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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　III-N層上（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なくと
も一元素を示す）にマスク材料を形成する方法であって、
　１つより多くのファセットを含む表面を有するIII-N層を用意し、
　III-N層の成長中に前記マスク材料を全てのファセット上ではなく一又は複数のファセ
ット上に選択的に成長させ、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記マスク材料の成長は、III-N層の成長に使用されたものと同一の反応炉内で実施さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記マスク材料の選択的成長と同時に、別のIII-N層のエピタキシャル成長が、前記マ
スク材料の選択的成長がなされていない少なくとも１つまたは複数、あるいは全てのファ
セットに対してなされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも一部分が覆われたIII-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素
周期表第III族の少なくとも一元素を示す）をエピタキシにより成長させる方法であって
、
　１つより多くのファセットを含む表面を有するIII-N層を用意し、
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　　（ｉ）第一のファセット型または第一のファセット群上における少なくとも１つの別
のIII-N層の選択的成長と、
　　（ｉｉ）第二のファセット型または第二のファセット群上におけるマスク材料の選択
的成長とが、同時に進行するような成長条件の下で、
エピタキシャル成長を実行し、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
【請求項５】
　成長プロセスの少なくとも一過程において、少なくとも一のマスク材料源がエピタキシ
反応炉に供給され、前記第一のファセット型またはファセット群上におけるIII-N材料系
の成長速度が前記第二のファセット型またはファセット群上における成長速度よりも高く
なるような成長条件下で、エピタキシャル成長が実行されることを特徴とする請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも一部分が覆われたIII-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素
周期表第III族の少なくとも一元素を示す）をエピタキシにより成長させる方法であって
、
　成長プロセスの少なくとも一過程において、横方向成長の成長速度と縦方向成長の成長
速度が異なる成長条件下で、エピタキシャル成長を実行し、
　横方向成長速度と縦方向成長速度とが異なる間、少なくとも１つのマスク材料源をエピ
タキシ反応炉内へ供給し、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記マスク材料は窒化物化合物または酸化物化合物を含むことを特徴とする請求項１、
４、または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記マスク材料はシリコン化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または６に記載
の方法。
【請求項９】
　前記マスク材料は、アンモニアまたはアミン、および、シランまたはクロロシランを使
用して成長させられる窒化ケイ素化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または６に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記マスク材料は、NH３または(CH3)2NNH2、SilH2l+2もしくはSilClmHn（ただし、ｌは
１から８までの整数、ｍ、ｎはそれぞれ、０または（２ｌ＋２）の整数）を使用して成長
させられる窒化ケイ素化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または６に記載の方法
。
【請求項１１】
　成長させた前記マスク材料は、前工程において、第一マスク材料のパターンが、基板、
テンプレートまたは基層の上に形成され、その後、前記パターンの非マスク部分から１つ
より多くのファセットを備える表面を有する前記III-N層を成長させる、第二マスク材料
であることを特徴とする請求項１、４または６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記III-N層は、MOVPEまたはHVPEによって成長させられることを特徴とする請求項１、
４または６に記載の方法。
【請求項１３】
　自立III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なく
とも一元素を示す）の製造方法であって、
　請求項１、４または６に記載の方法のいずれか１つを行って、基板、テンプレートまた
は基層上に選択的にマスキングされたIII-N層と、更に別のIII-N層とを形成するものであ
り、
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　III-N層の成長中に、前記別のIII-N層と、基板、テンプレートまたは基層との間の領域
に選択的マスキングを形成し、
　前記別のIII-N層を、基板、テンプレートまたは基層から分離させて、自立III-N層を提
供することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記選択的マスキングにより前記基板と前記別のIII-N層との間にボイドが形成される
、および／または前記別のIII-N層が前記基板、テンプレートまたは基層から自己分離可
能であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記別のIII-N層は、間隔を置いて配置された棒状部または柱状部を介して、前記基板
、テンプレートまたは基層に接続されていることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記選択的マスキングは、前記基板、テンプレート、もしくは基層の主表面に平行でな
い一または複数のファセットの上に形成されることを特徴とする請求項１３に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記別のIII-N層は、エピタキシャル成長により所望の厚さを有するように形成され、
該エピタキシャル成長はMOVPEまたたはHVPEであることを特徴とする請求項１３に記載の
方法。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の方法により得られることを特徴とする自立III-Nウエハ。
【請求項１９】
　III-N材料（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なくと
も一元素を示す）を含むデバイスを製造する方法であって、
　形成されたマルチファセットIII-N層の少なくとも１つのファセット上に選択的マスキ
ングが形成されるように、基板、テンプレートまたは基層上に選択的にマスキングされた
III-N層を形成するために、請求項1、４または６に記載の方法のいずれか１つを実施する
工程と、
　少なくとも１つのマスキングされていないファセット上にデバイス用の少なくとも一層
を形成する工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記選択的マスキングは、前記基板、テンプレートもしくは基層の主表面と平行に広が
るファセット上に形成され、前記基板、テンプレートもしくは基層の主表面と平行でない
、少なくとも１つのファセット上に、前記デバイス用の少なくとも一層が形成されること
を特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記デバイス用の少なくとも一層が量子構造を備えることを特徴とする請求項１９に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記デバイス用の少なくとも一層がエピタキシャル成長により形成され、該エピタキシ
ャル成長はMOVPEまたはHVPEであることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１９に記載の方法で得られることを特徴とする電子または光電子デバイス。
【請求項２４】
　III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なくとも
一元素を示す）を有する半導体デバイスであって、
　異なる第一ファセット型と第二ファセット型、または異なる第一ファセット群と第二フ
ァセット群を備える、マルチファセットのエピタキシャルIII-N層と、
　マスク材料層を前記第二ファセット型または第二ファセット群上に選択的に成長させる
間、III-N層のエピタキシャル成長中に前記第一ファセット型または第一ファセット群上
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に選択的にエピタキシャル成長させた少なくとも１つの別のIII-N層とを備えていること
を特徴とする半導体デバイス。
【請求項２５】
　前記マスク材料層は、前記マルチファセットのエピタキシャルIII-N層下面の主表面と
平行に広がる第二ファセット型上に成長させ、
　前記別のIII-N層は、前記マルチファセットのエピタキシャルIII-N層下面の主表面と平
行でない、少なくとも１つの第一ファセット型または第一ファセット群上にエピタキシャ
ル成長させたことを特徴とする請求項２４に記載の半導体デバイス。
【請求項２６】
　前記マスク材料層は前記別のIII-N層のエピタキシャル成長後に除去され、
　そのマスク材料層の除去後に、少なくとも一の半導体層が、前記第二ファセット型また
は第二ファセット群上に、随意形成されたことを特徴とする請求項２４に記載の半導体デ
バイス。
【請求項２７】
　前記第一ファセット型もしくは第一ファセット群上に選択的にエピタキシャル成長させ
た少なくとも１つの別のIII-N層内のバンドギャップは、他の半導体層または半導体デバ
イスにおける他のIII-N層のバンドギャップよりも小さいことを特徴とする請求項２４に
記載の方法。
【請求項２８】
　少なくとも１つの前記第一ファセット型上でエピタキシャル成長させた前記別のIII-N
層における結晶面は、前記マルチファセットのエピタキシャル成長III-N層が形成された
基板、テンプレートまたは基層における当初の結晶面よりも、小さな圧電定数を有するこ
とを特徴とする請求項２４に記載の半導体デバイス。
【請求項２９】
　III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なくとも
一元素を示す）を有する半導体デバイスであって、
　請求項１９に記載の方法によって製造され、
　異なる第一ファセット型と第二ファセット型、または異なる第一ファセット群と第二フ
ァセット群を備える、マルチファセットのエピタキシャルIII-N層と、
　（０００１）ファセットである第二ファセット型と、
　必ずしも前記第二（０００１）ファセット型上ではなく、前記第一ファセット型または
第一ファセット群上に、選択的にエピタキシャル成長させた少なくとも１つのIII-N量子
構造と、を備えることを特徴とする半導体デバイス。
【請求項３０】
　一または複数の半導体層もしくはIII-N層は、前記III-N量子構造の少なくとも１つの下
方および／または上方に位置する第一ファセット型または第一ファセット群上に形成され
ることを特徴とする請求項２９に記載の半導体デバイス。
【請求項３１】
　前記第一ファセット型または第一ファセット群は、
　　｛１－１００｝面と、
　　｛１－１０１｝面と、
　　｛１１－２０｝面と、
　　｛１１－２２｝面と、からなる群より選択される１つの面に位置することを特徴とす
る請求項２４に記載の半導体デバイス。
【請求項３２】
　ドープされた半導体層もしくはIII-N層を備えることを特徴とする請求項２４または２
９に記載の半導体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、成長、とりわけIII族窒化物（III-Nと略記）、なかでも（Al, Ga, In）Nの
エピタキシャル成長における所定の結晶ファセット（結晶面）の選択的遮蔽方法、自立II
I-N層およびデバイスもしくは部品の製造方法、ならびにそのような方法により得られる
光電子デバイスや電子デバイスのような製品に関する。
【０００２】
　現在、III-N材料系（IIIとはAl, Gaおよび Inからなる群から選択される周期表第III族
の少なくとも一元素を示す）は、半導体材料の中で重要な役割を果たしており、さまざま
な光電子および電子デバイスに利用されている。新しいデバイスを製造する際、またIII-
N層を異種基板から分離させる際、さまざまな用途において、半導体ウェハの所定部分を
マスキングすることが行われている。
【０００３】
　誘電材料のin situ成長が知られている（US6802902、US2004-0137732A）が、当該文献
においては、ただ一つの結晶ファセット（結晶面）を表面に有する非構造基板が記述され
ているのみである。しかも、ウェハ全体がマスクで完全に覆われている。したがって、こ
の方法は、転位密度の減少や、ひずみの緩和を目的として使用されており、複雑な構造を
製造するために使用されていない。
【０００４】
　K. Tomita et al., in phys. stat. sol. (a), 194, p. 563 (2002)には、自己分離に
よる自立バルクGaN層の製造技術が記載されている。GaN層を成長させるエピタキシ反応炉
外で、単一マスクが一工程でサファイア異種基板上に作製される。マスクの露出部分から
出発して、マスクを横切ってエピタキシャル横方向過成長が生じ、厚いGaN層が生成する
。このように成長したGaN層は、サファイア基板から自然に剥離する。
【０００５】
　JP2004-051415AおよびJP2004-055799Aに記載されている方法では、III-N層が更に成長
した後、棒（bar）または柱（column）のみが基板とIII-N層との連結部として残るようII
I-N層が構成される。
【０００６】
　Y. Oshima et al. in phys. stat. sol.(a) 194, p554(2002)およびA. Usui et al. in
 phys. stat. sol.(a) 194, p.572(2002)には、いわゆるVAS(Void Assisted Separation)
法による自立III-N層の製造技術が記載されている。ここでもエピタキシ反応炉の外部で
、TiN層がサファイア/GaN基板上に形成される。この基板は、後のアニーリング工程で、
ナノネットに変換される。続いて、厚いGaN層のエピタキシャル成長によって、基板と厚
いGaN層との間に、ミクロボイドが発生する。
【０００７】
　S. Bohyama et al.(Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44, L24(2005))には
、ある結晶ファセットがマスクによって覆われた構造基板上における成長が記載されてい
る。このため、第一のマスクを別に形成することが必要であり、その後、エピタキシ工程
が実施されて構造体が製造される。その後、やはりエピタキシ反応炉の外部で第二のマス
クが形成され、構造化される。ここで、まずSiO２マスクがGaN層上に形成され、続いてGa
N下地層の表層部が再び取り除かれて、更なる成長の種となる。ここで、構造体の位置は
、第一のマスク構造上に正確に位置合わせする必要がある。
【０００８】
　さらに、III-N材料系における量子（ヘテロ）構造の形成が注目を集めている。従来、I
II-N量子井戸は、GaNがａ方向へ成長するサファイアのｒ面のような、異種基板上の（０
０１０）面またはｃ面以外の平面上で成長していた（H.N.Ng,Appl.Phys.Lett.80,4369(20
02)およびM.D.Craven et al., Appl.Phys.Lett.81,1201(2002)）。あるいはLiAlO２基板
のｍ面上で成長していた（P.Waltereit et al., J.Cryst. Growth 218, 143(2000)）。Ne
ubert et al. (Appl. Phys.Lett.87,182111(2005)では、III-N（すなわちGaN）ファセッ
ト上にIII-N（すなわちGaInN）量子井戸をエピタキシャル成長させているが、特定のファ
セット上にのみIII-N量子井戸を成長させるには至っていない。
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【０００９】
【特許文献１】US6802902
【特許文献２】US2004-0137732A
【特許文献３】JP2004-055799A
【特許文献４】JP2004-051415A
【非特許文献１】K. Tomita et al., phys. stat. sol. (a), 194, p. 563 - 567 (2002)
【非特許文献２】Y. Oshima et al., phys. stat. sol. (a) 194, p. 554 - 558 (2002)
【非特許文献３】A. Usui et al., phys. stat. sol. (a) 194, p. 572 - 575 (2002)
【非特許文献４】S. Bohyama et al., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44,
 L24 - L26 (2005)
【非特許文献５】H.N. Ng, Appl. Phys. Lett. 80, 4369 (2002) and M.D. Craven et al
., Appl. Phys. Lett. 81, 1201 (2002)
【非特許文献６】P. Waltereit et al., J. Cryst. Growth 218, 143 (2000)
【非特許文献７】B. Neubert et al., Applied Physics Letters 87, 182111-182113 (20
05)
【非特許文献８】K. Hiramatsu et al., phys. stat. sol. (a) 176, p. 535 - 543 (199
9)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、マスク材料をIII-N層上に成長（堆積）させる方法を改良することに
より、自立III-N層及び／又はIII-N材料系の選択的に形成された後続層を備えるデバイス
を、効率的に提供または準備することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明は下記を備えることを特徴とする。
（１）III-N層上（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少な
くとも一元素を示す）にマスク材料を形成する方法であって、
　１つより多くのファセットを含む表面を有するIII-N層を用意し、
　III-N層の成長中に前記マスク材料を全てのファセット上ではなく一又は複数のファセ
ット上に選択的に成長させ、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
【００１２】
（２）前記マスク材料の成長は、III-N層の成長に使用されたものと同一の反応炉内で実
施されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【００１３】
（３）前記マスク材料の選択的成長と同時に、別のIII-N層のエピタキシャル成長が、前
記マスク材料の選択的成長がなされていない少なくとも１つまたは複数、あるいは全ての
ファセットに対してなされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【００１４】
（４）少なくとも一部分が覆われたIII-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、
元素周期表第III族の少なくとも一元素を示す）をエピタキシにより成長させる方法であ
って、
　１つより多くのファセットを含む表面を有するIII-N層を用意し、
　　（ｉ）第一のファセット型または第一のファセット群上における少なくとも１つの別
のIII-N層の選択的成長と、
　　（ｉｉ）第二のファセット型または第二のファセット群上におけるマスク材料の選択
的成長とが、同時に進行するような成長条件の下で、
エピタキシャル成長を実行し、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
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【００１５】
（５）成長プロセスの少なくとも一過程において、少なくとも一のマスク材料源がエピタ
キシ反応炉に供給され、前記第一のファセット型またはファセット群上におけるIII-N材
料系の成長速度が前記第二のファセット型またはファセット群上における成長速度よりも
高くなるような成長条件下で、エピタキシャル成長が実行されることを特徴とする請求項
４に記載の方法。
【００１６】
（６）少なくとも一部分が覆われたIII-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、
元素周期表第III族の少なくとも一元素を示す）をエピタキシにより成長させる方法であ
って、
　成長プロセスの少なくとも一過程において、横方向成長の成長速度と縦方向成長の成長
速度が異なる成長条件下で、エピタキシャル成長を実行し、
　横方向成長速度と縦方向成長速度とが異なる間、少なくとも１つのマスク材料源をエピ
タキシ反応炉内へ供給し、
　III-N層の成長を抑制するように前記マスク材料が選択されることを特徴とする方法。
【００１７】
（７）前記マスク材料は窒化物化合物または酸化物化合物を含むことを特徴とする請求項
１、４、または６に記載の方法。
【００１８】
（８）前記マスク材料はシリコン化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または６に
記載の方法。
【００１９】
（９）前記マスク材料は、アンモニアまたはアミン、および、シランまたはクロロシラン
を使用して成長させられる窒化ケイ素化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または
６に記載の方法。
【００２０】
（１０）前記マスク材料は、NH３または(CH3)2NNH2、SilH2l+2もしくはSilClmHn（ただし
、ｌは１から８までの整数、ｍ、ｎはそれぞれ、０または（２ｌ＋２）の整数）を使用し
て成長させられる窒化ケイ素化合物を含むことを特徴とする請求項１、４または６に記載
の方法。
【００２１】
（１１）成長させた前記マスク材料は、前工程において、第一マスク材料のパターンが、
基板、テンプレートまたは基層の上に形成され、その後、前記パターンの非マスク部分か
ら１つより多くのファセットを備える表面を有する前記III-N層を成長させる、第二マス
ク材料であることを特徴とする請求項１、４または６に記載の方法。
【００２２】
（１２）前記III-N層は、MOVPEまたはHVPEによって成長させられることを特徴とする請求
項１、４または６に記載の方法。
【００２３】
（１３）自立III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の
少なくとも一元素を示す）の製造方法であって、
　請求項１、４または６に記載の方法のいずれか１つを行って、基板、テンプレートまた
は基層上に選択的にマスキングされたIII-N層と、更に別のIII-N層とを形成するものであ
り、
　III-N層の成長中に、前記別のIII-N層と、基板、テンプレートまたは基層との間の領域
に選択的マスキングを形成し、
　前記別のIII-N層を、基板、テンプレートまたは基層から分離させて、自立III-N層を提
供することを特徴とする方法。
【００２４】
（１４）前記選択的マスキングにより前記基板と前記別のIII-N層との間にボイドが形成
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される、および／または前記別のIII-N層が前記基板、テンプレートまたは基層から自己
分離可能であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【００２５】
（１５）前記別のIII-N層は、間隔を置いて配置された棒状部または柱状部を介して、前
記基板、テンプレートまたは基層に接続されていることを特徴とする請求項１３に記載の
方法。
【００２６】
（１６）前記選択的マスキングは、前記基板、テンプレート、もしくは基層の主表面に平
行でない一または複数のファセットの上に形成されることを特徴とする請求項１３に記載
の方法。
【００２７】
（１７）前記別のIII-N層は、エピタキシャル成長により所望の厚さを有するように形成
され、該エピタキシャル成長はMOVPEまたたはHVPEであることを特徴とする請求項１３に
記載の方法。
【００２８】
（１８）請求項１３に記載の方法により得られることを特徴とする自立III-Nウエハ。
【００２９】
（１９）III-N材料（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少
なくとも一元素を示す）を含むデバイスを製造する方法であって、
　形成されたマルチファセットIII-N層の少なくとも１つのファセット上に選択的マスキ
ングが形成されるように、基板、テンプレートまたは基層上に選択的にマスキングされた
III-N層を形成するために、請求項1、４または６に記載の方法のいずれか１つを実施する
工程と、
　少なくとも１つのマスキングされていないファセット上にデバイス用の少なくとも一層
を形成する工程とを含むことを特徴とする方法。
【００３０】
（２０）前記選択的マスキングは、前記基板、テンプレートもしくは基層の主表面と平行
に広がるファセット上に形成され、前記基板、テンプレートもしくは基層の主表面と平行
でない、少なくとも１つのファセット上に、前記デバイス用の少なくとも一層が形成され
ることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【００３１】
（２１）前記デバイス用の少なくとも一層が量子構造を備えることを特徴とする請求項１
９に記載の方法。
【００３２】
（２２）前記デバイス用の少なくとも一層がエピタキシャル成長により形成され、該エピ
タキシャル成長はMOVPEまたはHVPEであることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【００３３】
（２３）請求項１９に記載の方法で得られることを特徴とする電子または光電子デバイス
。
【００３４】
（２４）III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少な
くとも一元素を示す）を有する半導体デバイスであって、
　異なる第一ファセット型と第二ファセット型、または異なる第一ファセット群と第二フ
ァセット群を備える、マルチファセットのエピタキシャルIII-N層と、
　マスク材料層を前記第二ファセット型または第二ファセット群上に選択的に成長させる
間、III-N層のエピタキシャル成長中に前記第一ファセット型または第一ファセット群上
に選択的にエピタキシャル成長させた少なくとも１つの別のIII-N層とを備えていること
を特徴とする半導体デバイス。
【００３５】
　（２５）前記マスク材料層は、前記マルチファセットのエピタキシャルIII-N層下面の
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主表面と平行に広がる第二ファセット型上に成長させ、
前記別のIII-N層は、前記マルチファセットのエピタキシャルIII-N層下面の主表面と平行
でない、少なくとも１つの第一ファセット型または第一ファセット群上にエピタキシャル
成長させたことを特徴とする請求項２４に記載の半導体デバイス。
【００３６】
　（２６）前記マスク材料層は前記別のIII-N層のエピタキシャル成長後に除去され、
そのマスク材料層の除去後に、少なくとも一の半導体層が、前記第二ファセット型または
第二ファセット群上に、随意形成されたことを特徴とする請求項２４に記載の半導体デバ
イス。
【００３７】
（２７）前記第一ファセット型もしくは第一ファセット群上に選択的にエピタキシャル成
長させた少なくとも１つの別のIII-N層内のバンドギャップは、他の半導体層または半導
体デバイスにおける他のIII-N層のバンドギャップよりも小さいことを特徴とする請求項
２４に記載の方法。
【００３８】
（２８）少なくとも１つの前記第一ファセット型上でエピタキシャル成長させた前記別の
III-N層における結晶面は、前記マルチファセットのエピタキシャル成長III-N層が形成さ
れた基板、テンプレートまたは基層における当初の結晶面よりも、小さな圧電定数を有す
ることを特徴とする請求項２４に記載の半導体デバイス。
【００３９】
（２９）III-N層（IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少な
くとも一元素を示す）を有する半導体デバイスであって、
　請求項１９に記載の方法によって製造され、
　異なる第一ファセット型と第二ファセット型、または異なる第一ファセット群と第二フ
ァセット群を備える、マルチファセットのエピタキシャルIII-N層と、
　（０００１）ファセットである第二ファセット型と、
　必ずしも前記第二（０００１）ファセット型上ではなく、前記第一ファセット型または
第一ファセット群上に、選択的にエピタキシャル成長させた少なくとも１つのIII-N量子
構造と、を備えることを特徴とする半導体デバイス。
【００４０】
（３０）一または複数の半導体層もしくはIII-N層は、前記III-N量子構造の少なくとも１
つの下方および／または上方に位置する第一ファセット型または第一ファセット群上に形
成されることを特徴とする請求項２９に記載の半導体デバイス。
【００４１】
（３１）前記第一ファセット型または第一ファセット群は、
　　｛１－１００｝面と、
　　｛１－１０１｝面と、
　　｛１１－２０｝面と、
　　｛１１－２２｝面と、からなる群より選択される１つの面に位置することを特徴とす
る請求項２４に記載の半導体デバイス。
【００４２】
（３２）ドープされた半導体層もしくはIII-N層を備えることを特徴とする請求項２４ま
たは２９に記載の半導体デバイス。
【００４３】
　一態様において、本発明は、III-N層上にマスク材料を形成する方法を提供する。ここ
で、IIIとは、Al, GaおよびInから選択される、元素周期表第III族の少なくとも一元素を
示す。複数のファセットかを含む表面を有するIII-N層が準備され、マスク材料が全ての
ファセット上ではなく選択的に一又は複数のファセット上に成長させられる。
【００４４】
　別の態様において、本発明は、少なくとも一部分が覆われたIII-N層をエピタキシによ
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り成長させる方法を提供する。ここでIIIとは上記の通りであり、当該方法は、複数のフ
ァセットを備える表面を有するIII-N層を準備し、（ｉ）第一のファセット型または第一
のファセット群上における少なくとも一の別のIII-N層の選択的成長と、（ｉｉ）第二の
ファセット型または第二のファセット群上におけるマスク材料の選択的成長とが同時に進
行するような成長条件の下で、エピタキシャル成長を実行する。
【００４５】
　別の態様において、本発明は、少なくとも一部分が覆われIII-N層を、エピタキシ反応
炉内でエピタキシにより成長させる方法を更に提供する。ここでIIIは、Al, GaおよびIn
から選択される、元素周期表第III族の少なくとも一元素を示しており、当該方法は、成
長プロセスの少なくとも一部において、横方向成長の成長速度と縦方向成長の成長速度が
、異なる好ましくは顕著に異なるような成長条件の下、エピタキシャル成長を実行し、さ
らに、横方向成長速度と縦方向成長速度とが異なっている期間に、少なくとも一のマスク
材料源をエピタキシ反応炉内へ供給する。この方法において、マスク材料を、遅い成長速
度で形成された少なくとも一の平面（ファセット）上に成長させることができる。本発明
のこの実施形態によれば、縦方向成長速度とは、水平（０００１）表面ファセットに作用
する速度を意味し、横方向成長速度とは、傾斜及び／又は鉛直表面ファセットなど、他の
表面ファセットの全部または一つに作用する速度を意味する。
【００４６】
　好適な横方向成長速度と縦方向成長速度との差は、選択性を得るために、横方向成長速
度と縦方向成長速度との十分有意な比、あるいはその反対に縦方向成長速度と横方向成長
速度との十分有意な比によって定義される。たとえば、「十分有意な」とは、それぞれの
比が、少なくとも１．５倍かそれ以上、好ましくは少なくとも３．０倍かそれ以上、更に
好ましくは少なくとも５．０倍かそれ以上、特には少なくとも１０．０倍かそれ以上であ
ることを意味する。
【００４７】
　本発明方法の別の態様は、III-N層に容易に設けられる複数のファセットの１つの型ま
たは亜群上に、選択的且つ効率的にマスク材料を形成できるという利点を共通に提供する
ものである。この選択的ファセット・マスキング成長は、複数の成長ファセットを有する
III-N材料のエピタキシャル成長中に、in situで行われる。利用可能なファセットの全て
をマスキングすることを避けることによって、マスキングされていないファセットでIII-
N材料系における成長を続けることができる。たとえば、ドープまたは非ドープのIII-Nホ
モ構造及び／又はへテロ構造を形成したり、他の半導体材料の層を更に選択的に形成した
りすることも可能である。所望する後続の処理に応じて、また選択的マスキングに対応し
てどの型またはどの群のファセットが選択されるかに応じて、得られた構造は有用な用途
が見込まれる。
【００４８】
　そのような有用な用途の第一の態様において、本発明は、自立III-N層（IIIの定義は上
記の通りである）の製造方法を提供するものであり、当該方法においては、上記態様の方
法のいずれか１つを行って、基板、テンプレートまたは基層上に、選択的にマスキングさ
れたIII-N層を形成し、更に別のIII-N層を形成するものであり、この別のIII-N層と基板
、テンプレートまたは基層との間の領域に、選択的マスキングを形成し、この別のIII-N
層を基板、テンプレートまたは基層から分離させ、自立III-N層を提供するものである。
選択的にマスキングされたIII-N層の上への別のIII-N層の形成は、所望の厚さになるまで
いくらでも続行することができる。このように所望の厚さに別に形成されたIII-N層の分
離は、選択的マスキングプロセスにより生じた構造的不安定に起因する自己分離プロセス
で進行させてもよく、あるいは他の処理、たとえば機械的、化学的、熱的もしくはレーザ
光学的処理またはそれらの任意の組み合わせによって補助してもよい。マスク材料を構成
しているマルチファセットIII-N層の残りの材料は、必要に応じて、エッチング、研磨、C
MPなどの好適な処理によって積極的に除去してもよい。
　所望の厚さに形成された自立III-N層は、光学デバイス、電子デバイスまたは光電子デ
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バイス、半導体部品などを製造するための基板として使用することができる。
【００４９】
　上記有用な用途の第二の態様において、本発明は、III-N材料（IIIの定義は上記の通り
）からなるデバイスを製造する方法を提供するものであり、当該方法は、形成されたマル
チファセットIII-N層の少なくとも１つのファセット上に選択的マスキングが形成される
ように、基板、テンプレートまたは基層上に選択的にマスキングされたIII-N層を形成す
る上記態様のいずれか１つによる方法を実施する工程と、少なくとも１つのマスキングさ
れないファセット上にデバイス用の少なくとも一層を形成する工程とを含む。
　本発明のこの実施形態による方法によって得られるデバイスは、光学デバイス、電子デ
バイスもしくは光電子デバイス、半導体部品などである。
【００５０】
　本発明の方法によって、自立III-Nウェハ、あるいは電子デバイスもしくは光電子デバ
イスを製造することができる。そのような製品を、優れた特性で製造することができる。
【００５１】
　本発明は、結晶、特に単結晶III-N化合物へ適用することができる。ここで、IIIとは、
Al, Gaおよび Inからなる群から選択される元素周期表第III族の少なくとも一元素を示し
ている。対応する一般式は、AlxGayInzNであり、０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦１且
つｘ+ｙ+ｚ＝１である。可能なIII-N化合物としては、(Ga, Al, In)Nのような四元化合物
、(Ga, Al)N, (Ga, In)Nおよび(Al, In)Nのような三元化合物、GaNまたはAlNのような二
元化合物を挙げることができる。上記括弧内に例示したような、選択された第III族元素
間においては、考えられるあらゆる原子比が可能である。すなわち、各元素について０～
１００原子％が可能である。たとえば、(Al, Ga)N＝AlxGa1-xNの場合、０≦x≦１である
。(Ga, Al)NおよびGaNが特に好ましい。以下の好適な実施形態の記載は、以下に例示する
III-N化合物のみならず、あらゆる可能なIII-N化合物にも適用可能であり、III-N半導体
やその他の半導体材料の両方からなるデバイスにも適用可能である。
【００５２】
　「マスク材料」または「マスク材料化合物」という用語は、当該マスク材料上でのIII
族窒化物すなわち(Al, Ga, In)N材料の成長を抑制するものを意味し、好ましくは本質的
に抑制されており、更に好ましくは実質的に完全に抑制されていることを意味するものと
する。結晶の「ファセット」または「面」という用語は、当業者に通用されている意味で
ある。本発明において、複数の結晶ファセットまたは結晶面の可能な配向は限定されてお
らず、所望の方法で可変的に選択および調整可能である。本発明において使用される「フ
ァセット」という用語は、通常は、その上に他の材料が積層されるIII-N結晶の上側ファ
セットを意味し、反対の下側面は、主要下側面または表面となるか、別のIII-N材料また
は他の材料との界面となる。
【００５３】
　好適な基板としては、サファイア（Al２O３）、シリコンカーバイド（SiC）または酸化
リチウムアルミニウムもしくは酸化リチウムガリウム（Li(Al,Ga)O2）などの異種基板、
あるいは天然III-N基板などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない
。このような基板上に、たとえばバッファ層またはバリア層など、更に別な層を形成して
、本発明において使用するテンプレートとしてもよい。そのようなバッファ層、バリア層
またはテンプレート用の材料としては、（Ga, Al, In）N材料が好ましく、エピタキシャ
ル成長させたものが好ましい。あるいは、複数のファセットを有するIII-N層を、たとえ
ば（Ga, Al, In）N材料系以外の半導体材料など、基板の有無に関わらず所望の材料から
なる他の基層または基本構造上に設けてもよい。
【００５４】
　複数の露出した結晶ファセットを表面に有するIII-N層の形成を容易にする好適な前工
程としては、基板上または基板上に形成されたフィルム上に形成された第一のマスク材料
の構造化またはパターンニングがある。基板上の第一のマスク材料の構造化またはパター
ンニングは、従来の手法で行うことができる。たとえば、フォトリソグラフィ、マスク材
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料の連続平坦層の選択的エッチングなどを挙げることができる。第一のマスク材料として
は、たとえばSiO２、窒化ケイ素（SiNもしくはSi３N４）など、酸化物化合物または窒化
物化合物が好適である。第一のマスクの構造化またはパターンニングの設計は、適宜所望
に選択できる。たとえばストライプ、円形もしくは多角形の島や他の構造のマトリクス、
必要に応じて遮蔽された基板材料の露出開口部もしくは「窓」を、好ましくはその開口部
または「窓」から更にIII-N層をエピタキシャル成長させるために、形成することができ
る。
【００５５】
　複数の露出した結晶ファセットを有するIII-N層の製造方法としては、そのようなもの
として知られている方法が好適であり、エピタキシャル成長法が好ましく、特にエピタキ
シャル横方向過成長（ELO）または選択成長（SAG）を伴うハイドライド気層成長（HVPE）
法や有機金属化学気相エピタキシ（ＭＯＶＰＥ）法が好ましい。さらに別のエピタキシプ
ロセスとしては、分子線エピタキシ（MBE）があり、とくにイオンビーム支援分子線エピ
タキシ（IBA-MBE）またはプラズマ支援分子線エピタキシ（PAMBE）がある。他のエピタキ
シプロセスとして、異なる結晶ファセットを有する構造を実現するために、連続層のエッ
チング法も同様に可能である。湿式化学エッチング、乾式エッチング、反応性イオンエッ
チングなど、選択的エッチング方法と同様に連続層の形成方法も知られている。
【００５６】
　本発明の好適な一態様によれば、複数の結晶ファセットを有するIII-N層の表面上にお
いて、所定の結晶ファセット、すなわち利用可能な結晶ファセット全てではなく一又は複
数のファセットにおける別の成長プロセスの間に、マスク材料が成長させられる。したが
って、マスクはin situで選択的に成長し、それと同時に一または複数、あるいはまだ利
用されていない残りの全てのファセット上にIII-N層が更にエピタキシャル成長する。こ
の選択的成長は、III-N層の成長に使用されたものと同一の反応炉内で好適に実施される
。複数のファセットを備えた表面を有するIII-N層を製造する前工程において、（第一の
）マスク材料が既に使用されている場合、この選択的成長は第二のマスク材料に関するも
のとなる。第二のマスク材料は、第一のマスク材料とは独立に、好適なマスク材料の中か
ら、好ましくは窒化物化合物および酸化物化合物の中から選択できる。第二のマスクとし
て最も好適な材料は、窒化ケイ素のようなシリコン化合物であり、たとえばSi３N４また
は他の化学量論的もしくは非化学量論的SiN化合物の形態から形成できる。
【００５７】
　特に、選択的成長は、シリコンのようなマスク材料の成分が同時に存在する間に、一又
は複数のプロセスパラメータを所望に調整して、それぞれ選択された（Ga, Al, In）N材
料系における異なるファセットの成長速度を制御することにより実現できる。MOVPEまた
はHVPEにおけるプロセスパラメータのファセットへの影響度は、寸法、方向もしくは配向
、第一のマスク材料およびその充填比、成長温度、反応炉圧力、ソース化合物の流量、不
活性ガス及び／又は不純物の種類および濃度、ならびに基板の種類からなる条件群から選
択でき、上記条件の一又は複数の調整を組み合わせることができる。考えられる影響力の
ある条件について、文献K. Hiramatsu et al. in phys. stat. sol. (a) 176, p.535 (19
99)ならびにその中で引用されている別の文献に記載されており、これらK. Hiramatsu et
 al.およびその中の引用文献は、参照することにより、本明細書の開示にその内容の全部
を援用するものとする。
【００５８】
　本発明の特に効率的な実施形態において、本発明による成長プロセスの間に、他のファ
セットに比べて遅い好ましくは実質的に遅い（Ga, Al, In）N材料系の成長速度で支配さ
れた一又は複数のファセット上に、マスク材料として好適な化合物が、選択的に成長する
ことが保障される。たとえば好適なシリコン源化合物など、マスク材料として好適なソー
スを同時に導入する際には、第一のファセット型またはファセット群上で比較的速い（Ga
, Al, In）N材料系成長速度が影響を及ぼす一方、第二のファセット型またはファセット
上で比較的遅い好ましくは実質的に遅い（Ga, Al, In）N材料系成長速度が影響を及ぼし
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て、マスク材料化合物が第二のファセット型またはファセット群上に選択的に成長するよ
うに、エピタキシャル成長条件が選択される。たとえば、横方向成長速度と縦方向成長速
度との十分有意な比が、上記の如く所望に調整される。
【００５９】
　この操作中に、マスク材料が第二のファセット型またはファセット群上に選択的に十分
成長したら、第二のファセット型またはファセット群上での（Ga, Al, In）N材料系の成
長を完全に停止させるが、第一のファセット型またはファセット群上での成長は継続させ
る。これによって、優れた選択性を得ることができる。マスク材料の選択的成長は、たと
えばシリコンのようなマスク材料成分を、ドープIII-N層の形成下にある他のファセット
（第一の型または群）上で結晶格子へ導入した場合にも実現される。選択性が得られると
、このように十分なマスク材料を選択的に成長させられるので、成長条件を所望に変化さ
せることができる。たとえば、マスク材料用ソース化合物の反応炉内への供給を停止した
り、及び／又は比較的遅い成長速度をファセット毎に変化させたり、新たに調整したり、
及び／又は必要に応じて揃えたりできる。なぜなら、既に成長したマスク層が、第二のフ
ァセット型またはファセット群上で（Ga, Al, In）N材料系がさらに成長するのを抑制ま
たは阻止するからである。
【００６０】
　各種態様における本発明に係る方法の結果として、マスク材料は、少なくとも１つのフ
ァセット上に選択的に形成されるが、その他のファセットの少なくとも１つはマスク材料
によって覆われていない、あるいは本質的に覆われていないままである。本発明の枠組み
において、驚くべきことに、複数の利用可能なファセットを備えたIII-N層上での更なる
エピタキシャル成長中にマスク材料源を導入するとき、マスク材料の選択的なファセット
特異的成長は、III-N層のファセット特異的成長速度を制御することにより、有効に制御
可能であることが発見された。比較的遅いIII-N結晶成長速度により、マスク材料の過成
長が引き起こされて、III-N結晶成長が減少あるいは抑制される。一方、比較的速いIII-N
結晶成長速度により、マスク材料源が存在していたとしてもマスク材料のマスキング効果
が克服されて、シリコンなどのマスク材料成分がドーパントとしてIII-N層へ取り込まれ
る。異なるファセットにおけるマスク材料とIII-N材料との成長選択度におけるバランス
は、III-N材料の横方向成長速度に対する縦方向成長速度の比を制御することによって最
も効果的に制御できる。十分な選択度が得られると、成長したIII-N層において所望また
は許容されるドーピングの程度に応じて、あるいは所望されるドーピング欠如に応じて、
マスク材料源の追加供給が維持され、あるいは減少または停止される。
【００６１】
　マスク材料の選択的成長により、マスク材料によって覆われず残っている一又は複数の
ファセット上でのみあるいは実質的に一又は複数のファセット上でのみ、同一反応炉内で
の別の（好ましくは同時に起こる）III-N層のエピタキシャル成長を生じさせることがで
きる。エピタキシャル成長の間における上記の影響力のあるファクタの調整によって、II
I-N層の更なる別のエピタキシャル成長が起こる一又は複数の結晶ファセットを所望に選
択することが可能になる。どのファセットがIII-N層の更なる選択的成長に選ばれるかに
応じて、本発明の有用な用途における上記第一の態様による所望の厚さの自立III-N層の
提供や、本発明の有用な用途における上記第二の態様で定義されたIII-N材料系における
デバイスまたは他の半導体のための更なる別の層の成長というような有利な別の成果を実
現できる。その結果、厚い自立III-N層またはIII-N材料系のデバイスもしくは他の半導体
デバイス用の所定の別の層を効率的に製造できるのみならず、これら製造された層に改善
され調整可能な特性を所期の方法で持たせることができる。
【００６２】
　本発明により提供された各製品は、使用目的に応じて更に設計、加工または修正するこ
とができることは当業者には明らかである。たとえば、選択的に成長させたマスク材料は
そのままにしてもよく、再度取り除いてもよい。さらに、先にマスキングされたファセッ
ト上に、III-N化合物材料以外の半導体材料、またはマルチファセットIII-N層あるいは先
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にファセット選択成長させたIII-N層における（Ga, Al,In）N組成のいずれかとは独立に
選択された組成、もしくは当該組成のいずれかに調整された組成を持つ別のIII-N材料を
成長させることもできる。たとえば、異なる組成のIII-N層を有するIII-Nへテロ構造およ
びIII-Nホモ構造を、有用なデバイス構造としてこの方法で得ることができる。
【００６３】
　好ましくは、マスキングされていない上側の第一のファセット型もしくはファセット群
上に選択的にエピタキシャル成長させた少なくとも１つの別のIII-N層におけるバンドギ
ャップは、デバイスまたは部品の他の半導体層もしくは他のIII-N層におけるバンドギャ
ップよりも小さくなっている。このことにより、特に、量子井戸、量子膜、量子細線及び
／又は量子点などの量子（ヘテロ）構造の提供が可能になる。当業者には明らかであるよ
うに、デバイス用の一又は複数の層は、好適なドーパントによってドープされていてもよ
い。
【００６４】
　本発明の実施形態に係る量子構造を有することが可能な半導体デバイスとしては、以下
のものが挙げられるが、これらには限定されない。とりわけ、レーザもしくはLEDのよう
な光電子デバイスについては、ｐドープ領域が量子構造の上側に形成され、続いてｐ接点
がその上に形成される。好適な一実施形態においては、高いバンドギャップを持ち、通常
はIII-N材料系で構成される薄いバリア層が、量子構造とｐドープ領域との間に形成され
る。
【００６５】
　さらに、ｎ接点を設けたｎドープ領域が、量子構造の下側に典型的に形成される。
【００６６】
　本発明に係る半導体デバイスがレーザダイオードとして設計されるとき、典型的に、量
子膜のような量子構造は、たとえばAlGaNもしくは変性III-N材料からなる低屈折率の導波
材料内に埋め込まれる。可能な材料の組み合わせとしては、以下のもの（下側から上側に
向かう順番で示す）を挙げることができる。すなわち、緑/青/近UV発光の場合、GaN基層
、InGaN量子構造およびGaNもしくはInGaNバリア層であり、遠UV発光の場合、AlNもしくは
AlGaN基層、GaNもしくはAlGaN量子構造およびAlGaNもしくはAlNバリア層である。
　典型的に、ｎ領域は基板と量子構造との間に形成され、ｐ領域は量子構造の上側に形成
される。
【００６７】
　本発明に係る半導体デバイスがトランジスタのような電子デバイスもしくは電子部品と
して設計されるとき、それぞれ異なるバンドギャップもしくは異なる圧電定数を有する各
種連続層を使用してもよい。
【００６８】
　可能な材料の組み合わせとしては、GaN基層、AlGaN層およびGaN層（下側から上側に向
かう順番で示している）を含むAlGaN/GaN-FETを挙げることができる。各層はドープされ
ていなくても（しかし典型的には薄い第二層はドープする）、ドープされていてもよい（
たとえばFeでドープ）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　本発明を、図面を参照しつつ実施形態および実施例によって更に詳細に説明するが、こ
れらは全て本発明を説明することのみを目的とするものであり、本発明を限定的に解釈す
るものとして理解されるべきものではない。
【００７０】
　（第一の実施形態）
　まず、ここではGaNを含むIII-N層は、異種基板であるサファイア基板上に形成され、続
いて構造化表面が作られる。たとえば、サファイア上の第一のGaN層上に、窒化ケイ素マ
スク、SiO２マスク、またはELOプロセスに好適な他の材料からなるマスク（第一のマスク
）が、エピタキシ用反応炉の外部でサファイア上の第一のGaN層上に形成される。マスク
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材料の成長方法としては、スパッタ法、もしくはプラズマ励起気相成長（PECVD）法が可
能である。続いて、フォトレジンがマスク上に形成され、フォトリソグラフィ法によって
パターンが構成される。フォトレジン構造は、その後、ドライエッチングまたはウェット
エッチング法によってマスク上へ移される。ここで、マスクは厚み方向の対応する位置ま
たは領域で除去され、このような位置または領域においてGaN表面が露出し、所望のマス
クパターンが形成される。
【００７１】
　続いて、ここではGaNであるIII-N層が、露出した位置または領域から、ELO法によりエ
ピタキシ用反応炉内で成長可能となる（上記S. Bohyama et al.およびK. Hiramatsu et a
l.参照）。
【００７２】
　＜１１-２０＞方向にパターン化されたストライプパターン状マスク（第一のマスク）
上での成長の間、側面に｛１-１０１｝ファセットを有し、上面に（０００１）ファセッ
トを有するGaN層の台形構造がまず形成される。本質的に成長パラメータから独立して、
まず側面｛１-１０１｝ファセットが比較的低速の成長速度を示すが、その間、それに比
べて高速の成長速度を与える上面（０００１）ファセットがまだ存在している。したがっ
て、そのような構造は、本発明方法の出発点として非常に好適である。この段階でマスク
材料の選択的成長を伴わなければ、台形の側面でのそれ以上の成長は停止し、台形は三角
形が形成されるまで（０００１）ファセットの成長で充填される。このような完全な三角
形は、｛１-１０１｝ファセットのみからなるため、不適である。
【００７３】
　＜１-１００＞方向にパターン化されたストライプ状マスク（第一のマスク）の成長の
間、成長パラメータの選択に応じて、側面に｛１１-２２｝ファセットを有し、上面に（
０００１）ファセットを有する台形断面形状、または側面に｛１１-２０｝ファセットを
有し、上弧に（０００１）ファセットを有する長方形断面形状が形成される。高い成長温
度、たとえば約１０７０℃～１１５０℃の範囲では、長方形構造の形成が促進され、比較
的低温、たとえば約１０００℃～１０５０℃の範囲では、台形構造が促進される。
【００７４】
　本発明の目的のため、上記場合における縦方向成長速度に対する横方向成長速度の比は
、プロセス・パラメータによって調整できる。それと同時に、マスク材料成長用ソースが
エピタキシ反応炉内に導入される。マスク材料（第二のマスク）成長用のソース化合物と
しては、たとえばSiH４などのモノシランもしくはポリシランもしくはモノクロロシラン
もしくはポリクロロシランが使用される。これらは、たとえばNH３、アルキルアミン、ヒ
ドラジンもしくはモノアルキルヒドラジンもしくはジアルキルヒドラジンのような窒素源
化合物と共に、in situで、窒化ケイ素の成長をもたらす。基本的に、第二のマスク材料
は、第一のマスク材料とは独立に選択できる。III-V系の縦方向成長速度に対する横方向
成長速度の調整比と共に、マスク材料のソース化合物の供給または存在が、低速の成長速
度を有する結晶ファセット上での第二のマスクの選択的成長をもたらす。反応炉圧力の減
少、不活性ガスとしての水素への窒素添加、及び／又はたとえばマグネシウムなどの不純
物の添加によって、横方向成長速度が増加し、縦方向成長速度が減少する。かわりに、反
応炉圧力を増加させ、V/III比を低下させ、及び／又は不活性ガスとして純粋水素を使用
するか窒素／水素の比を小さくすることによって、横方向成長に比べて縦方向成長を増加
させることができる。
【００７５】
　一次近似によれば、シリコン供給は全てのファセット上で類似もしくは本質的に同一で
ある。同様に、単位時間当たり本質的に同量のシリコンが取り込まれる。
　高成長速度のファセット上では、シリコンよりもガリウムが多量に取り込まれ、ドープ
半導体が得られる。他方、低成長速度のファセットには、ガリウムよりもシリコンが多量
に取り込まれ、窒化ケイ素層が形成され、この層は次の成長のマスクとして機能する。
【００７６】
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　説明のみを目的として例示される具体例において、基板すなわちGaN基層から出発して
このようにパターン化され、たとえば厚さ１０nm～５μｍ（ここでは約１．５μｍ）で、
第一のマスクの窓から露出しているテンプレートは、Aixtron 200/4RF-S MOVPE装置内で
更に過成長に供せられる。ここで、温度は１０００℃～１１００℃の範囲、反応炉圧力は
約１００～２００mbarの範囲、アンモニア（NH3）流量は約２～４　l/minの範囲、トリメ
チルガリウム（TMGa）流量は約２０～１００μmol/minである。台形、長方形または三角
形構造が形成される。その後、濃度および流量が約３×１０－２μmol/minのSiH４が、２
～5分間で、反応炉内へ供給される。これにより、低成長速度のファセット上にSiN含有層
が形成され、この層はマスクとして機能し、この部分における次の成長を阻止する。他方
、高成長速度のファセット上には、Siでドープされただけの層が成長させられ、この層は
、この部分における次の成長を阻止しない。一例として、（０００１）方向への成長速度
は、｛１１－２０｝方向への成長速度の3倍になるよう設定され、｛１－１０１｝方向へ
の成長速度の15倍になるよう設定される。
【００７７】
　したがって、説明的な具体例において、エピタキシャル成長は本発明に従って行われ、
GaN層が（０００１）平面で成長し、｛１－１０１｝平面上での成長はマスク材料（窒化
ケイ素）の選択的成長によって停止する。図４のREMによる対応サンプルのスナップ写真
を見ると、最後に述べた平面での成長は、低構造部分で停止しているのが分かる。
【００７８】
　図５は、他の説明的実施例のREM顕微鏡写真を示しており、図４の実施例と異なり、第
一のマスクが＜１－１００＞方向に沿ったストライプとして形成されている。ここで、（
０００１）平面上の成長はマスク材料（第二のマスク）の選択的成長により効果的に停止
し、GaN層は｛１１－２０｝平面で更に成長している。
【００７９】
　（第二の実施形態）
　この実施形態における目的は、冷却時の熱ひずみにより、バルクIII-N層の異種基板か
らの自己分離を可能、好ましくは容易にし、厚い自立III-N層を製造することにある。こ
の目的のため、本発明においては、マスク材料（第二のマスク）の選択的成長の存在によ
って、厚いIII-N層と基板との間の部分に構造的不安定を発生させる。
【００８０】
　ここで、柱状及び／又は棒状中間層を、成長中の上面が基板の主表面に平行になるよう
に成長させている間に、側面ファセットの選択的in situマスキングによってボイドが形
成される。上面上において更にエピタキシャル成長が可能な厚いバルクIII/N層は、その
下の構造との不安定な結合のため、容易に分離可能である。バルク層はひとりでに都合よ
く分離しうる。自立III-N層は、たとえば基板の残りの部分及び／又は柱状及び／又は棒
状中間層を除去する手段によって、更に所望に加工することができる。自立III-N層は、
片面または両面において、任意の所望の処理に供することができる。そのような処理は、
たとえば、強酸（王水のようなHNO3/HClなど）などの溶媒による処理、湿式化学もしくは
乾式化学エッチング、機械的研磨、化学的機械的研磨（CMP）およびアニーリング（必要
に応じて少なくともアンモニアを含むガス雰囲気でのアニーリング）などからなる群から
選択されるが、これらに限定されない。
【００８１】
　本実施形態に係る方法によって、たとえば少なくとも５ｃｍの直径（もしくは例えば少
なくとも５ｃｍ四方の長方形底面積など、他の構造の底面積）を有し、所望範囲の厚さ、
例えば少なくとも２０μｍ、好ましくは少なくとも２００μｍ、更には少なくとも３００
μｍ、好適には上記各最小値から１０００μｍまでの厚さを有する自立III-N層を実現で
きる。
【００８２】
　本実施形態に係る例示的具体例について、図１および２を参照しながら説明する。サフ
ァイアのような異種基板１上に直接、あるいは（図示のように）異種基板１上に形成され
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た第一のIII-N層（ここではエピタキシャル成長させたGaN層）２上に間接に、第一のマス
ク４が形成され、開口部もしくは窓4ａが設けられるようパターン化される。これは、例
えば、PECVDによってSiNなどのマスク材料を形成し、当該マスク材料をフォトリソグラフ
ィ法によってパターンニングし、続いて湿式エッチングもしくは乾式化学エッチングによ
って除去すべきマスク部分をエッチングすることによりなされる。マスク部分４および開
口部４ａそれぞれの幅および長さは、それぞれ互いに独立に自由に調整可能であり、例え
ばナノメートルオーダーから数マイクロメートルまで、場合により数十もしくは数百マイ
クロメートルまで調節可能である。パターンが細長い構造もしくはストライプとして形成
される場合、この長さは限定されない。
【００８３】
　この構造化された基板もしくはテンプレート上に、所定量、例えば厚さ10nm～５μｍま
で（ここでは約１μｍ）、III-N（ここでは、例えばGaN）がエピタキシャル成長させられ
、異なるファセットを有するIII-N構造（層）３がマスクの開口部もしくは窓４ａに形成
される。ここで、GaN層３は、構造およびその露出表面がそれぞれ側方ファセット（側面
）および上方ファセット（上面）によって定義されるように、開口部から出発して成長さ
せられる（ここではMOVPEによって）。成長プロセスの間、二つの側方ファセットが三角
形とならないよう、また隣接する構造が融合しないよう取り扱われる結果、形成された表
面が複数のファセットを有する。この実施形態に関し、後工程において当該位置での破断
及び／又は破損を容易にするために、狭い幅を有するGaN層構造３が好ましい。したがっ
て構造３の幅は、ほぼマスク開口部の幅、典型的にはサブミクロン領域から数マイクロメ
ートルまでの範囲にある。構造３の高さは、ほぼ同様の寸法である。構造３の長さは限定
されない。
【００８４】
　次工程において、マスクが選択的に成長させられる。このため、第一の実施形態で既に
説明したように、縦方向成長速度に対し遅い横方向成長速度を有する成長方法が選択され
る。またシリコンがシラン（ここではSiH４）の形態で反応炉内に供給される。N（窒素）
含有ガス（ここではNH3）が混合ガスに含有されるので、窒化ケイ素膜５が側方ファセッ
トに形成され、この窒化ケイ素膜がこれらファセットを覆い、この部分における次の成長
を阻止する。次のIII-N（ここではGaN）の成長の間、構造（層）６は、事実上、上面（０
００１）ファセットからのみ出発して成長するが、マスキングされたファセット上方で横
方向にも続いて成長する。その結果、隣接構造6同士の融合によって、バルクIII-N（ここ
ではGaN）層が連続的に形成される（図２参照）。エピタキシャル成長は、所望のIII-N層
の厚さが得られるまで続けられる。
【００８５】
　このように形成されたIII-N層６は、先に成長させた構造３の上面に載っており、該構
造３のみによって基板もしくはテンプレートと繋がっている。図示のように基板１若しく
は第一のIII-N層２への移行領域において、選択的マスキング５が形成される。したがっ
て、ボイド７は、III-N層６と基板１もしくは第一の層２との間に所期の方法で形成され
、このボイドが相互連結を不安定にしている。
【００８６】
　続く冷却時に、連結部３の位置における熱膨張係数の違いにより大きなひずみが生じ、
その結果、この領域で分離が起こる。したがって、基板１もしくは第一の層２から分離し
たバルクIII-N層（ここではGaN層）が得られる。
【００８７】
　III-N組成（IIIはAl, GaおよびInから選択される）に関しては、層領域２、３および６
におけるAl, GaおよびInの各原子比を自由に選択できる。結晶欠陥が発生する可能性を減
少させるためには、この実施形態において同一もしくは類似の組成を選択することが好ま
しい。
【００８８】
　K. Tomita et al. （上記参照）により記載された方法では、反応炉外での単一マスキ
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ング工程のみが利用される。横方向に成長した層は、マスクと直接結合し、その結果自己
分離が阻害される。JP2004-051415AおよびJP2004-055799Aでは、パターンニングは、別途
マスクを形成することにより行わねばならず、このマスクは後のエッチング工程を必要と
し、コスト高となる。この方法では、構造と構造との間の部分と同様、棒および柱の側面
もマスクにより保護されていないので、この部分でも成長が可能となり、エッチングされ
た露出部分が再び覆われたり、層の品質を顕著に低下させる微結晶が形成されたりする。
Y.Oshima et al. およびA.Usui et al.（上記参照）により記載されたTiNナノネットは、
任意の方法で製造される。したがって、基板と厚いGaN層との間の構造の寸法や間隔は、
事実上、制御もしくは調整不能である。したがって、この方法では選択的マスキングは不
可能である。
【００８９】
　本発明においては、S.Bohyama et al.（上記参照）により記載された方法とは異なり、
エピタキシ反応炉外で第二のマスクを外部成長させ構造化する必要がなくなるので、第二
のマスクを選択的に除去したり、第二のマスクをその下の構造に合わせたりする面倒で困
難な作業も排除できる。したがって、本発明による方法は、コストを顕著に低下させるこ
とができる。さらに、本発明においては、パターンニングおよび構造化における自由度お
よび設計の可能性や、構造形成の正確さが顕著に向上する。
【００９０】
　さらに、III-N中間層３の側方ファセット上に選択的に成長させたマスク５と棒/ボイド
もしくは柱/ボイドとの組み合わせによる不安定な連結構造が分離を顕著に容易にする。
基板もしくは第一の層と厚いIII-N層との間の連結部の高さは、広い範囲にわたって任意
に調整できる。
【００９１】
　（第三の実施形態）
　本実施形態の目的は、典型的な（０００１）III-N（ここではGaN）ウェハ上において、
所望のファセット上に所期方法で半導体デバイス用の一または複数の層（後続層）を成長
させることである。具体例において、量子井戸（ＱＷ）は、｛１－１００｝面で排他的に
配向しているものとする。
【００９２】
　したがって、本発明の本実施形態において、複数のファセットを有する構造から出発し
て、｛１－１００｝面/ファセットを除く全てのファセットが、in situで選択的にマスキ
ングされ、同時に起こる及び／又は後続の量子井戸成長の間、｛１－１００｝面/ファセ
ットでのみ成長が生ずる。
【００９３】
　図３に模式的に示す実施形態もしくは変形実施形態において、第一のマスク４は異種基
板１（たとえばサファイア）もしくは第一のIII-N層２上に形成されパターン化される。
ここで、＜１１－２０＞方向でストライプ状開口部/窓４ａを有するストライプパターン
が、マスク構造として形成される。開口部４ａの幅および長さは、必要および要望に応じ
て、容易に選択できる。この構造化基板上に、所定量（好適には５０nm～５０μｍの厚さ
まで）のIII-N（ここではGaN）が成長するが、このときマスクの開口部４ａから出発して
、縦方向の｛１－１００｝ファセット/面と上部水平方向の（０００１）ファセット/面と
で画定される長方形断面をもつ構造３が形成されるように成長させる。構造３の幅および
高さは、層３の厚さと同様に開口部の幅および開口部の長さの選択に応じて、サブマイク
ロメートルもしくはマイクロメートル領域にあるが、この寸法に限定されない。構造３の
長さ（すなわち図面の平面から垂直に突出しているので図３では示されていない）は、所
望に選択できる。
【００９４】
　次工程において、横方向に比べて遅い縦方向の成長速度を有する成長法が第一の実施形
態で記載したように選択され、シリコン含有化合物（シラン）が反応炉内へ供給される。
これにより、基板の主表面と平行もしくは本質的に平行な水平方向（０００１）ファセッ
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ト上に、窒化ケイ素膜８が形成され、この膜がこのファセットを覆い、この部分における
次の成長を阻止する。別のIII-N（ここではGaInN）を成長させるとき、その構造は、事実
上、側面｛１-１００｝ファセットに基づいて、横方向にのみ成長する。この方法では、G
aInNからなる量子井戸もしくは量子膜９が、縦方向の側面ファセットに排他的に形成され
る。このような量子井戸/膜は、所期の方法で、GaN基層３上に選択的に形成された後続層
に相当する。機能的半導体部品もしくはデバイスを得るため、電気接点として、後続層の
対応部位をｎドープもしくはｐドープすることもできる。
【００９５】
　部品もしくはデバイスは、所望に応じてさらに改良、処理及び／又は修正することがで
きる。たとえば、場合によりIII-N半導体材料を含む、場合により他の半導体材料を含む
、他の半導体層を形成してもよい。必要に応じて、エッチングなどの適切な手段により、
第一もしくは第二のマスク材料を除去してもよい。
【００９６】
　第二のマスクの選択的堆積による成長を制御せずに、構造化基板上に量子井戸を成長さ
せると、表面の全てのファセット上に形成された量子井戸が得られる（B. Neubert, P. B
ruckner, F.Habel, F.Scholz, T.Riemann,J.Christen, M.Beer and J.Zweck, Applied Ph
ysics Letters 87, 182111-182113(2005)参照）。量子井戸の特性はファセットが相違す
ると異なるので、このような構造は半導体デバイス製造には不適当である。これに対して
、本発明によれば、所定種類の量子井戸を所期の方法で一又は複数の所望結晶ファセット
上に成長させることができる。したがって、半導体デバイスの特性は、所期の方法で左右
され、有利に調整することができる。
【００９７】
　上記実施形態においては、基板もしくは基板上に形成された第一のIII-N層を含む基礎
もしくはテンプレート上に形成されたIII-N層上に、量子井戸が形成される。しかしなが
ら、本発明と同様の原理を用いて、量子構造もしくは他の所望のIII-N層を他の基礎構造
、たとえば基板なしで構成された基礎構造、あるいは他の半導体基層で構成された基礎構
造などの上に選択的に形成することができる。さらに、各層にドーパントを含有させても
よい。
【００９８】
　（第四の実施形態）
　半導体デバイス用後続層を含む各種構造は、第三の実施形態で記載した方法で、サファ
イア-GaNテンプレート上に製造されるが、当該構造は量子膜もしくは量子井戸（ＱＷ）が
選択的に成長可能な面毎に異なり、第二のマスクを選択的に成膜することによって他の結
晶面が覆われる。
【００９９】
　III族窒化物は、強磁性結晶構造を有している。したがって、共通（０００１）面の量
子井戸に圧電場が形成される。圧電場は電子とホールとを分離させ、それによってLEDや
レーザなどの半導体デバイスの効率を減少させる（量子閉じ込めシュタルク効果）（上記
B. Neubert et al.参照）。しかしながら、量子井戸が、このような場の方向（｛１－１
００｝面もしくは技術的に関係性の低い｛１１－２０｝面）に形成されると、この効果は
減少し、半導体デバイスはより効率的になる。｛１－１０１｝もしくは｛１１－２０｝面
に量子井戸を設けることによって、この効果の減少が既に可能となっており、効率が若干
向上する。これらの面の量子井戸は、構造３（すなわち、従来のELO法に相当する構造）
のみを成長させ、その後に、たとえば低いバンドギャップを有する数nm程度の一又は複数
の薄いIII-N層を成長させることにより、既に実現することができる。しかしながら、量
子井戸はマスキングされていない結晶ファセットすべての上に常に成長する（すなわち、
この方法では、たとえば｛１－１００｝面のみに量子井戸を得ることが不可能である）。
（０００１）面の量子井戸もやはり、常に得られるからである。さらに、各成分の取り込
み効率の違いに起因して、各種面における量子井戸のバンドギャップが量的に異なること
が予想される。
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【０１００】
　量子井戸が配向される面以外の結晶面について、本発明に係る所期の選択的マスキング
によってのみ、望まれ且つ定められた量子井戸のみを成長させることが可能になる。選択
的マスキング後、所望の半導体デバイス用として基本的にすべて利用可能な後続層が成長
させられる。本発明によれば、基板の主表面に平行に広がるファセット上に選択的マスキ
ングが形成され、基板の表面と平行でない少なくとも１つのファセット上に半導体デバイ
ス用後続層が形成される用途例が実現されることが特に効果的である。共通（０００１）
面から所望面へ層を移すことによって、層の厚さもしくは組成を場合に応じて変化させる
ことができる。これは所望により修正できる。
【０１０１】
　本発明に係る方法によって、たとえば、量子井戸のエピタキシャル層の成長を、第三の
実施形態における｛１－１００｝面や、｛１－１０１｝面、｛１１－２２｝面、｛１１－
２０｝面のような特異的に望まれる面上で行うことができる。
【０１０２】
　機能的半導体デバイスを得るために、電気接点として、後続層の各領域をやはりｎドー
プもしくはｐドープしてもよい。
【０１０３】
　第三もしくは第四の実施形態で記載した量子井戸の代わりに、半導体デバイスの特性を
向上させるため、量子点もしくは量子細線を形成してもよい。このような層形成は、本発
明にかかる方法で（０００１）面から他の面へ移送することもできる。
【０１０４】
　第三もしくは第四の実施形態の方法によって、GaInN-GaNへテロ構造などのようなヘテ
ロ構造を、本質的に内部場から自由に、製造することができる。
　後続層が積層される結晶面は、基板の当初の結晶面よりも小さな圧電定数を有している
ことが好ましい。
【０１０５】
　第三もしくは第四の実施形態にかかる方法によって、後続層のバンドギャップを、後続
層の周囲の半導体のバンドギャップよりも小さくすることが可能になる。
【０１０６】
　第三の実施形態の場合と同じく、第四の実施形態も同様に本発明の範囲内での修正が可
能であり、たとえば半導体デバイス用後続層を、基板もしくは基板上に形成された第一の
III-N層上に形成するのみならず、たとえば基板を伴わずあるいは他の半導体基層を備え
て構成された他の基礎構造上に当該後続層を選択的に形成してもよい。
　さらに、各層にはドーパントを含有させてもよい。
【０１０７】
　第三の実施形態の場合と同じく、第四の実施形態によって得られる部品もしくはデバイ
スを、所望により更に、改良、処理及び／又は修正してもよい。たとえば、場合によりII
I-N半導体材料を含み、場合により他の半導体材料により同様に構成される、別の半導体
層を形成してもよい。
【０１０８】
　本発明を、好適な実施形態、具体例および説明用図面により説明してきたが、これらの
記載および図面は本発明をそれらに限定するものと解釈するべきものではない。しかしな
がら、当業者であれば、添付の特許請求の範囲で定義された本発明の範囲および趣旨内で
修正を行えるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の一実施形態における層構造を模式的に示す断面図であり、エピタキシャ
ル成長したIII-N層３が、上方ファセットおよび側方ファセットを有し、マスク材料５が
当該側方ファセット上に選択的に成膜され、別のIII-N層６が当該上方ファセット上に更
に成長しているものを示す。
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【図２】図１に係る実施形態における進展を示す模式図であり、図１に係る複数の部分構
造が、隣接して形成されており、III-N層が更に成長することによって基板表面に平行な
連続バルクIII-N層６が最終的に得られ、自立III-N層として自ら分離するものを示す。
【図３】本発明の他の実施形態における層構造を模式的に示す断面図であり、図１と同様
に、形成されたIII-N層３は、上方ファセットおよび側方ファセットを有するが、第一の
実施形態とは異なり、マスク材料８が上方ファセット上に選択的に成膜され、別のIII-N
層７が側方ファセット上に、基板表面とは非平行に、それぞれ成長可能になっているもの
を示す。
【図４】一実施例の走査電子顕微鏡（REM）写真であり、III-N層が（０００１）面で成長
し、一方、｛１－１０１｝面上での成長はマスク材料の選択的成膜によって停止している
ものを示す。
【図５】他の実施例の走査電子顕微鏡（REM）写真であり、図４の実施例と異なり、（０
００１）面上での成長がマスク材料の選択的成膜により停止され、一方、III-N層は｛１
１－２０｝面で成長しているものを示す。
【符号の説明】
【０１１０】
1　　異種基板
2　　第一III-N層
3　　III-N層(構造)
4　　第一のマスク
4a　　開口部（窓）
5　　窒化ケイ素膜
6　　III-N層(構造)
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