は、下記工程のいずれか１つ以上を含む成長プロセス
をエピタキシャル材料に提供する：（１）ロードロックに入る任意の数および／または大
きさのウェハ基板またはウェハ基板カセットを含む、基板のあらゆる組み合わせを提供す
る工程、（２）基板が、ケイ素、サファイヤ、ＧａＮ／サファイヤ、ＡｌＮ／サファイヤ
、ＧａＮ／ケイ素、ＡｌＮ／ケイ素 、サファイヤまたはケイ素上の他のあらゆるＩＩＩ
Ａ族窒化物などの他のあらゆる適切な鋳型である工程（３）手動かロボットによる移動の
任意の適切な方法または機構によって、スパッタリングエピタキシャルチャンバーにウェ
ハ基板を移動させる工程、（４）ウェハ基板上で任意の適切な厚みまで、あらゆるＩＩＩ
Ａ族窒化物材料を成長させる（柱状または非柱状）工程、（５）手動かロボットによる移
動の任意の適切な方法または機構によって、ＩＩＩＡ族窒化物／ウェハ基板を移動させる
工程、（６） ＧＥＭＭの成長は、ＩＩＩＡ族窒化物／ウェハ基板上でのスパッタリング
によって生じる、ＧＥＭＭスパッタリングチャンバーへとＩＩＩＡ族窒化物／ウェハ基板
を配置する工程（いくつかのそのような実施形態では、ＧＥＭＭの成長は、米国特許第７
，９１５，６２４号、第８，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号
の記載に従って実施され、これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み
込まれる。）；いくつかの実施形態では、プロセスは、必要に応じて、任意の順序または
組み合わせで繰り返す、（７）ＧＥＭＭ上でのスパッタリングによってＡｌＮまたはあら
ゆる他のＩＩＩＡ族窒化物の層を任意の適切な厚みまで随意に成長させる工程、（８）手
動かロボットによる移動の任意の適切な方法または機構によって、スパッタリングされた
ＧＥＭＭ／ＩＩＩＡ族窒化物／ウェハ基板を移動させる工程、（９）ＧＥＭＭ／ＩＩＩＡ
族窒化物／ウェハ基板上でのスパッタリングによって任意の適切な厚みまで成長させられ
た、スパッタされたＧａｎの最終的な層によって、スパッタされたＧＥＭＭ／ＩＩＩＡ族
窒化物／ウェハ基板を覆う工程（いくつかのそのような実施形態では、ガリウムは凍結／
固体状態であり、ＥＡＬＳプロセスが実行され、そしていくつかの実施形態では、Ｓｉ、
Ｈｆ、Ｚｒのドーピングが実施される）、（１０）手動かロボットによる移動の任意の適
切な方法または機構によって、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＩＩＩＡ族窒化物／ウ
ェハ基板を移動させる工程、および（１１）量子井戸（複数可）（活性領域としても知ら
れている）およびｐ型層（複数可）の成長のために、ＭＯＣＶＤ、ＭＢＥ、またはスパッ
タリング（または他のＰＶＤ）システムへと、スパッタされたＧａＮ／ＧＥＭＭ／ＩＩＩ
Ａ族窒化物／ウェハ基板を配置する工程。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、ＩＩＩＡ族窒化物は、他のあらゆるＩＩＩＡ族窒化物、また
はＩＩＩＡ族窒化物層および／または化合物の任意の組み合わせによって、置き換えられ
る。加えて、いくつかの実施形態では、これらの材料は、ケイ素（Ｓｉ）、Ｈｆ、Ｚｒ、
および／またはマグネシウム（Ｍｇ）を含む。いくつかの実施形態では、ウェハおよび／
または基板は、材料特異的もしくはプロセス特異的なエピタキシャルスパッタリング（ま
たは他のＰＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、またはＭＢＥチャンバーもしくは設備の任意の組み合わ
せおよび／または任意の数内、またはその間で、任意の適切な（手動またはロボットによ
る）方法または機構によって、挿入されるか、動かされるか、または直接移動させられる
。いくつかの実施形態では、本発明のプロセスは、材料特異的なスパッタリング（もしく
は他のＰＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、またはＭＢＥエピタキシャルチャンバー内で、および／ま
たは 材料特異的なスパッタリング（もしくは他のＰＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、またはＭＢＥ
チャンバー内およびスパッタリング間での随意のウェハ移動（複数可）の任意の組み合わ
せで生じる。いくつかの実施形態では、本発明のプロセスは、ウェハ移動（複数可）をす
ることなく、材料特異的なスパッタリング（もしくは他のＰＶＤ）、ＭＯＣＶＤ、または
ＭＢＥエピタキシャルチャンバーで生じる。
【００６１】
　従来のスパッタリング技術によって窒化ガリウム（ＧａＮ）膜を成長させることは、低
い膜品質が原因で、有益でないと典型的には考慮される（例えば、従来のスパッタリング
技術によって成長させられたＧａＮ膜は、通常、６２０ａｒｃｓｅｃおよび／またはそれ
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よりも高い、特有のＸ線回折（ＸＲＤ）ロッキングカーブ半値全幅値を有する）。これら
スパッタされたエピタキシャル成長膜が、ＭＯＣＶＤまたはＭＢＥの方法によって産出で
きるものよりも、品質が低いと考えられるが故に、従来のスパッタエピタキシャル成長技
術（ｓｐｕｔｔｅｒｅｄ ｅｐｉｔａｘｉａｌ ｇｒｏｗｔｈ ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ）は
、意図されたドーピングを含めて設計されていない。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、本発明は、ケイ素（またはチタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（
Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、酸素（Ｏ）、硫黄（Ｓ）、セレン（Ｓｅ）、および／また
はテルル（Ｔｅ））などのドーピング元素で意図的にドープされ、約５ｘ１０１６／ｃｍ
３のバックグラウンド電子濃度（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｃｏｎｃｅｎ
ｔｒａｔｉｏｎ）を有するｎ型ドーピングＧａＮ（非意図的にもドープされることもある
と知られている）を提供し、１ｘ１０１８／ｃｍ３～５ｘ１０２０／ｃｍ３などの５ｘ１
０１６／ｃｍ３より高い電子濃度、またはそれ以上を達成する。いくつかの実施形態では
、これらの意図的にドープされた材料の電子濃度（ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｃｏｎｃｅｎｔｒ
ａｔｉｏｎｓ）は、オーム接点を作るために使用され、導電性材料として使用される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、本発明は、以下の１つ以上を含む随意のｎ型ドーピングで、
スパッタすることにより高品質のＧａＮを成長させるための方法を提供する：（１）ウェ
ハ、チャンバー、およびウェハホルダーのガスを抜く工程、（２）ＧａＮ核形成であって
、ここで、ＧａＮ核形成は、（ａ）吸着原子が、初期のエピタキシャル成長を引き起こす
ための、鋳型の表面におけるエネルギー的に有利な位置を見つけられるように、吸着原子
エネルギーを与えるように温度を設定すること、（ｂ）プラズマの形成を可能とするよう
にチャンバーの真空圧力を設定すること、（ｃ）チャンバーにプラズマガスを供給するこ
と、（ｄ）チャンバーに窒素ガスを供給すること、（ｅ）ガリウムを提供するために固体
のガリウム（Ｇａ）ターゲットのガンに電力を提供し、吸着原子が初期のエピタキシャル
成長を引き起こすための鋳型の表面におけるエネルギー的に有利な位置を見つけられるよ
うに、吸着原子エネルギーを与えること、を含み、ここで、前記方法はさらに、（３）一
旦核形成が最小の厚みに到達されると、プラズマガス源を止める工程と、（４）ＧａＮ層
上での最善のＧａＮ成長を可能とするために、適切な温度および気体フロー、およびＧａ
ガンターゲット電力で、ＧａＮを成長させる工程であって、ここで、ＧａＮスパッタリン
グはドーピングを含み、該ドーピングは、（ａ）ドーパントの同時スパッタリングと、（
ｂ）ドーパントの熱蒸発と、（ｃ）ドーパントのｅ－ビーム蒸発と、（ｄ）スパッタリン
グガン中のドーパントを用いるＧａ混合と、（ｅ）キャリヤガス（Ｈ２、Ｎ２、Ａｒ、Ｘ
ｅ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｒｎ等）中の、希薄なＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、テトラエチルシラン、お
よび／またはドーパント（Ｓｉ）を保持する他の反応物 の例を含むドーパント反応物の
ガス圧入と、（ｆ）ケイ素のイオン注入ドーピングと、を含む、工程と、を含み、ここで
、前記方法はさらに、（５）いかなる潜在的なガリウム小滴も取り除くほど高い温度まで
温度を上げ、ガリウム小滴がなくなるまで寝かせる工程と、（６）上述の変数のいずれか
を、必要に応じオフにし、ウェハを取り除く工程と、を含む。
【００６４】
　ＧａＮ産業は、Ｘ線回折（ＸＲＤ）００２（対称）ピークおよび１０２（非対称）ピー
クの両方の、それらの結果としてもたらされるデバイスに関する品質の測定のための、ω
ロッキングカーブの半値全幅（ＦＷＨＭ）値に関心がある。いくつかの実施形態では、本
発明は、００２ピークおよび１０２ピークの両方のＦＷＨＭ値が、１０００ａｒｃｓｅｃ
未満、いくつかの実施形態では６００ａｒｃｓｅｃ未満、およびいくつかの実施形態では
３００ａｒｃｓｅｃ未満、およびいくつかの実施形態では２００ａｒｃｓｅｃ未満、およ
びいくつかの実施形態では１００ａｒｃｓｅｃ未満となることを可能とする、スパッタリ
ングＧａＮプロセスを提供する。本発明のいくつかの実施形態では、００２ピークのＦＷ
ＨＭは、５００ａｒｃｓｅｃ未満であり、１０２ピークのＦＷＨＭは１０００ａｒｃｓｅ
ｃ未満である。
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【００６５】
　本発明のいくつかの実施形態では、００２ピークのＦＷＨＭは、４００ａｒｃｓｅｃ未
満であり、１０２ピークのＦＷＨＭは８００ａｒｃｓｅｃ未満である。いくつかの実施形
態では、００２ピークのＦＷＨＭは、３００ａｒｃｓｅｃ未満であり、１０２ピークのＦ
ＷＨＭは６００ａｒｃｓｅｃ未満である。いくつかの実施形態では、００２ピークのＦＷ
ＨＭは、３００ａｒｃｓｅｃ未満であり、１０２ピークのＦＷＨＭは５００ａｒｃｓｅｃ
未満である。いくつかの実施形態では、００２ピークのＦＷＨＭは、３００ａｒｃｓｅｃ
未満であり、１０２ピークのＦＷＨＭは４００ａｒｃｓｅｃ未満である。いくつかの実施
形態では、００２ピークのＦＷＨＭは、２５０ａｒｃｓｅｃ未満であり、１０２ピークの
ＦＷＨＭは３５０ａｒｃｓｅｃ未満である。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、成長させられたＧａＮが１０００ａｒｃｓｅｃ未
満の、００２ピークおよび１０２ピークの両方のωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ
）Ｘ線回折計測値を有するように、物理蒸着法（ＰＶＤ）によって（例えばスパッタリン
グによって）窒化ガリウム（ＧａＮ）を成長させる工程を含む方法を提供する。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、本発明は：（１）スパッタリングによってＧａＮを成長させ
ている間に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、および／またはＴｅのいずれかを
同時スパッタリングする工程と、（２）スパッタリングによってＧａＮを成長させている
間に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、および／またはＴｅを熱蒸発させる工程
と、（３）スパッタリングによってＧａＮを成長させている間に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈ
ｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、および／またはＴｅをｅ－ビーム蒸発させる工程と、（４）Ｓｉ、Ｔ
ｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、および／またはＴｅを用いてＧａ混合して、ｎ型ＧａＮ
を成長させる工程と、（５）スパッタリングによりＧａＮを成長させている間に、キャリ
ヤガス（Ｈ２、Ｎ２、Ａｒ、Ｘｅ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｒｎ・・・）中の、希薄なＳｉＨ４、Ｇ
ｅＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、テトラエチルシラン、および／または既に言及されている元素を保
持する他の反応物 をガス圧入する工程と、（６）スパッタリングによってＧａＮを成長
させている間に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、および／またはＴｅをイオン
注入ドーピングする工程と、を提供する。いくつかの実施形態では、本発明はさらに、（
７）他のＩＶ族元素ドーピング（例えばいくつかの実施形態ではＧｅまたはＳｎ）、（８
）上記の元素の任意の組み合わせの共ドーピング、（９）界面活性剤（例えばＩｎ）で強
められたｎ－ドーピング、（１０）特別なドーピングプロファイルまたは内部電界を引き
起こすように調節されたドーピング、および／または（１１）上述の元素のいずれかのデ
ルタドーピング、を含む。いくつかの実施形態では、本発明は、成長を修正するか強める
ための界面活性剤の応用を含む。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載された方法を使用して成長させられたＧａＮ
は、０－５ａｒｃｓｅｃ；いくつかの実施形態では、５－１０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；
いくつかの実施形態では、１０－１５ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では
、１５－２０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、２０－２５ａｒｃｓｅ
ｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、２５－３０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつか
の実施形態では、３０－４０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、４０－
５０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、５０－１００ａｒｃｓｅｃのＦ
ＷＨＭ；いくつかの実施形態では、１００－１５０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの
実施形態では、１５０－２００ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、２０
０－２５０ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、２５０－３００ａｒｃｓ
ｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では、３００－４００ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；い
くつかの実施形態では、４００－５００ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態で
は、５００－６００ａｒｃｓｅｃのＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では６２０ａｒｃｓｅ
ｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では６００ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつ
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かの実施形態では５００ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では４００ａ
ｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では３００ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ
；いくつかの実施形態では２４０ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では
２００ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では１００ａｒｃｓｅｃ未満の
ＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では５０ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形
態では４０ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では３０ａｒｃｓｅｃ未満
のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では２７ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施
形態では２５ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では２０ａｒｃｓｅｃ未
満のＦＷＨＭ；いくつかの実施形態では１０ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；およびいくつ
かの実施形態では５ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭ；の（００２ピークおよび／または、１
０２ピークの）ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、本発明は、成長させられたＧａＮが、６２０ａｒｃｓｅｃ未
満の、ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有するように、物理蒸
着法（ＰＶＤ）によって（例えばスパッタリングによって）窒化ガリウム（ＧａＮ）を成
長させる工程を含む方法を提供する。いくつかの実施形態では、成長させられたＧａＮは
、１０００ａｒｃｓｅｃ未満のωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値
を有する。いくつかの実施形態では、方法はさらに、ＧａＮのＰＶＤの間に、ケイ素（Ｓ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、酸素（Ｏ）、硫黄
（Ｓ）、セレン（Ｓｅ）、およびテルル（Ｔｅ）から成る群から選択された少なくとも１
つのドーパントを同時スパッタリングすることによって、ＧａＮをドープする工程を含む
。いくつかの実施形態では、方法はさらに、ＧａＮのＰＶＤの間に、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、
Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つを熱により蒸発
させることによって、ＧａＮをドープする工程をさらに含む。いくつかの実施形態では、
方法はさらに、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択さ
れる少なくとも１つをｅ－ビーム蒸発することによって、ＧａＮをドープして、ＧａＮの
ＰＶＤを持続させる工程をさらに含む。
【００７０】
　方法のいくつかの実施形態では、ＧａＮの成長は、ＧａＮをドープして、Ｇａと、Ｓｉ
、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つ
との混合物を使用してｎ型ＧａＮを形成する工程を含む。いくつかの実施形態では、方法
はさらに、希薄な：ＳｉＨ４、ＧｅＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、テトラエチルシラン、および／ま
たは他の反応物から成る群から選択される少なくとも１つをガス圧入すること；およびキ
ャリヤガス（Ｈ２、Ｎ２、Ａｒ、Ｘｅ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｒｎ、または同種のもの）を保持し
、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択される少なくと
も１つをガス圧入すること；によってＧａＮをドープして、ＧａＮのＰＶＤを持続させる
工程を含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ
、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つをイオン注入ドーピングする
ことによってＧａＮをドープして、ＧａＮのＰＶＤを持続させる工程をさらに含む。
【００７１】
　方法のいくつかの実施形態では、ＧａＮのドーピングは、前に詳述された元素の代わり
に、または加えて、ゲルマニウム（Ｇｅ）およびスズ（Ｓｎ）から成る群から選択された
少なくとも１つのドーパントを使用する。いくつかの実施形態では、ＧａＮのドーピング
は、界面活性剤に強められた（例えばＩｎ）ｎ－ドーピングを含む。いくつかの実施形態
では、ＧａＮのドーピングは、特別なドーピングプロファイルまたは内部電界を引き起こ
すように調節されたドーピングを含む。いくつかの実施形態では、ＧａＮのドーピングは
、前に詳述された元素のいずれかをデルタドーピング（ｄｅｌｔａ ｄｏｐｉｎｇ）する
ことを含む。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、本発明は、成長させられたＧａＮが（００２面（ｐｌａｎｅ
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）および／または１０２面における）２５ａｒｃｓｅｃ未満のωロッキングカーブ半値全
幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有するように、物理蒸着法（ＰＶＤ）により（例えばい
くつかの実施形態ではスパッタリングにより）窒化ガリウム（ＧａＮ）を成長させる工程
を含む、方法を提供する。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、本発明は、成長させられたＧａＮが１０００ａｒｃｓｅｃ未
満の、００２ピークおよび１０２ピークの両方のωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ
）Ｘ線回折計測値を有するように、物理蒸着法（ＰＶＤ）によって（例えば、いくつかの
実施形態ではスパッタリングによって）窒化ガリウム（ＧａＮ）を成長させる工程を含む
方法を提供する。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、エピタキシャルＧａＮをスパッタリングする工程
と；スパッタリングの間に、意図されたｎ型ドーピングと；を含む方法を提供する。方法
のいくつかの実施形態では、ドーピングは、ケイ素（Ｓｉ）を同時スパッタリングする工
程を含む。いくつかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉの熱蒸発を含む。いくつかの実
施形態では、ドーピングは、Ｓｉのｅ－ビーム蒸発を含む。いくつかの実施形態では、ス
パッタリングはＧａとＳｉの混合物を含むターゲット材を使用することを含む。いくつか
の実施形態では、ドーピングは、Ｓｉを保持するキャリヤガス（例えばＨ２、Ｎ２、Ａｒ
、Ｘｅ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｒｎ等）で、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、テトラエチルシラン、および
／または他の反応物（いくつかの実施形態では、希薄な部分）をガス圧入することを含む
。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉのイオン注入ドーピングを含む。いくつ
かの実施形態では、ドーピングは、ケイ素（Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚ
ｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、酸素（Ｏ）、硫黄（Ｓ）、セレン（Ｓｅ）、およびテルル（
Ｔｅ）から成る群から選択された少なくとも１つをスパッタリングすることを含む。いく
つかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、およびＴ
ｅから成る群から選択される少なくとも１つの熱蒸発を含む。いくつかの実施形態では、
ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、およびＴｅから成る群から選択
される少なくとも１つのｅ－ビーム蒸発を含む。いくつかの実施形態では、スパッタリン
グは、Ｇａと、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、ＳｅおよびＴｅから成る群から選択さ
れる少なくとも１つとの混合物を含むターゲット材を使用することを含む。いくつかの実
施形態では、ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、およびＴｅから成
る群から選択される少なくとも１つを保持するキャリヤガス（例えばＨ２、Ｎ２、Ａｒ、
Ｘｅ、Ｈｅ、Ｋｒ、Ｒｎ等）で、ＳｉＨ４、２Ｈ６、テトラエチルシラン、および／また
は他の反応物をガス圧入することを含む。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、お
よびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つのドーパントのイオン注入ドーピング
を含む。いくつかの実施形態では、ドーピングは、特別なドーピングプロファイルまたは
内部電界を引き起こすために、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、およびＴｅから
成る群から選択される少なくとも１つのドーパントを使用して調節されたドーピングを含
む。いくつかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、
およびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つのドーパントをデルタドーピングす
ることを含む。いくつかの実施形態では、ドーピングは、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｏ、
Ｓ、Ｓｅ、およびＴｅから成る群から選択される少なくとも１つのドーパントを共ドーピ
ングすることを含む。いくつかの実施形態では、ドーピングは界面活性剤（例えばＩｎ）
で強められたｎ－ドーピングを含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、前述され
た元素の代わりに、または加えて、他のＩＶ族元素ドーピング（例えばいくつかの実施形
態ではＧｅまたはＳｎ）を含む。
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【００７７】
　図６Ａは、図３のＧａＮ構造（３０１）において明示された、ＡｌＮ層およびＧａＮ層
に関する厚さ（ナノメートル）の表（６０１）である。いくつかの実施形態では、表（６
０１）の各行は、ＡｌＮ層（例えば図３の層３０６）の厚みの範囲と、ＧａＮ層（例えば
図３の層（３０７）および／または層３０８）の少なくとも１つの厚みの対応する範囲と
を指す。いくつかの実施形態では、ＡｌＮ層の厚みはおよそ単分子層の厚み～２１０ナノ
メートル（ｎｍ）までの範囲であり、ＧａＮ層の厚みはおよそ１０～２０，０００ｎｍの
範囲である。
【００７８】
　図６Ｂは、表（６０１）の続きである。
【００７９】
　図７Ａは、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関する、ωロッキ
ングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折（ＸＲＤ）値（ａｒｃｓｅｃ）を示す表（７０
１）である。表（７０１）は、００２（対称）および１０２（非対称）ピークの両方のロ
ッキングカーブ値を含む。いくつかの実施形態では、ロッキングカーブ値は、通常、Ａｌ
Ｎ厚みが減少すると共に減少する。いくつかの実施形態では、通常は、より小さなロッキ
ングカーブ値がより好ましい。
【００８０】
　図７Ｂは、表（７０１）の続きである。いくつかの実施形態では、ＧａＮ ００２ピー
クのＦＷＨＭ値は、およそ１４．４～６１９ａｒｃｓｅｃの範囲であり、ＧａＮ １０２
ピークのＦＷＨＭ値は、およそ０～２５１５ａｒｃｓｅｃの範囲である。いくつかの実施
形態では、本発明は、表（１２０１）およびスパッタリングプロセスで示されたＡｌＮの
厚みで、２５０ａｒｃｓｅｃ未満の００２ピーク値と５５０ａｒｃｓｅｃ未満の１０２ピ
ーク値との組み合わせを提供する（本発明によって提供された、いくつかのＦＷＨＭの実
施形態に関する表（１３０１）を参照されたい；表（１３０１）の各行は、ＧａＮの００
２ピークと１０２ピークのＦＷＨＭ値の範囲を指す。）。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）－ベースのデバイスを生
産する方法を提供し、該方法は、基板を提供する工程と；窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を
基板上へとスパッタリングする工程と；ＧａＮの第１の層が２５０ａｒｃｓｅｃ未満であ
る、００２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定値
、および５５０ａｒｃｓｅｃ未満である、１０２ピークのＦＷＨＭ ＸＲＤ測定値を有す
るように、ＡｌＮ上へとＧａＮの少なくとも第１の層をスパッタリングする工程と；を含
む。
【００８２】
　方法のいくつかの実施形態では、ＧａＮの第１の層は、およそ１０～２００００ナノメ
ートル（ｎｍ）の範囲の厚みを有し、ここでＡｌＮは、およそ５～２１０ｎｍの範囲の厚
みを有する。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）－ベースのデバイスを提
供し、該デバイスは、基板と；基板上の窒化アルミニウム（ＡｌＮ）の第１の層と；Ａｌ
Ｎの第１の層上のＧａＮの少なくとも第２の層と；を含み、ここで、ＧａＮの第２の層は
、２５０ａｒｃｓｅｃ未満である、００２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨ
Ｍ）Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定値、および５５０ａｒｃｓｅｃ未満である、１０２ピークの
ＦＷＨＭ ＸＲＤ測定値を有する。
【００８４】
　装置のいくつかの実施形態では、ＧａＮの第１の層は、およそ１０～２００００ナノメ
ートル（ｎｍ）の範囲の厚みを有し、ここでＡｌＮは、およそ１モノレイヤー～２１０ｎ
ｍの範囲の厚みを有する。
【００８５】
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　いくつかの実施形態では、本発明は、サファイヤ上でガリウム極（Ｇａ極）窒化ガリウ
ム（ＧａＮ）を成長させるための方法を提供する（いくつかのそのような実施形態では、
サファイヤは、実質的にｃ－面配向のサファイヤであり；いくつかの実施形態では実質的
にｒ－面配向のサファイヤであり；いくつかの実施形態では実質的にｍ－面配向のサファ
イヤであり；いくつかの実施形態では実質的にａ－面配向のサファイヤである。）。いく
つかの実施形態では、方法は以下うちの１つ以上を含む：（１）基板の準備であって（い
くつかの実施形態では、工程１は随意である）、ここで、該基板の準備は、（ａ）化学洗
浄（エピレディおよび／もしくは脱脂、ならびに／または化学的エッチング）と、（ｂ）
空気よりも低い圧力および高い温度（例えば、いくつかの実施形態では、１ｅ－６Ｔｏｒ
ｒの真空、８００～９００℃未満の基板温度）での真空ガス抜きと、を含む基板の準備；
（２）表面窒化であって、ここで該表面窒化は、（ａ）継続時間の間に、あるＲＦ電力（
ＲＦ ｐｏｗｅｒ）、Ｎ２流量、基板温度で、Ｎ２無線周波数（ＲＦ）プラズマを提供す
ること（例えば、いくつかの実施形態では、ＲＦ電力：３００～５００ワット（Ｗ）、Ｎ

２フロー：２～９標準立法センチメートル毎分（ＳＣＣＭ）、基板温度：３００～９００
℃、継続時間：１０～６０分）と、（ｂ）窒化の間に反射高速電子線回折（ＲＨＥＥＤ）
を随意にモニタリングすることと、を含む表面窒化；ＡｌＮバッファを形成する工程であ
って（いくつかの実施形態では、工程３は随意である）、ここで、該ＡｌＮバッファを成
形する工程は、（ａ）マグネトロンガン上のＲＦ電力、窒素フロー、基板温度の上昇、お
よびＡｌ／Ｎのフラックス比（例えば、いくつかの実施形態では、Ｒｆ電源：３００～８
００Ｗ、Ｎ２フロー：２～５ＳＣＣＭ、基板温度：７００～８５０℃、Ａｌ／Ｎのフラッ
クスは１：１よりもわずかに大きい）で、ＡｌＮの層（例えば、いくつかの実施形態では
、５ナノメートル（ｎｍ）～５０ｎｍのＡｌＮ（またはＡｌＧａＮ））を堆積させること
、（ｂ）いくつかの実施形態では、５秒間Ａｌを堆積させ、次にＲＦ活性窒素プラズマを
１０秒提供し（一回以上）、次に１分間ＡｌＮを堆積させ、その後３０秒アニールし（一
回以上）、次に、最後のＮ２アニールする（表面上の余分なＡｌを使用するのにちょうど
十分）こと、（ｃ）サファイヤから、拡散されたＡｌＮ、筋のあるＡｌＮまでのＲＨＥＥ
Ｄパターンの変化を随意にモニタリングすること、および（ｄ）余分な金属アニールの回
数をモニタリングするために光学反射率測定を随意に使用すること、を含む、ＡｌＮバッ
ファを形成する工程。いくつかの実施形態では、鋳型が上記の工程（１）から（３）に記
載されるようなＡｌＮである場合、ガリウムが堆積させられ、続いてＡｌＮ表面から酸素
を取り除くために蒸発させられる。いくつかの実施形態では、方法はさらに、（４）Ｇａ
Ｎ核形成であって、ここで、該ＧａＮ核形成は、（ａ）１０～１００ｎｍの高温Ｎリッチ
ＧａＮを提供する（例えば、いくつかの実施形態では、ＲＦ電源：３００～５００Ｗ、Ｎ
２フロー：２～５ＳＣＣＭ、基板温度：７００～８５０℃、Ｇａ／Ｎフラックス比は１：
１未満）こと、（ｂ）筋のある（ｓｔｒｅａｋｙ）シェブロンから延ばされたシェブロン
まで（２次元（２Ｄ）回折から３次元（３Ｄ）回折まで）ＲＨＥＥＤパターンを随意にモ
ニタリングすること、（ｃ）意図された粗面処理に対応する反射率測定強度を随意にモニ
タリングすること；（５）ＧａＮ平滑層を形成することであって、ここで、該ＧａＮ平滑
層を形成する工程は、（ａ）１００～５００ｎｍの高温ＧａリッチＧａＮを提供する（例
えば、いくつかの実施形態では、ＲＦ電源：３００～５００Ｗ、Ｎ２フロー：２～５ＳＣ
ＣＭ、基板温度：７００～８５０℃、Ｇａ／Ｎフラックス比は１：１よりも大きい）こと
、（ｂ）Ｎ２（ＲＦプラズマオフ）下で、かつ基板温度の上昇で（例えば、いくつかの実
施形態では７００から８００℃）で、余分なＧａを取り除くこと、（ｃ）伸長された山形
から筋のある山形まで（３Ｄから２Ｄ回折まで）ＲＨＥＥＤパターンを随意にモニタリン
グすること；（６） 厚いＧａＮ欠陥低減層を形成することであって、ここでＧａＮ欠陥
低減層を形成することは、（ａ）１～５μｍのわずかにＧａリッチなＧａＮを提供する（
例えば、いくつかの実施形態では、ＲＦ電源：３００～５００Ｗ、Ｎ２フロー：２～５Ｓ
ＣＣＭ、基板温度：４００～８００℃、Ｇａ／Ｎフラックス比はおよそ１：１よりも大き
く、成長速度は０．１μｍ／時よりも早い）こと、（ｂ）およそ１５～３０分毎に、Ｎ２

（ＲＦプラズマオフ）下で、かつ基板温度の上昇（例えば、いくつかの実施形態では、７



(26) JP 2019-524982 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

００から８００℃）で、余分なＧａを取り除くこと、（ｃ）ＧａＮ厚みが増大する共によ
り鮮明な筋を示すＲＨＥＥＤパターンを随意にモニタリングすること、（ｄ）光学反射率
測定を随意に使用して、成長速度、成長モードの変化、および余分なＧａアニールの回数
をモニタリングすること、（ｅ）エピタキシャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）、プ
ラズマ促進化エピタキシー、視射角イオン促進成長、薄いＡｌＮ中間層、およびＡｌＮ／
ＧａＮ短周期超格子などの欠陥低減技術、または他のあらゆる適切な欠陥低減技術を随意
に使用すること、（ｆ）上記のようなドーピング方法（例えば、いくつかの実施形態では
、窒素中の希薄な濃度のＳｉＨ４がチャンバーへと注入される）を随意に使用すること、
を含む、ＧａＮ欠陥低減層を形成すること、を含む。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、貫通転位（ＴＤ）密度減少（すなわちＴＤフィル
タリング）のために使用される、および／またはサファイヤとシリコン基板上で成長させ
られた、ＧａＮとＡｌＧａＮの層および構造におけるひずみ制御および製造のために使用
されるＩＩＩＡ族窒化物ＡｌＮ／ＧａＮおよびＡｌＮ／ＡｌＧａＮ超格子（ＳＬ）構造を
提供する。いくつかのそのような実施形態では、本明細書に記載されたスパッタリング技
術（いくつかの実施形態では、エピタキシャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）を含む
）は、従来の方法よりもはるかに低い成長温度で、高品質なＴＤフィルタリングおよびひ
ずみ制御構造を形成するために使用される。いくつかの実施形態では、ＩＩＩＡ族窒化物
ＳＬ構造は、平滑な界面を促進する条件下で成長させられた、５０～１００周期の３ｎｍ
～５ｎｍのＡｌＮ、１０ｎｍ～３０ｎｍのＧａＮまたはＡｌＧａＮを含む。いくつかの実
施形態では、本発明は、ＧａＮ／ＨｆＮおよびＧａＮ／ＺｒＮ ＳＬなどの、周期的な格
子整合ＩＩＩ窒化物／金属窒化物層を含むＳＬ構造を提供する（いくつかのそのような実
施形態において、ＳＬ構造は、ＡｌＮの非常に高い抵抗率が理由で、ＡｌＮ／ＧａＮ Ｓ
Ｌと比較して、高い面外電気伝導率を付加的に有する。）。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）－ベースのデバイスを生
産する方法を提供し、該方法は、窒化アルミニウムを含む基板鋳型を提供する工程と；基
板鋳型上に１つ以上の窒化ガリウム（ＧａＮ）核形成層を堆積させる工程と；１つ以上の
ＧａＮ核形成層上へとＧａＮ平滑層を堆積させる工程と；ＧａＮ平滑層上へと厚いＧａＮ
欠陥低減層を堆積させる工程と；を含む。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、スパッタエピタキシーは、（１）有機金属前駆体がない、（
２）（従来のエピタキシー技術と比較して）より低いプロセス温度、（３）より大きいウ
ェハ、（４）集積化を可能とする優れたサーマルバジェット、を含む複数の利益を提供す
る。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、本発明は、以下を含むシステムおよび方法を提供する：Ａｌ
Ｎ核形成層のＰＶＤ（例えば、いくつかの実施形態では、スパッタリング）（いくつかの
実施形態では、５分間のＰＶＤは、最大約１．５時間のＭＯＣＶＤと置き換えることがで
きる）、ＧａＮ：Ｈｆ鋳型のＰＶＤ（いくつかの実施形態では、約５００ｎｍのＧａＮ：
Ｈｆは、ＧａＮ：Ｈｆの導電率が非常に高いが故に、最大約５μｍのＭＯＣＶＤ ＧａＮ
と置き換えることができる）、ＨｆＮ／ＧａＮ：Ｈｆ分布ブラッグ反射器（ＤＢＲ）の鋳
型のＰＶＤ（いくつかの実施形態では、ＨｆＮ／ＧａＮ：Ｈｆ ＤＢＲ鋳型のＰＶＤは、
ＧａＮに対して格子整合し、９９．９９％の反射率および高導電性を有する光学的マイク
ロキャビティデバイスを可能とする）。
【００９０】
　図８Ａは、電子機器および固体素子照明（ｓｏｌｉｄ－ｓｔａｔｅ ｌｉｇｈｔｉｎｇ
）（ＳＳＬ）のための、鋳型およびデバイスエピタキシーシステム（８０１）の概略図で
ある。いくつかの実施形態では、システム（８０１）は、金属ミラーデバイス（８６０）
を生産するためにベアウェハ（８５０）上で処理を実施する。いくつかの実施形態では、
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システム（８０１）は複数のモジュール（８０５－８１０）を含む（いくつかのそのよう
な実施形態では、複数のモジュール（８０５－８１０）の各１つは別々の堆積チャンバー
であり；他の実施形態では、複数のモジュール（８０５－８１０）は単一の堆積チャンバ
ー内に含まれる）。いくつかの実施形態では、システム（８０１）は、本明細書に記載さ
れたＰＶＤプロセスの１つ以上を使用して、ＡｌＮの核形成層を生成するように構成され
た窒化アルミニウム（ＡｌＮ）－核形成モジュール（８０５）を含む（いくつかのそのよ
うな実施形態では、ＡｌＮ核形成層の厚みは、およそ２５ナノメートル（ｎｍ）である）
。いくつかの実施形態では、システム（８０１）はさらに、１つ以上のＧＥＭＭ層を生成
するように構成された、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）モジュール（８０６
）を含む（いくつかのそのような実施形態では、ＧＥＭＭ層（複数可）は、米国特許第７
，９１５，６２４号、第８，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号
の記載に従って生成され、これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み
込まれる）。いくつかの実施形態では、システム（８０１）はさらに、ＧａＮモジュール
（８０７、８０８、８０９、および８１０）を含み、これらのモジュールは、本明細書に
記載されたＰＶＤプロセスの１つ以上を使用して１つ以上のＧａＮ層を生成するように構
成される（例えば、いくつかの実施形態では、Ｈｆ：ＧａＮの１つ以上の層が、ＧａＮモ
ジュール（８０７、８０８、８０９、および／または８１０）において生成される）。
【００９１】
　図８Ｂは、電子機器およびＳＳＬのための鋳型およびデバイスエピタキシーシステム（
８０２）の概略図である。いくつかの実施形態では、システム（８０２）は、ＬＥＤ－レ
ディデバイス（ＬＥＤ－ｒｅａｄｙ ｄｅｖｉｃｅ）（８７０）を生産するためにベアウ
ェハ（８５０）上で処理を実施する。いくつかの実施形態では、システム（８０２）は複
数のモジュール（８０５－８０８、および８２０－８２１）を含む（いくつかのそのよう
な実施形態では、複数のモジュール（８０５－８０８および８２０－８２１）の各１つは
、別々の堆積チャンバーであり；他の実施形態では、複数のモジュール（８０５－８０８
および８２０－８２１）は単一の堆積チャンバー内に含まれている）。いくつかの実施形
態では、ＧａＮモジュール（８０９および８１０）の代わりに、システム（８０２）は、
ＭＯＣＶＤモジュール（８２１および８２２）を含み、そのＭＯＣＶＤモジュールはＭＯ
ＣＶＤ処理を提供するように構成される。
【００９２】
　図９は、電子機器およびＳＳＬのための鋳型およびデバイスエピタキシープロセス（９
０１）の概略図である。いくつかの実施形態では、プロセス（９０１）は工程（Ａ）、（
Ｂ）、および（Ｃ）を含む。いくつかの実施形態では、工程（Ａ）は、本明細書に記載さ
れたＰＶＤプロセスの１つ以上（例えば、いくつかの実施形態では、スパッタリング）を
使用して、サファイヤ基板（９０５）上にＡｌＮ（９０６）の核形成層を生成することを
含み、ここでＡｌＮ核形成層（９０６）は、およそ２５ｎｍの厚みを有する（いくつかの
そのような実施形態では、工程（Ａ）は、図８Ａのモジュール（８０５）で実施される）
。いくつかの実施形態では、工程（Ｂ）は、本明細書に記載されたＰＶＤプロセスの１つ
以上（例えば、いくつかの実施形態では、スパッタリング）を使用して、ＡｌＮ核形成層
（９０６）上に、Ｈｆ：ＧａＮの層（９０７）を生成する工程を含む。いくつかの実施形
態では、工程（Ｂ）は、図８Ａのモジュール（８０７、８０８、８０９、および／または
８１０）において実施される。いくつかの実施形態では、工程（Ｃ）は、上で導入され、
かつ引用によって本明細書に組み込まれている米国特許第７，９１５，６２４号、第８，
２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号のＧＥＭＭ記載に基づいて、
層（９０７）上に、Ｈｆ：ＧａＮおよびＨｆＮのＮ周期の交互層（例えば分布ブラッグ反
射器）（９０８）を生成する工程を含む（いくつかのそのような実施形態では、工程（Ｃ
）は、図８ＡのＧＥＭＭモジュール（８０６）において実施される）。いくつかの実施形
態では、１つ以上の工程（Ａ）、（Ｂ）、および（Ｃ）は、ＭＯＣＶＤプロセスを使用し
て、ｎ型ＧａＮ層（９２０）と、ｐ型ＧａＮ／多重量子井戸（ＭＱＷ）層（９２１）を生
成することを含む（いくつかのそのような実施形態では、層（９２０）の厚みはおよそ５
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マイクロメートル（μｍ）であり；他のそのような実施形態では、層（９２０）の厚みは
およそ１μｍ未満である）。いくつかの実施形態では、層（９２０および９２１）は、図
８Ｂのモジュール（９２０および／または９２１）において生成される。
【００９３】
　図１０は、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたハフニウムドープ窒化ガリ
ウムに関する、ｎ型キャリア濃度（１立方センチメートル当たり）対吸着原子移動度（ｃ
ｍ２／Ｖ・ｓ）を示すグラフ（１００１）である。
【００９４】
　図１１は、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関する、Ｘ線回折
（ＸＲＤ）データを示すグラフ（１１０１）である。いくつかの実施形態では、００２ピ
ークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）値は、３００ａｒｃｓｅｃである。
【００９５】
　図１２は、後のＬＥＤエピタキシャル成長のためのＧａＮ鋳型構造（１２０１）の概略
図である。いくつかの実施形態では、構造（１２０１）は、薄膜および標準的な発光デバ
イス装置と共に使用するための１つ以上のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）置換層を含む
。いくつかの実施形態では、ＩＴＯ置換層は、模様が付けられ（例えば角錐、ドーム、２
Ｄフォトニック結晶等）、Ｈｆ：ＧａＮ、Ｈｆ：ＡｌＧａＮ、Ｈｆ：ＩｎＧａＮ、Ｈｆ：
ＩｎＧａＡｌＮまたは同種のものなどの、模様が付いている、遷移金属でドープされたＧ
ａＮを形成するように、遷移金属元素でドープされたＧａＮを含む。いくつかの実施形態
では、ｐサイドアップデバイス（ｐ－ｓｉｄｅ－ｕｐ ｄｅｖｉｃｅｓ）のために、ＩＴ
Ｏの置換層は、ｐ型ＧａＮ／ＭＱＷ層（複数可）（９２１）の上部に直接配置されたＨｆ
：ＧａＮの層（１２０５）と、ｐ型ＧａＮ／ＭＱＷ層（複数可）（９２１）の下に直接配
置されたＳｉ：ＧａＮの層（１２０６）（いくつかのそのような実施形態では、厚みが１
未満μｍである）とを含む。いくつかの実施形態では、ｐサイドダウンデバイス（ｐ－ｓ
ｉｄｅ－ｄｏｗｎ ｄｅｖｉｃｅｓ）のために、ＩＴＯの置換層は、ＡｌＮ核形成層（複
数可）（９０６）の上部に直接配置されたＨｆ：ＧａＮの層（１２０７）を含む。いくつ
かの実施形態では、本明細書に記載されたＨｆ：ＧａＮを生成するＰＶＤプロセス（例え
ばスパッタリング）は処理温度が低く、これにより、ＩＴＯの層が、プレエピタキシーお
よびポストエピタキシーの両方で使用可能となる（したがって、いくつかのそのような実
施形態では、ＭＯＣＶＤシステムにおいて一般的に使用される、テトラキスジメチルアミ
ノハフニウムの必要はない）。
【００９６】
　図１３は、ＧＥＭＭ／ＧａＮのエピタキシャルスタック構造（１３０１）の概略図であ
る。いくつかの実施形態では、構造（１３０１）は、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）の基板層
（１３０５）、および５周期のＧＥＭＭとＧａＮの交互層（１３０６）を含む。いくつか
の実施形態では、構造（１３０１）は、エピレディ成長のために格子整合され、高導電性
（低い抵抗値）、かつＡｌＮ／ＧａＮ分布ブラッグ反射器（ＤＢＲ）よりも反射率が高い
。いくつかの実施形態では、ＧＥＭＭの成長は、米国特許第７，９１５，６２４号、第８
，２５３，１５７号、および／または第８，８９０，１８３号の記載に従って実施され、
これらの文献は、上で導入され、引用によって本明細書に組み込まれる。
【００９７】
　図１４Ａは、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折
（ＸＲＤ）データのグラフ（１４０１）である。いくつかの実施形態では、ＧａＮは、低
いロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）値で格子整合される（例えば、いくつかの実施
形態では、０．３５％のミスマッチ）。
【００９８】
　図１４Ｂは、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折
（ＸＲＤ）データのグラフ（１４０２）である。
【００９９】
　図１４Ｃは、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折
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（ＸＲＤ）データのグラフ（１４０３）である。
【０１００】
　図１４Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧａＮに関するＸ線回折
（ＸＲＤ）データのグラフ（１４０４）である。
【０１０１】
　図１５は、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧＥＭＭ上のＧａＮに関す
る、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）データのチャート（１５０１）である。いくつかの実施形
態では、ＧＥＭＭ上のＧａＮは、薄い量子井戸の均等な成長を可能とする超平滑原子段差
表面を有する。
【０１０２】
　図１６は、本発明のいくつかの実施形態に従って生成されたＧＥＭＭ／ＧａＮ（実線）
対従来のＡｌＮ／ＧａＮ分布ブラッグ反射器（ＤＢＲ）（破線）の反射率の比較を示すグ
ラフ（１６０１）である。いくつかの実施形態では、中心波長λ０は４００ナノメートル
（ｎｍ）と７００ｎｍとの間にあり、これは材料の選択およびその厚みに応じる。
【０１０３】
　図１７は、窒化ガリウム（ＧａＮ）に関する推定のスパッタ率対ガリウムターゲットの
温度のグラフ（１７０１）である。グラフ（１７０１）は、いくつかの実施形態では、ガ
リウムターゲットの温度が領域（１７０５）にある（すなわち、およそ摂氏１４度（℃）
よりも高い）とき、推測されるスパッタ率が感温性であることを示す。グラフ（１７０１
）は、いくつかの実施形態では、ガリウムターゲットの温度が領域（１７０６）にある（
すなわち、およそ１４℃よりも低い）とき、推測されるスパッタ率が不感温性であること
を示す。グラフ（１７０１）はさらに、いくつかの実施形態では、ガリウム（１７９９）
（およそ２９℃）の融点が感温性の領域（１７０５）内に属することを示す。いくつかの
実施形態では、本発明では、ガリウムターゲットを、不感温性領域（１７０６）内にある
ように冷却する。いくつかの実施形態では、ガリウムターゲットの冷却をすることは、ガ
リウムターゲットの第１の深さが第１の温度であり、第２の深さが第２の温度であるよう
に、ガリウムターゲットの深さにわたって温度勾配をもたらすことを含む。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、ガリウムターゲットの温度は、確実で反復可能な製造ならび
に高品質の膜のために低く保たれる。いくつかの実施形態では、ガリウムが液体である場
合、ウェハ上でのガリウムスピッティング（ｇａｌｌｉｕｍ ｓｐｉｔｔｉｎｇ）が製造
を妨げることもある。いくつかの実施形態では、ターゲットがガリウムの融点（１７９９
）に近い温度で保たれる場合（例えば、融点（１７９９）に対して＋／－２０℃以上）、
放出された原子の収率は、プロセスパラメータのわずかな変化に高く依存することとなり
、放出された原子のエネルギーは、広い分布を有するだろう。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、ガリウムスパッタリングターゲットの温度を摂氏２８度（℃
）以下へと下げることによって、結果としてもたらされる窒化ガリウム（ＧａＮ）膜の反
復率および品質が向上する。いくつかの実施形態では、結果としてもたらされるＧａＮ膜
の品質は、－４０℃に至るまで改善し、いくつかの実施形態では、温度をさらに（例えば
－２００℃）下げることは、ＧａＮ結晶品質のさらなる改善をもたらす。いくつかの実施
形態では、膜品質が改善した理由は、不純物がより低いターゲット温度においてより低い
スパッタ率を有するスパッタリングプロセスの間の、ガリウム純度の洗練による。さらに
、いくつかの実施形態において、その改善は、プラズマガス（例えば貴ガスおよび場合に
よっては反応性ガス）が、ガリウムターゲットへのより浅い浸透を有する「ガリウムスピ
ッティング」の減少による。いくつかの実施形態では、本発明はスパッタリングのための
貴ガスおよびイオン源（例えば、いくつかの実施形態では、ヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（
Ｎｅ）、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）、ラドン（Ｒｎ）、
および／またはオガネソン（Ｏｇ））を含む。
【０１０６】
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　本発明によって提供されるエピタキシャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）のいくつ
かの実施形態では、ガリウムスパッタリングターゲットは、少なくとも摂氏１５度（℃）
で、固体として、かつその融点よりも冷たく保たれる。いくつかの実施形態では、ガリウ
ムのスパッタリングターゲットの温度は、包括的に、０℃～１５℃に等しいか、その間で
あり；いくつかの実施形態では、ターゲット温度は包括的に、－１５℃～０℃であり；い
くつかの実施形態では、ターゲット温度は包括的に、－４０℃～－１５℃に等しいか、そ
の間であり；いくつかの実施形態では、ターゲット温度は、包括的に、－１００℃～－４
０℃に等しいか、その間であり；いくつかの実施形態では、ターゲット温度は、包括的に
、－２００℃～－１００℃に等しいか、その間であり；いくつかの実施形態では、ターゲ
ット温度は－２００℃未満である。いくつかの実施形態では、ガリウムスパッタリングの
ターゲット温度は、１４℃～－２７３℃との間にある。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）－ベースのデバイスを生
産する方法を提供し、該方法は、窒化アルミニウムを含む基板鋳型を提供する工程と；模
様が付けられた遷移金属ドープＧａＮ層を基板鋳型上へと堆積させる工程と；を含む。
【０１０８】
　従来の技術では、ガリウムの低い融点（およそ２９℃）が原因で、特に、大部分の適用
におけるよりもウェハ温度が数百度高いとき、およびウェハ－ターゲット距離がほんの数
センチメートルであるときに、スパッタリングによるガリウム堆積を避ける。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、本発明は、約３０００ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭを持つＸ
ＲＤ １０２ピークを有するガリウムターゲット（固体または液体）からスパッタリング
することによって、ＧａＮ成長を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、高電子
移動度トランジスタと共に使用するためのＧａＮを提供し、ここで、ＧａＮは、１５００
ａｒｃｓｅｃ未満のＦＷＨＭを持つＸＲＤ １０２ピークを有する。いくつかの実施形態
では、本発明は、発光デバイスと共に使用するためのＧａＮを提供し、ここで、ＧａＮは
、６００ａｒｃｓｅｃ未満（例えば３００ａｒｃｓｅｃ）のＦＷＨＭを持つＸＲＤ １０
２ピークを有する。いくつかの実施形態では、本発明は、ＰＶＤ（例えばスパッタリング
）によって、ＧａＮの平滑な非柱状ステップ成長を提供する。いくつかのそのような実施
形態では、ガリウムターゲットは１４℃未満に維持される（いくつかの実施形態では、ガ
リウムターゲットは零下のセルシウス温度で維持され、アルコール類などの非水系熱伝達
液が使用される）。いくつかの実施形態では、本発明は、商用の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ
）、 光回折、およびＸ線回折（ＸＲＤ）の結果を達成するために、ＥＡＬＳプロセスを
提供する。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、以下のうちのいずれか１つ以上を含むエピタキシ
ャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）プロセス（例えばＧａＮ、ＡｌＮ、核形成層（以
下に記載される）、または同様の鋳型上でのＧａＮ成長）を提供する：（１）高温アニー
ル；（２）標準よりも高い温度（例えば２０℃から５０℃高く）で、５～２０分間、１以
上の比率でＧａ：Ｎを成長させること；（３）標準の成長モード（例えば７００℃）で、
２０～４０分間、１以上の比率でＧａ：Ｎを成長させること；（４ａ）成長を止めて、余
分なガリウムがすべて蒸発し、膜が滑らかとなるまで、７５０℃でアニールする（例えば
、５～１０分間のアニール）こと、または（４ｂ）１未満のＧａ：Ｎ比であるように、成
長を継続させること、（いくつかのそのような実施形態では、ガリウムは遮断される、ま
たはシャッターが閉じられることもある）；および（５）工程１から４を繰り返すこと。
いくつかの実施形態では、上記の工程の間ならいつでも、アルゴンがガリウムターゲット
に直接供給されている間に、ＲＦ窒素は、Ｎ２ガスまたはＮＨ３ガスの代わりに使用され
、かついくつかの実施形態では、ガリウムターゲットからのイオン源または別々のイオン
源が使用される。いくつかの実施形態では、ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）
、ケイ素（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銅（Ｃｕ）、または
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他の遷移金属のいずれかを用いるドーピングが、上記工程の間に行われる。いくつかの実
施形態では、アルミニウム（Ａｌ）、インジウム（Ｉｎ）、またはＨｆ、Ｚｒ、もしくは
スカンジウム（Ｓｃ）を含む他の遷移金属のいずれかを混ぜてＧａＮを合金にすることは
、上記工程の間に行われる。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、（例えばＳｉ、サファイヤ、窒化ハフニウム（Ｈ
ｆＮ）、窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、ガラス、または同種のもの
）異類の鋳型上に核形成層を生成するためのプロセスを提供し、ここで、該プロセスは、
以下のうちのいずれか１つ以上を含む：（１）化学的に促進された、サーマルクリーニン
グ、サーマルテクスチャリング；（２）Ｎ２、窒素イオン、ＮＨ３、またはその他同種の
ものを含む窒素源に暴露することによる、高温での窒化；および（３）スパッタリングに
よる約５ナノメートル（ｎｍ）～１００ｎｍの範囲の厚みまでのＡｌＮ（随意にＧａＮ）
の堆積。いくつかの実施形態では、上記の工程の間ならいつでも、アルゴンがガリウムタ
ーゲットに直接供給されている間に、ＲＦ窒素は、Ｎ２ガスまたはＮＨ３ガスの代わりに
使用され、かついくつかの実施形態では、ガリウムターゲットからのイオン源または別々
のイオン源が使用される。いくつかの実施形態では、Ｈｆ、Ｚｒ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｍｇ、Ｃ
ｕ、または他の遷移金属のいずれかを用いるドーピングが、上記工程の間に行われる。い
くつかの実施形態では、Ａｌ、Ｉｎ、または例えばＨｆ、ＺｒもしくはＳｃを含む他の遷
移金属のいずれかを混ぜてＧａＮを合金にすることが、上記工程の間に行われる。
【０１１２】
　図１８は、スパッタリングシステム（１８０１）の概略図である。いくつかの実施形態
では、システム（１８０１）は、ガリウム（Ｇａ）ガン（１８１０）（鋳型（１８０５）
からゼロ度に位置する）と、Ｇａガン（１８１１）（鋳型（１８０５）から４５度で位置
する）と、Ｇａガン（１８１２）（鋳型（１８０５）から９０度で位置する）とを含む複
数のＧａガンを含む。いくつかの実施形態では、システム（１８０１）はさらに、複数の
イオン源（１（８２０）および／または１８２１）を含むいくつかの実施形態では、鋳型
（１８０５）は、Ｇａガン（１８１０－１８１２）とイオン源（１８２０および／または
１８２１）との間で回転する。いくつかの実施形態では、製造安定性ならびにＩＩＩＡ族
窒化物膜の品質のためには、スパッタリングガンまたはイオンガンのいずれかによって、
表面にイオンを十分に提供することが重要である。いくつかの実施形態では、イオンガン
は、光子源（例えば紫外線）または電子源と置き換えられる。イオン源（例えばイオン源
（１８２０）および／またはイオン源（１８２１））は、それが専用のイオン源からであ
ろうと、スパッタリングターゲットからであろうと、鋳型（１８０５）の表面に対して浅
い角度と９０度との間で提供される場合が最良である。いくつかの実施形態では、これら
のコンポーネントが適所にある間、アルゴンをスパッタリングガンに供給し、そしてガリ
ウムターゲットとの窒素の相互作用の量を最小化して、窒素中毒低減レジームでプロセス
を実行する。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造をエピタキシーによ
って成長させるための方法を提供し、該方法は、基板を提供する工程と；第１の物理蒸着
（ＰＶＤ）プロセス（例えば、いくつかの実施形態ではスパッタリング）を使用して、基
板の表面上に少なくとも第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、ここで、第１のＰ
ＶＤプロセスは：固体のガリウムターゲットを提供すること、およびおよそ摂氏２９度未
満の第１の温度で固体のガリウムターゲットを維持することを含む。
【０１１４】
　方法のいくつかの実施形態では、基板を提供する工程は、第２のＰＶＤプロセス（例え
ば、いくつかの実施形態では、スパッタリング）を使用して、基板のベース上に窒化アル
ミニウム（ＡｌＮ）層を、ＡｌＮ層が基板の表面を形成するように成長させることを含む
。いくつかの実施形態では、第１のＰＶＤプロセスはさらに、エピタキシャル原子層スパ
ッタリング（ＥＡＬＳ）を含む。いくつかの実施形態では、第１のＰＶＤプロセスはさら
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にＥＡＬＳを含み、ここでＥＡＬＳは基板を加熱することを含む。いくつかの実施形態で
は、第１のＰＶＤプロセスはさらに、マグネトロンスパッタリングを含む。いくつかの実
施形態では、第１の温度は、およそ摂氏１５度未満である。いくつかの実施形態では、第
１の温度で固体のガリウムターゲットを維持することは、アルコールベースの液体を使用
して、固体のガリウムターゲットを流体対流冷却することを含む。いくつかの実施形態で
は、第１のＧａＮ層は、およそ１０００ａｒｃｓｅｃ未満の００２ピークおよび１０２ピ
ークの両方の、ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、基板を提供する工程と；第１の物理蒸着（ＰＶＤ）プロセス（
例えばいくつかの実施形態では第１のスパッタリングプロセス）を使用して、基板の表面
上に少なくとも第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、ここで、第１のＰＶＤプロ
セスは：固体のガリウムターゲットを提供することであって、ここで、固体のガリウムタ
ーゲットを提供することは、第１の温度で固体のガリウムターゲットを維持することを含
む、こと、および少なくとも第１のＧａＮ層のエピタキシャル原子層スパッタリング（Ｅ
ＡＬＳ）を、少なくとも第１のＧａＮ層の成長が少なくとも第１のＧａＮ層の非柱状ステ
ップの成長を含むように実施すること、を含む。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該システムは、システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａ
Ｎ構造を取り除くように構成されたロードロックと；複数の堆積モジュールと；を含み、
ここで、複数の堆積モジュールは、第１の物理蒸着（ＰＶＤ）プロセス（例えば、いくつ
かの実施形態では第１のスパッタリングプロセス）を介して基板ウェハの表面上に少なく
とも第１のＧａＮ層を成長させるように構成されたＧａＮ堆積モジュールを含みここで、
ＧａＮ堆積モジュールは、第１の温度で維持される固体のガリウムターゲットを含み、そ
してここで、第１のＰＶＤプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層の非柱状ステップ成長
が生じるように、少なくとも第１のＧａＮ層のエピタキシャル原子層スパッタリング（Ｅ
ＡＬＳ）を含む。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、基板を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、基板の表面上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、こ
こで、第１のスパッタリングプロセスは：ガリウムターゲットを提供すること、およびエ
ピタキシャル原子層スパッタリング（ＥＡＬＳ）を、少なくとも第１のＧａＮ層の成長が
少なくとも第のＧａＮ層の非柱状ステップの成長を含むように実施すること、を含む。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、ＭＥＥの実施は、少なくとも第１のスパッタリングプロセス
の第１の時間にわたって、１対１よりも大きくなるように窒素対ガリウムの比率を制御す
ること含む。方法のいくつかの実施形態では、ＭＥＥの実施は、無線周波数（ＲＦ）窒素
源を介して窒素を導入することを含む。
【０１１９】
　方法のいくつかの実施形態では、第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１の
ＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープすることをさらに含む。いくつかの実施形態では、第
１のスパッタリングプロセスはさらに、ケイ素（Ｓｉ）を保持するキャリヤガスを用いて
反応物をガス圧入することにより、少なくとも第１のＧａＮ層をドープすることを含む。
【０１２０】
　方法のいくつかの実施形態では、ガリウムターゲットは固体のガリウムターゲットであ
って、ここで、第１のスパッタリングプロセスはさらに、およそ摂氏１５度未満の第１の
温度で固体のガリウムターゲットを維持することを含む。いくつかの実施形態では、ガリ
ウムターゲットは固体のガリウムターゲットであり、ここで、第１のスパッタリングプロ
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セスはさらに、第１の温度で固体のガリウムターゲットを維持することを含み、ここで、
第１の温度で固体のガリウムターゲットを維持することは、アルコールベースの液体を使
用して、固体のガリウムターゲットを流体対流冷却することを含む。
【０１２１】
　方法のいくつかの実施形態では、基板を提供する工程は、第２のスパッタリングプロセ
スを使用して、基板のベース上に窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を、ＡｌＮ層が基板の表
面を形成するように成長させることを含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、少
なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長させる
工程を含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、
成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長させる工程を含み、ここで、ＧＥＭＭ
は、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む。いく
つかの実施形態では、方法はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャ
ル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長させる工程であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム
（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、工程と；有機金属気
相成長法（ＭＯＣＶＤ）のプロセスを使用して、ＧＥＭＭの表面上に少なくとも第１の量
子井戸を成長させる工程と；を含む。いくつかの実施形態では、第１のスパッタリングプ
ロセスはさらに、マグネトロンスパッタリングを含む。いくつかの実施形態では、少なく
とも第１のＧａＮ層は、およそ１０００ａｒｃｓｅｃ未満の００２ピークおよび１０２ピ
ークの両方の、ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。いく
つかの実施形態では、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００
ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある００２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）
Ｘ線回折計測値を有する。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該方法は、システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａＮ構
造を取り除くように構成されたロードロックと；複数の堆積チャンバーと；を含み、ここ
で、複数の堆積チャンバーは、第１のスパッタリングプロセスによって基板ウェハの表面
上に少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成された、ＧａＮ堆積チャンバーを
含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層の非柱状ス
テップ成長が生じるように、少なくとも第１のＧａＮ層のエピタキシャル原子層スパッタ
リング（ＥＡＬＳ）を含む。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、システムはさらに、複数の堆積チャンバーの間で基板ウェハ
を自動的に移動させるように構成された、ウェハハンドリング機構を含む。いくつかの実
施形態では、複数の堆積チャンバーは、ＡｌＮ層が基板ウェハの表面を形成するように、
第２のスパッタリングプロセスによって基板ウェハのベース上にＡｌＮ層を成長させるよ
うに構成された、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）堆積チャンバーを含む。いくつかの実施形
態では、複数の堆積チャンバーは、少なくとも第１のＧａＮ層上にＧＥＭＭを成長させる
ように構成された、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）堆積チャンバーを含む。
いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーは、第１の温度で維持される固体のガリ
ウムターゲットを含み、ここで、第１の温度はおよそ摂氏１５度未満である。いくつかの
実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、第１の温度で維持される固体のガリウム
ターゲットと；アルコールベースの液体によって固体のガリウムターゲットを冷却するよ
うに構成された流体対流冷却装置と；を含む。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層
をケイ素（Ｓｉ）でドープするように構成される。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積
チャンバーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成され、これは、
少なくとも第１のＧａＮ層が、およそ１０００ａｒｃｓｅｃ未満の００２ピークおよび１
０２ピークの両方の、ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する
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ように成長させるものである。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに
、少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成され、これは、少なくとも第１のＧ
ａＮ層が、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある００２ピー
クのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有するように成長させる
ものである。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、複数の堆積チャンバーはさらに、以下のものを含む：ＡｌＮ
層が基板ウェハの表面を形成するように、第２のスパッタリングプロセスによって基板ウ
ェハのベース上にＡｌＮ層を成長させるように構成された窒化アルミニウム（ＡｌＮ）堆
積チャンバーと；少なくとも第１のＧａＮ層上にＧＥＭＭを成長させるように構成された
、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）堆積チャンバーであって、ここで、ＧＥＭ
Ｍは、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、Ｇ
ＥＭＭ堆積チャンバーと；ＧＥＭＭの表面上に少なくとも第１の量子井戸を成長させるよ
うに構成された有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）チャンバー。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム構造を提供し、該構造は、基板と；
基板の表面上で成長させられた少なくとも第１の窒化ガリウム（ＧａＮ）層と；を含み、
ここで、少なくとも第１のＧａＮ層は、およそ１０００ａｒｃｓｅｃ未満の００２ピーク
および１０２ピークの両方の、ωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値
を有する（いくつかの実施形態では、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃ
から約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある００２ピークのωロッキングカーブ半値全
幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する）。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、構造はさらに、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層が基板の表面
を形成するように、基板のベース上に成長させられたＡｌＮ層を含む。いくつかの実施形
態では、構造はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層の表面上で成長させられた、成長エピ
タキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を含む。いくつかの実施形態では、基板はサファイヤ
を含み、その構造はさらに、ＡｌＮ層が基板の表面を形成するような、基板のベース上の
窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層と；少なくとも第１のＧａＮ層の表面上で成長させられた
、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）と；を含み、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニ
ウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層と；ＧＥＭＭの表面上で
成長させられたｎ型ＧａＮの層と；ｎ型ＧａＮの層上で成長させられたｐ型ＧａＮ／多重
量子井戸（ＭＱＷ）の層と；を含む。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該システムは、システムへと基板ウェハを装填するための手段と；基
板ウェハの表面上で少なくとも第１のＧａＮ層をスパッタリングするための手段と；を含
み、ここで、少なくとも第１のＧａＮ層をスパッタリングするための手段は、少なくとも
第１のＧａＮ層の非柱状ステップ成長が生じるように、エピタキシャル原子層スパッタリ
ング（ＥＡＬＳ）を実施するための手段を含む。
【０１２９】
　システムのいくつかの実施形態では、スパッタリングするための手段は、少なくとも第
１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドーピングするための手段を含む。いくつかの実施形態
では、システムはさらに、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層が基板の表面を形成するように
、基板のベース上にＡｌＮ層を成長させるための手段を含む。いくつかの実施形態では、
システムはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラー（Ｇ
ＥＭＭ）を成長させるための手段であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：
ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、手段。いくつかの実施形態では
、システムはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラー（
ＧＥＭＭ）を成長させるための手段であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）



(35) JP 2019-524982 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、手段と；ＧＥＭＭの表面上に
少なくとも第１の量子井戸を成長させるための手段と；を含む。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、鋳型上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、ここで、
第１のスパッタリングプロセスは：スパッタリングターゲットの温度を制御すること、お
よびガリウムリッチ条件とガリウムリーン条件とを繰り返して調節すること、を含み、こ
こで、ガリウムリッチ条件は、１より大きい第１の値を有するガリウム対窒素比を含み、
ここで、ガリウムリーン条件は、１より小さい第２の値を有するガリウム対窒素比を含む
。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、第１のスパッタリングプロセスは、無線周波数（ＲＦ）窒素
源を介して窒素を導入することを含む。いくつかの実施形態では、第１のスパッタリング
プロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープすることをさらに含む
。いくつかの実施形態では、第１のスパッタリングプロセスはさらに、ケイ素（Ｓｉ）を
保持するキャリヤガスを用いて反応物をガス圧入することにより、少なくとも第１のＧａ
Ｎ層をドープすることを含む。いくつかの実施形態では、スパッタリングターゲットは固
体のガリウムターゲットであり、ここで、固体のガリウムターゲットの温度を制御するこ
とは、およそ１４℃未満である第１の温度値でその温度を維持することを含む。いくつか
の実施形態では、スパッタリングターゲットは、固体のガリウムターゲットであり、ここ
で、固体のガリウムターゲットの温度を維持すること、伝熱流体としてアルコールを使用
して、固体のガリウムターゲットを流体対流冷却することを含む。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、鋳型を提供する工程は、鋳型上で窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）層を成長させることを含む。いくつかの実施形態では、鋳型を提供する工程は、第２の
スパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を成長させ
ること含む。いくつかの実施形態では、鋳型を提供する工程は、第２のスパッタリングプ
ロセスを使用して、鋳型上で第１の窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を成長させることを含
み、ここで、方法はさらに、第２のスパッタリングプロセスを使用して、少なくとも第１
のＧａＮ層上に第２の窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を成長させること工程と；第１のス
パッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上に第２のＧａＮ層を成長させる工程
と；を含む。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、方法はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタ
キシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長させる工程を含み、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニ
ウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む。いくつかの実施
形態では、方法はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラ
ー（ＧＥＭＭ）を成長させる工程であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：
ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、工程と；有機金属気相成長法（
ＭＯＣＶＤ）のプロセスを使用して、ＧＥＭＭの表面上に少なくとも第１の量子井戸を成
長させる工程と；を含む。いくつかの実施形態では、第１のスパッタリングプロセスはさ
らに、マグネトロンスパッタリングを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも第１の
ＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある００２ピ
ークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該方法は、システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａＮ構
造を取り除くように構成されたロードロックと；複数の堆積チャンバーと；を含み、ここ
で、複数の堆積チャンバーは、第１のスパッタリングプロセスによって、基板ウェハを含



(36) JP 2019-524982 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

む鋳型上に少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成されたＧａＮ堆積チャンバ
ーを含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは、ガリウムリッチ条件とガリウムリ
ーン条件と繰り返す調節を含み、ここで、ガリウムリッチ条件は、１より大きい第１の値
を有するガリウム対ガリウムリーン条件との間窒素比を含み、ここで、ガリウムリーン条
件は、１より小さい第２の値を有するガリウム対窒素比を含む。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、システムはさらに、複数の堆積チャンバーの間で鋳型を自動
的に移動させるように構成された、ウェハハンドリング機構を含む。いくつかの実施形態
では、複数の堆積チャンバーは、第２のスパッタリングプロセスによって、基板ウェハ上
にＡｌＮ層を成長させて、鋳型を形成するように構成された窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
堆積チャンバーを含む。いくつかの実施形態では、複数の堆積チャンバーは、少なくとも
第１のＧａＮ層上にＧＥＭＭを成長させるように構成された、成長エピタキシャル金属ミ
ラー（ＧＥＭＭ）堆積チャンバーを含む。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバ
ーは、第１の温度で維持される固体のガリウムターゲットを含み、ここで、第１の温度は
およそ摂氏１４度未満である。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに
、第１の温度で維持される固体のガリウムターゲットと；アルコール伝熱流体によって固
体のガリウムターゲットを冷却するように構成された流体対流冷却装置と；を含む。いく
つかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ
素（Ｓｉ）でドープするように構成される。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャン
バーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成され、これは、少なく
とも第１のＧａＮ層が、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にあ
る００２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有するよう
に成長させるものである。いくつかの実施形態では、複数の堆積チャンバーはさらに、第
２のスパッタリングプロセスによって、鋳型を形成するための基板ウェハ上で、ＡｌＮ層
を成長させるように構成された窒化アルミニウム（ＡｌＮ）堆積チャンバーと；少なくと
も第１のＧａＮ層上にＧＥＭＭを成長させるように構成された、成長エピタキシャル金属
ミラー（ＧＥＭＭ）堆積チャンバーであって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）
：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、ＧＥＭＭ堆積チャンバーと；
ＧＥＭＭの表面上に少なくとも第１の量子井戸を成長させるように構成された有機金属気
相成長法（ＭＯＣＶＤ）チャンバーと；を含む。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム構造を提供し、該窒化ガリウム構造
は、鋳型と；鋳型の上に成長させられた少なくとも第１の窒化ガリウム（ＧａＮ）層と；
を含み、ここで、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒ
ｃｓｅｃまでの範囲にある００２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線
回折計測値を有する。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、鋳型は、基板上に成長させられた窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）層を含む。いくつかの実施形態では、構造はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層の表面
上で成長させられた、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を含む。いくつかの実
施形態では、鋳型は、サファイヤ基板上で成長させられた窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層
を含む窒化ガリウム構造であって、その構造はさらに、少なくとも第１のＧａＮ層の表面
上の成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニ
ウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）との交互層と；ＧＥＭＭの表面上で
成長させられたｎ型ＧａＮの層と；ｎ型ＧａＮの層上で成長させられたｐ型ＧａＮ／多重
量子井戸（ＭＱＷ）の層と；を含む。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該システムは、システムへと基板ウェハを装填するための手段と；基
板ウェハを含む鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層をスパッタリングするための手段と；
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を含み、ここで、少なくとも第１のＧａＮ層をスパッタリングするための手段は、ガリウ
ムリッチ条件とガリウムリーン条件とを繰り返して調節するための手段を含み、ここで、
ガリウムリッチ条件は、１より大きい第１の値を有するガリウム対窒素比を含み、ここで
、ガリウムリーン条件は、１より小さい第２の値を有するガリウム対窒素比を含む。
【０１３９】
　システムのいくつかの実施形態では、スパッタリングするための手段は、少なくとも第
１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドーピングするための手段を含む。いくつかの実施形態
では、システムはさらに、鋳型を形成するための基板ウェハ上で、窒化アルミニウム（Ａ
ｌＮ）層を成長させるための手段を含む。いくつかの実施形態では、システムはさらに、
少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長させ
るための手段であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフ
ニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、手段。いくつかの実施形態では、システムはさらに
、少なくとも第１のＧａＮ層上に、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長さ
せるための手段であって、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハ
フニウム（ＨｆＮ）との交互層を含む、手段と；ＧＥＭＭの表面上に少なくとも第１の量
子井戸を成長させるための手段と；を含む。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、鋳型上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、ここで、
第１のスパッタリングプロセスは：ガリウムスパッタリングターゲットを提供することで
あって、ここで、ガリウムスパッタリングターゲットは深さを有する、ことと、およそ１
４℃未満である第１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持すること
と、を含む。いくつかの実施形態では、ガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持
する工程は、ガリウムスパッタリングターゲットの深さにわたって温度勾配をもたらす工
程を含む。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、表面を有する鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプ
ロセスを使用して、鋳型上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含
み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：少なくとも第１の振幅（ｏｓｃｉｌｌａ
ｔｉｏｎ）のために、鋳型の表面上のガリウムリッチ条件と鋳型の表面上のガリウムリー
ン条件とを繰り返して調節することを含み、ここで、ガリウムリッチ条件は、１より大き
い第１の値を有するガリウム対窒素比を含み、ここで、ガリウムリーン条件は、第１の値
よりも小さい第２の値を有するガリウム対窒素比を含む。いくつかの実施形態では、繰り
返して調節することは、第１の振幅を含む複数の振幅のために繰り返して調節することを
含む。いくつかの実施形態では、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから
約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（
ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、鋳型上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含み、ここで、
第１のスパッタリングプロセスは：ガリウムスパッタリングターゲットを提供することで
あって、ここで、ガリウムスパッタリングターゲットは深さを有する、ことと、およそ１
４℃未満である第１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持すること
と、を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅ
ｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値
全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有する。いくつかの実施形態では、ガリウムスパッタ
リングターゲットの温度を維持する工程は、ガリウムスパッタリングターゲットの深さに
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わたって温度勾配をもたらす工程を含む。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、鋳型上で第１の窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を成長させる工程と；第２のスパッ
タリングプロセスを使用して、第１のＡｌＮ層上で第１のＧａＮ層を成長させる工程と；
を含む、方法。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のスパッタリングプロセス
を使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長させる工程と；第２のスパッタリ
ングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長させる工程と；を含
む。いくつかの実施形態では、第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａ
ｒｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ
線回折計測値を有する。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、表面を有する鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプ
ロセスを使用して、鋳型上で少なくとも１つの第１のＧａＮ層を成長させる工程と；を含
み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：少なくとも２つの条件下で少なくとも第
１のＧａＮ層を成長させることであって、ここで、２つの条件は、ガリウムリッチ条件お
よびガリウムリーン条件を含み、ここで、ガリウムリッチ条件は、１より大きい第１の値
を有するガリウム対窒素比を含み、ここで、ガリウムリーン条件は、第１の値よりも小さ
い第２の値を有するガリウム対窒素比を含む、ことと；少なくとも、２つの条件のうちの
１つ目の下での第１の成長、 第１の成長後の２つの条件のうちの２つ目の下での第２の
成長、および 第２の成長後の２つの条件のうちの１つ目の下での第３の成長のために、
２つの条件間を交互に繰り返すことと；を含む。いくつかの実施形態では、２つの条件間
を交互に繰り返す工程はさらに、第３の成長後の２つの条件のうちの２つ目の下での第４
の成長と、第４の成長後の２つの条件うちの１つ目の下での第５の成長とを含む。いくつ
かの実施形態では、ガリウム対窒素比の第１の値は、ガリウム対窒素比の第２の値よりも
少なくとも１０パーセント大きい。いくつかの実施形態では、ガリウム対窒素比の第１の
値は、ガリウム対窒素比の第２の値よりも少なくとも５０パーセント大きい。いくつかの
実施形態では、ガリウム対窒素比の第１の値は、ガリウム対窒素比の第２の値よりも少な
くとも２倍大きい。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
方法を提供し、該方法は、鋳型を提供する工程と；第１のスパッタリングプロセスを使用
して、鋳型上で第１の窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を成長させる工程と；第２のスパッ
タリングプロセスを使用して、第１のＡｌＮ層上で第１のＧａＮ層を成長させる工程と；
を含む、方法。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のスパッタリングプロセス
を使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長させる工程と；第２のスパッタリ
ングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長させる工程と；を含
む。いくつかの実施形態では、第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａ
ｒｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ
線回折計測値を有する。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のスパッタリング
プロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長させる工程と；第２のス
パッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長させる工程
と；第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程であっ
て、式中、ｘは、包括的に０および１を含む、工程と；を含む。いくつかの実施形態では
、方法はさらに、第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２の
ＡｌＮ層を成長させる工程と；第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ
層上で第２のＧａＮ層を成長させる工程と；および第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－

ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程であって、式中、ｘは、深さによって変動し、包
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括的に０および１を含む、工程と；を含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第
１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長させ
る工程と；第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ
層を成長させる工程と；第２のＧａＮ層上で化合物の１つ以上の層を成長させる工程と；
を含み、ここで、その化合物は、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）、窒化ジルコニウム（ＺｒＮ
）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、および窒化スカンジウム（
ＳｃＮ）から成る群から選択される１つ以上を含む。いくつかの実施形態では、方法はさ
らに、第１のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程を含
み、式中、ｘは、包括的に０から１の間である。いくつかの実施形態では、第１のスパッ
タリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープすることをさ
らに含む。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１

－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程を含み、式中、ｘは、包括的に０および１の間
である。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－

ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程を含み、式中、ｘは深さによって変動し、包括的
に０および１の間である。いくつかの実施形態では、方法はさらに、第１のＧａＮ層上で
化合物の１つ以上の層を成長させる工程を含み、ここで、その化合物は、窒化ハフニウム
（ＨｆＮ）、窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ガリウム
（ＧａＮ）、および窒化スカンジウム（ＳｃＮ）から成る群から選択される１つ以上を含
む。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための
システムを提供し、該システムは、システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａ
Ｎ構造を取り除くように構成されたロードロックと；複数の堆積チャンバーと；を含み、
ここで、複数の堆積チャンバーは、基板ウェハを含む鋳型上で、第１のスパッタリングプ
ロセスによって、少なくとも第１のＧａＮ層を成長させるように構成された、第１のＧａ
Ｎ堆積チャンバーを含み。ここで、第１のＧａＮ堆積チャンバーはガリウムスパッタリン
グターゲットを含み、ここで、ガリウムスパッタリングターゲットは深さを有し、そして
ここで、ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、およそ１４℃未満である第１の温度値でガリウ
ムスパッタリングターゲットの温度を維持するように構成される。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、システムはさらに、複数の堆積チャンバーの間で鋳型を自動
的に移動させるように構成された、ウェハハンドリング機構を含む。いくつかの実施形態
では、複数の堆積チャンバーは、鋳型を形成するための基板ウェハ上で、第２のスパッタ
リングプロセスによって、ＡｌＮ層を成長させるように構成された窒化アルミニウム（Ａ
ｌＮ）堆積チャンバーを含む。いくつかの実施形態では、複数の堆積チャンバーは、少な
くとも第１のＧａＮ層上にＧＥＭＭを成長させるように構成された、成長エピタキシャル
金属ミラー（ＧＥＭＭ）堆積チャンバーを含む。いくつかの実施形態では、システムはさ
らに、アルコール伝熱流体によってガリウムスパッタリングターゲットを冷却するように
構成された流体対流冷却装置を含む。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーは
さらに、ガリウムスパッタリングターゲットの深さにわたって温度勾配を維持するように
構成される。いくつかの実施形態では、複数の堆積チャンバーは、有機金属気相成長法（
ＭＯＣＶＤ）のチャンバーを含む。いくつかの実施形態では、ＧａＮ堆積チャンバーはさ
らに、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープするように構成される。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、窒化ガリウム構造を提供し、該窒化ガリウム構造
は、鋳型と；鋳型の上に成長させられた少なくとも第１の窒化ガリウム（ＧａＮ）層と；
を含み、ここで、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒ
ｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線
回折計測値を有する。いくつかの実施形態では、鋳型は、サファイヤ基板上に成長させら
れた窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を含み、その構造はさらに、少なくとも第１のＧａＮ
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含み、ここで、ＧＥＭＭは、ハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮと、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）
との交互層と；ＧＥＭＭの表面上で成長させられたｎ型ＧａＮの層と；ｎ型ＧａＮの層上
で成長させられたｐ型ＧａＮ／多重量子井戸（ＭＱＷ）の層と；を含む。
【０１４９】
　本発明が、本明細書に個々に記載される様々な実施形態および特徴の組み合わせと、部
分的組み合わせとを有する実施形態を含んでいるということが、明確に企図される（すな
わち、要素のすべての組み合わせを表記しているというよりはむしろ、本明細書は、代表
的な実施形態の説明を含み、別の実施形態の特徴のいくつかと組み合わせた一実施形態か
らの特徴のいくつかを含む実施形態を企図している）。さらに、いくつかの実施形態は、
本明細書に記載された実施形態のいずれか１つの一部として記載されたすべてのコンポー
ネントよりも、少ないコンポーネントしか含まない。また、さらに、本発明は、本明細書
に記載される様々な実施形態の組み合わせ、また部分的組み合わせを有する実施形態、お
よび本出願のパラグラフにおいて引用によって組み込まれた関連出願および関連公報によ
って記載された様々な実施形態を含むことが明確に企図される。
【０１５０】
　上記の特徴は例証的なものであって、限定的なものではないと意図されていることが理
解されるべきである。本明細書に記載されるような様々な実施形態の多数の特徴および利
益は先の記載で示されてきたが、様々な実施形態の構造および機能の詳細に加えて、細部
に対する他の多くの実施形態および変化が、上記の記載を検討する上で当業者に明らかと
なるだろう。したがって、本発明の範囲は、特許請求項の範囲が与えられる権利と等しい
全範囲に加えて、添付された請求項を参照して判定されるべきである。添付された請求項
において、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「ここで（ｉｎ ｗｈｉｃｈ）」とい
う用語は、それぞれ「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」および「ここで（ｗｈｅｒｅｉｎ
）」という各用語の平易な英語の同義語として使用される。「第１の」、「第２の」およ
び「第３の」などの用語は、単に標識として使用され、それらの目的語に対する数の要件
を課すようには意図されない。
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【図１４Ｄ】 【図１５】
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【図１８】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　表面を有する鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層を成
長させる工程と；
を含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：
　　少なくとも２つの表面状態の下で少なくとも第１のＧａＮ層を成長させる工程であっ
て、ここで、２つの表面状態は、ガリウムリッチ表面状態およびガリウムリーン表面状態
を含み、ここで、ガリウムリッチ表面状態は、１よりも大きい第１の値のガリウム対窒素
比を含み、ここで、ガリウムリーン表面状態は、第１の値未満である第２の値のガリウム
対窒素比を含む、工程と；
　　少なくとも、２つの表面状態のうちの１つ目の下での第１の成長、第１の成長後の２
つの表面状態のうちの２つ目の下での第２の成長、および第２の成長後の２つの表面状態
のうちの１つ目の下での第３の成長のために、２つの表面状態間を交互に繰り返す工程と
；
を含む、方法。
【請求項２】
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　２つの表面状態間を交互に繰り返す工程は、第３の成長後の２つの表面状態のうちの２
つ目の下での第４の成長と、第４の成長後の２つの表面状態のうちの１つ目の下での第５
の成長と、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第１のスパッタリングプロセスは、無線周波数（ＲＦ）窒素源を介して窒素を導入する
工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　鋳型を提供する工程は、第２のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で窒化アル
ミニウム（ＡｌＮ）層を成長させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも第１のＧａＮ層上で、成長エピタキシャル金属ミラー（ＧＥＭＭ）を成長さ
せる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で少なくとも第１のＧａＮ層を成
長させる工程と；
を含み、ここで、第１のスパッタリングプロセスは：
　　ガリウムスパッタリングターゲットを提供する工程であって、ここでガリウムスパッ
タリングターゲットは深さを有する、工程と、
　　ガリウムスパッタリングターゲットを冷凍状態で維持し、およそ１４℃未満である第
１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持する工程と、
を含む、方法。
【請求項９】
　少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　ガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持する工程は、伝熱流体としてアルコー
ルを使用して、固体のガリウムターゲットを流体対流冷却する工程を含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるための方法であって、該方法は：
　　鋳型を提供する工程と；
　　第１のスパッタリングプロセスを使用して、鋳型上で第１の窒化アルミニウム（Ａｌ
Ｎ）層を成長させる工程と；
　　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＡｌＮ層上で第１のＧａＮ層を成
長させる工程であって、ここで、第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００
ａｒｃｓｅｃまでの範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）
Ｘ線回折計測値を有する、工程と；
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を含む、方法。
【請求項１３】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
　第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程と；
をさらに含み、式中、ｘは、包括的に０および１を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
　第２のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程と；
をさらに含み、式中、ｘは、深さによって変動し、包括的に０および１を含む、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１６】
　第１のスパッタリングプロセスを使用して、第１のＧａＮ層上で第２のＡｌＮ層を成長
させる工程と；
　第２のスパッタリングプロセスを使用して、第２のＡｌＮ層上で第２のＧａＮ層を成長
させる工程と；
　第２のＧａＮ層上で化合物の１つ以上の層を成長させる工程と；
をさらに含み、ここで、化合物は、窒化インジウム（ＩｎＮ）、窒化ハフニウム（ＨｆＮ
）、窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ガリウム（ＧａＮ
）、および窒化スカンジウム（ＳｃＮ）から成る群から選択される１つ以上の化合物を含
む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　第１のＧａＮ層上でＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ｎの１つ以上の層を成長させる工程をさらに
含み、式中、ｘは、包括的に０および１を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドー
プする工程をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）構造を成長させるためのシステムであって、該システムは：
　　システムへと基板ウェハを装填し、システムからＧａＮ構造を取り除くように構成さ
れたロードロックと；
　　複数の堆積チャンバーと；
を含み、ここで、複数の堆積チャンバーは、
　基板ウェハを含む鋳型上で、第１のスパッタリングプロセスによって、少なくとも第１
のＧａＮ層を成長させるように構成された第１のＧａＮ堆積チャンバーを含み、ここで、
第１のＧａＮ堆積チャンバーはガリウムスパッタリングターゲットを含み、ここで、ガリ
ウムスパッタリングターゲットは深さを有し、そしてここで、ＧａＮ堆積チャンバーはさ
らに、ガリウムスパッタリングターゲットを冷凍状態で維持し、かつおよそ１４℃未満で
ある第１の温度値でガリウムスパッタリングターゲットの温度を維持するように構成され
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る、システム。
【請求項２０】
　複数の堆積チャンバー間で鋳型を自動的に移動させるように構成されたウェハハンドリ
ング機構をさらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　複数の堆積チャンバーは、鋳型を形成するための基板ウェハ上で、第２のスパッタリン
グプロセスによって、ＡｌＮ層を成長させるように構成された窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）堆積チャンバーを含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　複数の堆積チャンバーは、少なくとも第１のＧａＮ層上で成長エピタキシャル金属ミラ
ー（ＧＥＭＭ）を成長させるように構成された、ＧＥＭＭ堆積チャンバーを含む、請求項
１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　アルコール伝熱流体によってガリウムスパッタリングターゲットを冷却するように構成
された流体対流冷却装置をさらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、ガリウムスパッタリングターゲットの深さにわたって
温度勾配を維持するように構成される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２５】
　複数の堆積チャンバーは、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）のチャンバーを含む、請
求項１９に記載のシステム。
【請求項２６】
　ＧａＮ堆積チャンバーはさらに、少なくとも第１のＧａＮ層をケイ素（Ｓｉ）でドープ
するように構成される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２７】
　サファイヤ基板上で成長させられた窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を含む鋳型と；
　鋳型上で成長させられた少なくとも第１の窒化ガリウム（ＧａＮ）層であって、ここで
、少なくとも第１のＧａＮ層は、約１０ａｒｃｓｅｃから約２５００ａｒｃｓｅｃまでの
範囲にある１０２ピークのωロッキングカーブ半値全幅（ＦＷＨＭ）Ｘ線回折計測値を有
する、層と；
　少なくとも第１のＧａＮ層の表面上で成長させられた、成長エピタキシャル金属ミラー
（ＧＥＭＭ）であって、ここで、ＧＥＭＭはハフニウム（Ｈｆ）：ＧａＮおよび窒化ハフ
ニウム（ＨｆＮ）の交互層を含む、ＧＥＭＭと；
　ＧＥＭＭの表面上で成長させられたｎ型ＧａＮの層と；
　ｎ型ＧａＮの層上で成長させられたｐ型ＧａＮ／多重量子井戸（ＭＱＷ）の層と；
　ｐ型ＧａＮ／ＭＱＷの層上で成長させられたインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）置換層で
あって、ここで、ＩＴＯ置換層は、模様が付けられたＨｆ：ＧａＮの層を含む、ＩＴＯ置
換層と；
を含む、窒化ガリウム構造。
【請求項２８】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をゲルマニウム（Ｇｅ）
でドープする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をハフニウム（Ｈｆ）で
ドープする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３０】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をマグネシウム（Ｍｇ）
でドープする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をゲルマニウム（Ｇｅ）
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でドープする工程をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項３２】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をハフニウム（Ｈｆ）で
ドープする工程をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項３３】
　第１のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をマグネシウム（Ｍｇ）
でドープする工程をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項３４】
　第２のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をゲルマニウム（Ｇｅ）
でドープする工程をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項３５】
　第２のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をハフニウム（Ｈｆ）で
ドープする工程をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項３６】
　第２のスパッタリングプロセスは、少なくとも第１のＧａＮ層をマグネシウム（Ｍｇ）
でドープする工程をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項３７】
　少なくとも第１のＧａＮ層の成長はステップフロー成長を含む、請求項８に記載の方法
。
【請求項３８】
　少なくとも第１のＧａＮ層の成長は二次元（２Ｄ）島状成長を含む、請求項８に記載の
方法。
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