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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　III族窒化物半導体の結晶を成長するために用いられる基板において、基板は、III族窒
化物半導体とは異種の材料からなり、その基板上に、複数の多孔質層を有し、かつ最表面
に位置する多孔質層は、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属材料のうちのいずれ
かからなり、最表面に位置する多孔質層より基板側に位置する多孔質層は、III族窒化物
半導体からなり、前記多孔質層のうちの最表面に位置する多孔質層における空隙の平均開
口部径が、前記最表面に位置する多孔質層よりも基板側に位置する多孔質層における空隙
の直径よりも小さく、１μｍ以下であることを特徴とする多孔質基板。
【請求項２】
　前記多孔質層の体積空隙率が１０～９０％の範囲内にある請求項１記載の多孔質基板。
【請求項３】
　前記基板上に二層の多孔質層を有し、前記二層の多孔質層のうちの最表面に位置する第
一の多孔質層における空隙の５０％以上が、前記第一の多孔質層の表面から前記第一の多
孔質層と前記第二の多孔質層の界面まで貫通している請求項１又は２記載の多孔質基板。
【請求項４】
　前記基板がサファイア基板からなり、前記多孔質層のうち最表面に位置する多孔質層が
ＴｉＮ、Ｐｔのうちいずれかからなり、前記最表面に位置する多孔質層よりも基板側に位
置する多孔質層がＧａＮからなる請求項１～３のいずれかに記載の多孔質基板。
【請求項５】
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　前記第一の多孔質層における膜厚が１μｍ以下である請求項３記載の多孔質基板。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の多孔質基板の上に、ＧａＮ系半導体層を成長したこと
を特徴とするＧａＮ系半導体積層基板。
【請求項７】
　III族窒化物半導体の結晶を成長するために用いられる基板の製造方法において、III族
窒化物半導体とは異種の材料からなる基板を用い、その基板上に、異なる材料からなる層
を二層以上成長させると共に、前記各層に対して熱処理を加えることにより前記各層の内
部に空隙を有する複数の多孔質層を形成し、最表面に位置する多孔質層は、金属酸化物、
金属窒化物、金属炭化物、金属材料のうちのいずれかで形成し、最表面に位置する多孔質
層より基板側に位置する多孔質層は、III族窒化物半導体で形成し、さらに前記多孔質層
のうちの最表面に位置する多孔質層における空隙の平均開口部径が、前記最表面に位置す
る多孔質層よりも基板側に位置する多孔質層における空隙の直径よりも小さく、１μｍ以
下とすることを特徴とする多孔質基板の製造方法。
【請求項８】
　請求項７で製造した多孔質基板上に、ＧａＮ半導体層を成長させることを特徴とするＧ
ａＮ系半導体積層基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体等、特にIII族窒化物半導体の結晶を成長するために用いられる基板
の構造に係り、特に、基板上に複数の多孔質層を形成した多孔質基板とその製造方法、Ｇ
ａＮ系半導体積層基板とその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
窒化ガリウム（ＧａＮ）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ）、窒化インジウム（ＩｎＮ）、窒
化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）、窒化ガリウムアルミニウム（ＧａＡｌＮ）等のＧ
ａＮ系化合物半導体は、青色発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオード（ＬＤ）用
材料として、脚光を浴びている。さらに、ＧａＮ系化合物半導体は、耐熱性や耐環境性が
良いという特徴を活かして、電子デバイス用素子への応用開発も始まっている。
【０００３】
ＧａＮ系化合物半導体は、バルク結晶成長が難しく、従って実用に耐えるＧａＮの自立基
板は未だ開発途上にある。現在広く実用化されているＧａＮ成長用の基板はサファイアで
あり、単結晶サファイア基板の上に有機金属気相成長法（ＭＯＶＰＥ法）等でＧａＮをエ
ピタキシャル成長させる方法が一般に用いられている。
【０００４】
サファイア基板は、ＧａＮと格子定数が異なるため、サファイア基板上に直接ＧａＮを成
長させたのでは単結晶膜を成長させることができない。このため、サファイア基板上に一
旦低温でＡｌＮバッファ層を成長させ、この低温成長バッファ層で格子の歪みを緩和させ
てからその上にＧａＮを成長させる方法が発明された（特開平２－８１４８４号公報）。
【０００５】
この低温成長窒化物層をバッファ層として用いることで、ＧａＮの単結晶エピタキシャル
成長は可能になった。
【０００６】
しかし、この方法でも、やはり基板と結晶の格子のずれは如何ともし難く、こうして得ら
れたＧａＮは、１０９　～１０１０ｃｍ－２もの転位を有している。この欠陥は、ＧａＮ
系ＬＤを製作する上で障害となる。
【０００７】
近年、サファイアとＧａＮの格子定数差に起因して発生する欠陥の密度を低減する方法と
して、ＥＬＯ（Appl. Phys. lett. 71(18)2638(1997)) や、ＦＩＥＬＯ（Japan. J. Appl
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. Phys. 38,L184(1999))、ペンデオエピタキシー(MRS Internet J. Nitride Semicond. R
es. 4S1,G3.38(1999))といった成長技術が報告された。
【０００８】
これらの成長技術は、サファイア等の基板上に成長させたＧａＮ上に、ＳｉＯ２ 等でパ
ターニングされたマスクを形成し、マスクの窓部からさらにＧａＮ結晶を選択的に成長さ
せて、マスク上をＧａＮがラテラル成長で覆うようにすることで、下地結晶からの転位の
伝播を防ぐものである。
【０００９】
これらの成長技術の開発により、ＧａＮ中の転位密度は１０７ ｃｍ－２台程度にまで、
飛躍的に低減させることができるようになった。例えば、特開平１０－３１２９７１号公
報には、この技術の一例が開示されている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
前述のＥＬＯをはじめとする低転位ＧａＮの成長技術は、いずれもサファイア等の基板上
にＳｉＯ２ などのパターニングされたマスクを形成する工程を必要とする。この工程は
、ＣＶＤ法等によるＳｉＯ２ 膜の堆積工程、レジストの塗布工程、フォトリソグラフィ
工程、エッチング・洗浄工程等からなり、非常に複雑で多大な時間を要する。
【００１１】
また、微細な加工技術を要求されるため、マスク形成の歩留まり（再現性）が悪いという
問題もある。さらに、本工程中には多数の熱処理工程、洗浄工程があり、ハンドリングに
よる基板の汚染、破損の危険性が高い。
【００１２】
前記の技術は、上述の通り複雑な工程を要するものの、得られるＧａＮ結晶の転位密度は
、必ずしもＬＤ開発にとって満足のいく値にはなっていない。
【００１３】
これは、選択成長のためのマスクがある領域と無い領域との差に起因して、成長するＧａ
Ｎ中に歪が発生し、結晶の軸が傾くためと考えらており、例えば、Appl. Phys. Lett., V
ol.76,No.26(2000)3893-3895やJ. Crystal Growth 208(2000)804-808などで報告されてい
る。
【００１４】
本発明の目的は、上述の問題を解決すべく、従来の結晶成長方法がそのまま適用可能で、
かつ従来よりも大幅に欠陥密度の少ないＧａＮ単結晶のエピタキシャル成長を可能とする
ＧａＮ結晶成長用下地基板としての多孔質基板とその製造方法、ＧａＮ系半導体積層基板
とその製造方法を提供するものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、III族窒化物半導体の結晶を成長する
ために用いられる基板において、基板は、III族窒化物半導体とは異種の材料からなり、
その基板上に、複数の多孔質層を有し、かつ最表面に位置する多孔質層は、金属酸化物、
金属窒化物、金属炭化物、金属材料のうちのいずれかからなり、最表面に位置する多孔質
層より基板側に位置する多孔質層は、III族窒化物半導体からなり、前記多孔質層のうち
の最表面に位置する多孔質層における空隙の平均開口部径が、前記最表面に位置する多孔
質層よりも基板側に位置する多孔質層における空隙の直径よりも小さく、１μｍ以下であ
ることを特徴とする多孔質基板である。
【００１６】
　請求項２の発明は、前記多孔質層の体積空隙率が１０～９０％の範囲内にある請求項１
記載の多孔質基板である。
【００１７】
　請求項３の発明は、基板上に二層の多孔質層を有し、前記二層の多孔質層のうちの最表
面に位置する第一の多孔質層における空隙の５０％以上が、前記第一の多孔質層の表面か
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ら前記第一の多孔質層と前記第二の多孔質層の界面まで貫通している請求項１又は２記載
の多孔質基板である。
【００１８】
　請求項４の発明は、前記基板がサファイア基板からなり、前記多孔質層のうち最表面に
位置する多孔質層がＴｉＮ、Ｐｔのうちいずれかからなり、前記最表面に位置する多孔質
層よりも基板側に位置する多孔質層がＧａＮからなる請求項１～３のいずれかに記載の多
孔質基板である。
【００１９】
　請求項５の発明は、前記第一の多孔質層における膜厚が１μｍ以下である請求項３記載
の多孔質基板である。
【００２０】
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の多孔質基板の上に、ＧａＮ系半導
体層を成長したことを特徴とするＧａＮ系半導体積層基板である。
【００２１】
　請求項７の発明は、III族窒化物半導体の結晶を成長するために用いられる基板の製造
方法において、III族窒化物半導体とは異種の材料からなる基板を用い、その基板上に、
異なる材料からなる層を二層以上成長させると共に、前記各層に対して熱処理を加えるこ
とにより前記各層の内部に空隙を有する複数の多孔質層を形成し、最表面に位置する多孔
質層は、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属材料のうちのいずれかで形成し、最
表面に位置する多孔質層より基板側に位置する多孔質層は、III族窒化物半導体で形成し
、さらに前記多孔質層のうちの最表面に位置する多孔質層における空隙の平均開口部径が
、前記最表面に位置する多孔質層よりも基板側に位置する多孔質層における空隙の直径よ
りも小さく、１μｍ以下とすることを特徴とする多孔質基板の製造方法である。
【００２２】
　請求項８の発明は、請求項７で製造した多孔質基板上に、ＧａＮ半導体層を成長させる
ことを特徴とするＧａＮ系半導体積層基板の製造方法である。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な一実施形態を詳述する。
【００３０】
本発明の要点は、ＧａＮエピ中の転位低減を可能にする下地基板として、表面により細か
い空隙を設けた２層構造の多孔質層を有する基板を用いることにある。　本発明の多孔質
基板は、サファイヤ等の基板上に、エピタキシャル成長法にてＧａＮ層を形成し、そのＧ
ａＮ層上にＴｉ層などの金属膜を蒸着した後、これをアンモニア等の雰囲気中で熱処理す
ることで、金属膜に空隙が形成されて金属窒化物などの第一の多孔質層が形成されると同
時にＧａＮ層の一部がエッチングされて表面に高密度の空隙が形成された第二の多孔質層
が形成される。
【００３１】
これにより、本発明にかかる多孔質基板は、通常のＧａＮ系結晶のエピタキシャル成長に
用いられる手法、即ち、ＭＯＶＰＥ法、ＨＶＰＥ法、ＭＢＥ法等を用いた結晶成長全般に
用いることが可能である。
【００３２】
本発明にかかる多孔質基板上の結晶成長においては、２層の多層膜の材質の組み合わせ方
により、２種類の成長モードが現出する。
【００３３】
すなわち、表面に現れる第一の多孔質層が、内部にある第二の多孔質層よりも、成長結晶
との親和力が強い材質からなっている場合（第１のモード）と表面に現れる第一の多孔質
層が、内部にある第二の多孔質層よりも、成長結晶との親和力が弱い材質からなっている
場合（第２のモード）の２種類の成長モードが現出する。
【００３４】
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第１のモード；
【００３５】
表面に現れる第一の多孔質層が、内部にある第二の多孔質層よりも、成長結晶との親和力
が強い材質からなっている場合、成長結晶の初期成長核は、第一の多孔質層の表面に優先
的に発生し、さらに成長が進むと、この成長核同士が結合して最終的には平坦な膜となる
。この際、第一の多孔質層が核発生のためのサイトを与える働きをするため、表面に現れ
ている空隙の密度を制御すれば、結晶成長核の密度を制御することができる。エピタキシ
ャル結晶中に発生する転位の密度は、この初期核発生密度と相関があり、初期核発生密度
を下げれば、転位密度も減少する。但し、初期核発生密度を下げると、結晶が平坦化する
までに必要な結晶の厚みが増し、エピタキシャル層の表面の平坦性が劣化する傾向にある
ため、結晶成長条件や必要とする成長膜の厚さ、平坦性等を勘案して、多孔質基板の空隙
率を最適化する必要がある。ここで、核発生サイトを制御するだけであれば、第一の多孔
質層の下地は多孔質である必要はないが、下地となる第二の多孔質層を挿入することで、
下地基板と成長結晶との歪を緩和し、より低転位の結晶を成長することが可能となる。第
一の多孔質層の空隙が、第二の多孔質層の空隙よりも小さい必要があるのは、第一の多孔
質層上に選択的に結晶成長核を発生させ、第二の多孔質層内での核発生を抑制するためで
ある。第一の多孔質層と第二の多孔質層の両方から同時に結晶成長核が発生すると、成長
結晶は多結晶化してしまう確率が増してしまう。
【００３６】
第２の成長モード；
【００３７】
次に表面に現れる第一の多孔質層が、内部にある第二の多孔質層よりも、成長結晶との親
和力が弱い材質からなっている場合、結晶成長の初期成長核は、第二の多孔質層の空隙中
に優先的に発生し、成長結晶は第一の多孔質層の空隙を通って第一の多孔質層の表面に到
達する。空隙から顔を出した結晶は、その後第一の多孔質層の表面をラテラル成長し、最
終的には結合して平坦な膜となる。この成長モードにおいては、第一の多孔賃層は、微少
な窓を有するマスクとして機能し、ＥＬＯ成長と同様のメカニズムにより、成長結晶中に
発生した転位の伝播が第一の多孔質層により止められ、第一の多孔質層上に成長する結晶
が低転位化する。　第一の多孔質層の空隙が、第二の多孔質層の空隙よりも小さい必要が
あるのは、第一の多孔質層の空隙の方が大きいと、転位の伝播を止めるマスクの働きが失
われてしまうためである。
【００３８】
上述のように、本発明の多孔質基板を用いた場合、２種類の成長モードが現出する可能性
があるが、いずれのモードにおいても得られるエピタキシャル結晶の低転位化という目的
は達成が可能であり、どちらのモードの場合も発明の有効性は発揮することが可能である
。
【００３９】
次に空隙の最適条件についての根拠を説明する。
【００４０】
第一の多孔質層中に設けられた空隙の平均的な開口部径が、その直下に位置する第二の多
孔質層中に設けられた平均的な空隙の直径よりも小さいことの必要な理由は、第１の成長
モードでは、第一の多孔質層上に選択的に結晶成長核を発生させ、第二の多孔質層内での
核発生を抑制して多結晶化を防止するためであり、第２の成長モードでは、転位の伝播を
止めるマスクの働きが失わないようにするためである。
【００４１】
第一の多孔質層中に設けられた空隙の総数のうち、その５０％以上が、基板表面から第二
の多孔質層との界面まで貫通していることが必要な理由は、前述の２つの成長モードの内
、前者のモードの場合においては、成長結晶と基板との歪緩和効果を発現させるため、後
者のモードの場合においては、第一の多孔質層中で発生した結晶が、第二の多孔費層表面
にまで到達させる窓として機能させるためである。
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【００４２】
第一の多孔質層と第二の多孔質層の材質を違える必要があるのは、成長結晶と各層と間に
働く親和力に差を持たせ、成長核の発生を選択的に生じさせるためである。どちらの多孔
質層にも等しく核発生が生じると、前述のように多結晶化する危険が増すことになる。
【００４３】
前述の２つの成長モードの内、第１の成長モードを発現させるには、第一の多孔質層は単
結晶である必要がある。また、第２の成長モードにおいても、第一の多孔質層は、単結晶
であった方が、成長結晶の結晶性、平坦性が向上する傾向がある。そのためには、第二の
多孔質層も単結晶であり、第一の多孔質層は、第二の多孔質層にエピタキシャル成長して
いることが望ましい。第二の層を半導体層、特にIII－Ｖ族化合物半導体層とし、その上
に金属膜をエピタキシャル成長させることは、比較的容易に行える。この積層基板に、後
述する実施例で説明するように適当な条件で処理を行うと、前記金属膜は金属酸化物、金
属窒化物、金属炭化物のいずれかに変化し、本発明のような多孔質層を積層した構造が得
られる。
【００４４】
もちろん、本発明は多孔質層を積層した構造であることが要点であり、その材質、製法に
は上記以外の様々な組合せがあり得る。
【００４５】
第一の多孔質層中に設けられた空隙の平均開口部径が１μｍ以下であることが望ましい。
その理由は、空隙の平均開口部径が１μｍよりも大きいと、第１の成長モードの場合、空
隙の内部、即ち第二の多孔質層中からも核が発生してしまい、エピタキシャル層の多結晶
化が生じてしまうため、また、第２の成長モードの場合、転位の伝播を止めるマスクの機
能が果たせなくなり、低転位化の効果が薄れるためである。
【００４６】
第一の多孔質層の膜厚は、１μｍ以下であることが望ましい。これは、第２の成長モード
においてエピタキシャル層の多結晶化を防ぐために望ましい条件である。第一の多孔質層
の空隙の平均開口部径が１μｍ以下であり、かつ膜厚が１μｍを超えると、第二の多孔質
層中だけに選択的に成長核を発生させることが難しくなり、エピタキシャル層の多結晶化
が生じてしまう。
【００４７】
第一の多孔質層の体積空隙率は、１０％以上９０％以下であり、かつ前記空隙が、多孔質
層中に略均一に分散して形成されていることが望ましい。これは、体積空隙率が１０％未
満でも、また９０％を超えても、多孔質膜としての前述の機能が失われてしまうためであ
る。分布が均一であることの必要性も、同様の理由による。
【００４８】
第二の多孔質層の体積空隙率は、１０％以上、９０％以下であり、かつ前記空隙が、多孔
質層中に略均一に分散して形成されていることが望ましい。これは、体積空隙率が１０％
未満では、多孔質膜としての前述の機能が失われてしまうためであり、逆に９０％を超え
ると、強度が不足して第一の多孔質層を支持していることができなくなってしまうためで
ある。
【００４９】
本発明にかかる多孔質基板は、２層の多孔質層自体が自立した基板であっても構わないが
、下地に空隙を有さないサファイア等の基体（基板）があり、その表面に２層の多孔質層
が形成された構造であってもよい。
【００５０】
本発明においては、多孔質層を、３層以上に積層する構造の変形例でも、本発明と同様の
効果を得ることができるであろう。
【００５１】
前述の、前者の成長モードをとる場合には、２層の多孔質層が接触している界面に、空隙
を含まない第三の層が挿入されている構造でも、同様の効果を得ることができると考えら
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れる。
【００５２】
【実施例】
以下、添付図面と共に本発明の実施例を説明する。
【００５３】
実施例１
【００５４】
図１は、単結晶サファイヤ基板１上にＧａＮからなる第二の多孔質層２を、その第二の多
孔質層２上にＴｉＮ等の金属窒化物からなる第一の多孔質層３を形成した多孔質基板１０
を示している。
【００５５】
この図１に示す構造の多孔質基板１０を作製する方法について述べる。
【００５６】
図２（ａ）に示すように、直径２インチの単結晶サファイアＣ面基板上１に、ＭＯＶＰＥ
法で、ＴＭＧとＮＨ３ を原料として、ＧａＮ層２ａを５００ｎｍ成長した基板８を用意
した。
【００５７】
このＧａＮ層２ａ上に、真空蒸着装置を用いて金属Ｔｉ膜３ａを２０ｎｍ蒸着し（図２（
ｂ））、これを電気炉に入れて、ＮＨ３ を２０％混合したＨ２ の気流中で、１０４０℃
で２０分間の熱処理を施した。
【００５８】
この結果、図２（ｃ）に示すようにＧａＮ層２ａの一部がエッチングされて高密度の空隙
が発生して第二の多孔質層２が形成され、同時に、Ｔｉ膜３ａは窒化されてＴｉＮに変化
し、表面にはサブミクロンの微細な穴が高密度に形成された第一の多孔質層３が形成され
る。
【００５９】
こうして得られた多孔質基板１０の表面ＳＥＭ写真を図３に、同多孔質基板の断面ＳＥＭ
写真を図４に示す。
【００６０】
図３より、多孔質基板の表面を形成する第一の多孔質層には、０．１μｍ程度の貫通孔が
面内ほぼ均一に形成さていることが見てとれる。
【００６１】
また、図４より、第二の多孔質層には、第一の多孔質層の空隙よりも大きい１μｍ程度の
空隙が面内ほぼ均一に形成され、山型になったＧａＮ結晶の頂上部分で網目状のＴｉＮ層
（第一の多孔質層）が支持された構造になっていることが見てとれる。
【００６２】
実施例２
【００６３】
実施例１で示した多孔質基板１０上に、ＭＯＶＰＥ法でＧａＮ結晶を成長した例を図５で
説明する。
【００６４】
実施例１の方法で作製した多孔質基板１０をＭＯＣＶＤ炉内に入れて、Ｈ２ を２０％混
合したアンモニア気流中で、１０５０℃×３０ｍｉｎの熱処理を施した。さらに引き続き
、同炉内で、Ｔｉ膜上にＴＭＧとアンモニアを原料として、１０５０℃でＧａＮ膜４を２
μｍ成長した。得られたＧａＮエピタキシャル基板１２の表面は、非常に平坦で、ノマル
スキー顕微鏡観察およびＳＥＭ観察の結果、サファイア基板上に低温成長バッファ層を介
して成長した既存のＧａＮエピタキシャル基板と比較して、表面の微少な凹凸が少ない、
良好な表面状態となっていることが確認できた。
【００６５】
基板１２の表面をＡＦＭ（原子間力顕微鏡）で観察し、表面に観察されるピット（転位に
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対応すると言われている）の密度を測定したところ、５×１０６ 個／ｃｍ２ と、非常に
少なく、結晶性の高いＧａＮ単結晶基板１２が得られていることを確認した。
【００６６】
この基板１２のＸ線回折測定を行ったところ、ＧａＮ（０００２）面回折ロッキングカー
ブの半値幅は、基板面内のどこを測定しても約９０ｓｅｃ、また、（１０－１０）面回折
ロッキングカーブの半値幅も、基板面内のどこを測定しても約１４０ｓｅｃと、良好で均
一な結晶性を有していることが確認できた。
【００６７】
実施例３
【００６８】
第一の多孔質層の材料としてＰｔを、第二の多孔質層の材料としてＧａＮを用いた例につ
いて、実施例１と同様図２を用いて説明する。
【００６９】
直径２インチの単結晶サファイアＣ面基板１上に、ＭＯＶＰＥ法で、ＴＭＧとＮＨ３ を
原料として、ＧａＮ層２ａを０．５μｍ成長した基板８を用意した。このＧａＮ層２ａ上
に、金属Ｐｔ膜３ａを２０ｎｍ蒸着し、これを電気炉に入れて、大気中で、８５０℃、２
０分間の熱処理を施した。この結果、ＧａＮ層２中には図４と類似した高密度の空隙を有
する第二の多孔質層２が形成され、Ｐｔ膜には、高密度のサブミクロンサイズの穴を有す
る第一の多孔質層３が形成された。
【００７０】
実施例４
【００７１】
実施例３で示した多孔質基板１０上に、ＨＶＰＥ法でＧａＮ結晶を成長した例を述べる。
【００７２】
実施例３の方法で作製した多孔質基板１０をＨＶＰＥ炉に入れ、ＧａＮを５０μｍ堆積し
た。成長に用いた原料はＮＨ３ とＧａＣｌで、キャリアガスとしてＮ２ を用いた。供給
ガス中のＧａＣｌ分圧、ＮＨ３ 分圧は、それぞれ、８×１０－３ａｔｍ、８×１０－２

ａｔｍである。成長は常圧で行い、成長温度は１０５０℃とした。
【００７３】
得られたＧａＮエピタキシャル基板の表面は非常に平坦で、顕微鏡観察およびＳＥＭ観察
により、サファイア基板上にＳｉＯ２ でストライプマスクを形成してＥＬＯ成長した、
既存のＧａＮエピ基板と比較して、同等かそれ以上の良好な表面状態となっていることを
確認した。この基板のＸ線回折測定を行つたところ、ＧａＮ（０００２）面、および（１
０－１０）面の回折のＦＷＨＭは、基板面内のどこを測定してもそれぞれ、約１００ｓｅ
ｃ、１４０ｓｅｃと、良好で均一な結晶性を有していることが確認できた。また、得られ
たＧａＮエピタキシャル基板の転位密度を、熱燐酸、硫酸混合液（２５０℃）に試料を浸
した結果得られるエッチピツトで計測したが、ｌ×ｌ０７ ｃｍ－２と非常に少ないこと
が判明した。さらに、原子間力顕微鏡で表面のピットの密度も測定したところ、この値も
５×１０６ 個／ｃｍ２ と、非常に少なく、結晶性の高いＧａＮエピタキシャル基板が得
られていることを確認した。
【００７４】
上述の実施例では、ＧａＮ結晶成長の例について述べたが、本発明においては、ＡｌＧａ
Ｎ結晶やＩｎＧａＮ結晶等の窒化物系結晶全般に適用が可能である。更に、ＧａＮ系以外
の材料の結晶成長に適用しても、同様のメカニズムで低欠陥密度の結晶成長が可能になる
。
【００７５】
特に成長結晶とは異種の材料からなる基板上に結晶を成長する、いわゆるへテロエピタキ
シャル成長が必要な材料系に応用すると、効果的である。
【００７６】
本発明の多孔質基板の使用方法、応用システムなどを説明すると、本発明にかかる多孔質
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基板は、通常のＧａＮ系結晶のエピタキシャル成長に用いられる手法、即ち、ＭＯＶＰＥ
法、ＨＶＰＥ法、ＭＢＥ法等を用いた結晶成長全般に用いることが可能であり、本多孔質
基板上にＧａＮ結晶を成長することにより、低転位密度のエピタキシャル成長結晶を容易
に得ることができる。更に、その上に発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオード（
ＬＤ）等のデバイス機能を有するエピタキシャル構造を成長させることで、高出力、高信
頼性の発光素子を製作することが可能になる。もちろん、ＧａＮ－ＨＥＭＴなどの電子デ
バイス作製用基板としても応用が可能である。
【００７７】
【発明の効果】
本発明の多孔質基板を用いることで、従来の結晶成長方法を用いて、容易に低欠陥密度の
エピタキシャル結晶成長が可能になる。特に、ＧａＮ系の結晶成長に適用すると効果的で
、転位密度の低いエピタキシャル成長ウェハが得られることから、その上に形成した発光
ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオード（ＬＤ）等のデバイスで、高出力かつ高信頼
性が得られる。
【００７８】
本発明の多孔質基板は、多層膜に熱処理を加えるだけの簡単なプロセスにより作製するこ
とが可能であり従来エピタキシャル結晶の転位低減に用いられていたＥＬＯ等の複雑なフ
ォトリソ工程を必要とするプロセスに較べて、高価な装置を必要としない、熟練も必要と
しない、再現性が高い、工程が簡略で時間もかからない、コストがかからない等の多くの
優位な点を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る基板の断面構造を模式的に現した図である。
【図２】本発明の一実施例に係る基板の製造方法を、基板の断面構造にて模式的に表した
図である。
【図３】本発明の一実施例に係る基板の表面ＳＥＭ写真である。
【図４】本発明の一実施例に係る基板の断面ＳＥＭ写真である。
【図５】本発明の多孔質基板を用いてＧａＮ層を形成した例を示す図である。
【符号の説明】
１　基板
２　第二の多孔質体
３　第一の多孔質体
１０　多孔質基板
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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