
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 上に、
　気相成長によって 窒化物半導体 複数
の島状結晶領域を形成する第１の結晶成長工程と、
　 島状結晶領
域 させながら前記島状結晶領域を更に成長させ、

第２の結晶成長工
程とを有する
ことを特徴とする窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項４】
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基体 擬２次元結晶成長のための核部分を形成する工程と、
上記核部分からの擬２次元結晶成長によって による

前記第１の結晶成長工程の結晶成長速度より高い結晶成長速度によって前記
を会合 結晶の成長方向の変化を発生させ

て前記島状結晶領域の隣接ドメインを埋込み、転位の方向を屈曲させる

前記第２の結晶成長工程において上記会合部に空隙部を発生させ、該空隙部で、転位を
終端させる

前記第２の結晶成長工程の結晶成長速度は前記第１の結晶成長工程の結晶成長速度の２
倍若しくはそれ以上である

前記結晶成長速度を平面成長の成長速度に換算した場合、前記第１の結晶成長工程の結



ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項６】
　
ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項７】
　

ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項８】
　
ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項９】
　

ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１０】
　
ことを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１１】
　
ことを特徴とする請求項１に記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１２】
　
　

　

ことを特徴とする窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１３】
　

ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１４】
　

ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１５】
　
ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１６】
　 ことを特徴とす
る請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１７】
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晶成長速度が毎時３μｍ以下である

前記結晶成長速度を平面成長の成長速度に換算した場合、前記第２の結晶成長工程の結
晶成長速度が毎時２μｍ以上である

前記第１の結晶成長工程における結晶成長は９８０℃以上で行われる

前記第１の結晶成長工程及び前記第２の結晶成長工程の各結晶成長は実質的に同等の成
長温度で行われる

前記第１の結晶成長工程の前に、低温バッファ層が前記基体上に形成される

前記第１の結晶成長工程の前に、成長阻害膜が選択的に形成され若しくは成長阻害物質
が前記基体上に供給される

前記第１の結晶成長工程前に基体表面が選択的に除去される

前記第１の結晶成長工程の前に前記基体表面に凹凸が形成される

基体上に、擬２次元結晶成長のための核部分を形成する工程と、
気相成長によって上記核部分からの擬２次元結晶成長によって窒化物半導体による複数

の島状結晶領域を形成する第１の結晶成長工程と、
前記第１の結晶成長工程の結晶成長温度より低い結晶成長温度によって前記島状結晶領

域を会合させながら前記島状結晶領域を更に成長させ、結晶の成長方向の変化を発生させ
て前記島状結晶領域の隣接ドメインを埋込み、転位の方向を屈曲させる第２の結晶成長工
程とを有する

前記第１の結晶成長工程における結晶成長は前記第２の結晶成長工程における結晶成長
よりも２０℃以上高い温度で行われる

１２

前記第１の結晶成長工程における結晶成長は前記第２の結晶成長工程における結晶成長
よりも４０℃以上高い温度で行われる

１２

前記第１の結晶成長工程における結晶成長は９８０℃以上で行われる
１２

前記第２の結晶成長工程における結晶成長は１０５０℃以下で行われる
１２



　

ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１８】
　

ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項１９】
　
ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項２０】
　

ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項２１】
　

【請求項２２】
　
ことを特徴とする請求項 記載の窒化物半導体の結晶成長方法。
【請求項２３】
　基体上に、窒化物半導体を結晶成長する工程と、その後半導体素子を形成する工程とを
有し、
　上記窒化物半導体を結晶成長する工程は、上記基体上に、擬２次元結晶成長のための核
部分を形成する工程と、
　気相成長によって上記核部分からの擬２次結晶成長によって窒化物半導体による複数の
島状結晶領域を形成する第１の結晶成長工程と、
　前記第１の結晶成長工程の結晶成長温度より高い結晶成長温度によって前記島状結晶領
域を会合させながら前記島状結晶領域を更に成長させ、結晶の成長方向の変化を発生させ
て前記島状結晶領域の隣接ドメインを埋込み、転移の方向を屈曲させる第２の結晶成長工
程とを有する
　ことを 。
【請求項２４】
　

ことを特徴とする請求項 記載の半導体素子の形成方法。
【請求項２５】
　 ことを特
徴とする請求項 記載の半導体素子の形成方法。
【請求項２６】
　基体上に、窒化物半導体を結晶成長する工程と、その後半導体素子を形成する工程とを
有し、
　上記窒化物半導体を結晶成長する工程は、上記基体上に、擬２次元結晶成長のための核
部分を形成する工程と、
　気相成長によって上記核部分からの擬２次結晶成長によって窒化物半導体による複数の
島状結晶領域を形成する第１の結晶成長工程と、
　前記第１の結晶成長工程の結晶成長温度より低い結晶成長温度によって前記島状結晶領
域を会合させながら前記島状結晶領域を更に成長させ、結晶の成長方向の変化を発生させ
て の隣接ドメインを埋込み、転移の方向を屈曲させる第２の結晶成長工
程とを有する
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前記結晶成長速度を平面成長の成長速度に換算した場合、前記第１の結晶成長工程の結
晶成長速度が毎時３μｍ以下である

１２

前記第１の結晶成長工程及び前記第２の結晶成長工程の各結晶成長は実質的に同等の成
長速度で行われる

１２

前記第１の結晶成長工程の前に、低温バッファ層が前記基体上に形成される
１２

前記第１の結晶成長工程の前に、成長阻害膜が選択的に形成され若しくは成長阻害物質
が前記基体上に供給される

１２

前記第１の結晶成長工程の前に、前記基体表面が選択的に除去されることを特徴とする
請求項１４記載の窒化物半導体の結晶成長方法。

前記第１の結晶成長工程の前に、前記基体表面に凹凸が形成される
１２

特徴とする半導体素子の形成方法

前記半導体素子は半導体発光素子または半導体トランジスタ素子から選ばれた素子であ
る

２３

前記半導体発光素子は半導体発光ダイオードまたは半導体レーザー素子である
２４

前記島状結晶領域



　ことを 。
【請求項２７】
　

ことを特徴とする請求項 記載の半導体素子の形成方法。
【請求項２８】
　
ことを特徴とする請求項 記載の半導体素子の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は窒化ガリウム系化合物半導体などの窒化物半導体を基体上に結晶成長させる窒
化物半導体の結晶成長方法及び半導体素子の形成方法に関し、特に半導体発光ダイオード
や半導体レーザーなどの半導体発光素子やその他の半導体素子及び半導体装置を製造する
場合に適用できる窒化物半導体の結晶成長方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　窒化ガリウム系化合物半導体などの窒化物半導体の気相成長技術においては格子整合す
る基板や低転位密度の基板が存在しないために、従来よりサファイアなどの基板表面上に
９００℃以下の低温でＡｌＮもしくはＡｌ xＧａ 1 - xＮ  (0≦ x＜ 1) 低温バッファ層を堆積
し、その後に窒化ガリウム系化合物半導体を成長し格子不整合に起因する転位を低減する
技術がある。このような技術は、例えば、特開昭６３－１８８９３８号公報や特公平８－
８２１７号公報に開示されるものがあり、これらの技術を使用することで窒化ガリウム系
化合物半導体層の結晶性およびモフォロジーを改善できる特徴がある。
【０００３】
　さらに低転位密度の高品質結晶を得る技術としては、一旦第１の窒化ガリウム系化合物
半導体層を堆積した後に酸化珪素や窒化珪素などからなる窒化ガリウム系化合物半導体の
成長を阻害する材料で保護膜を形成し、その保護膜で覆われていない領域から第２の窒化
ガリウム系化合物半導体層を面内方向（横方向）に成長することで、基板界面から垂直に
伸びる貫通転位の伝播を妨げる技術がある（例えば、特開平１０－３１２９７１号公報、
特開平１１－２５１２５３号公報参照。）。また、同様な技術としては一旦第１の窒化ガ
リウム系化合物半導体を成長した後に、リアクティブイオンエッチング装置（以下、 RIE
）などを用いてその膜を選択的に除去し、その後成長装置内で残された結晶から第二の窒
化ガリウム系化合物半導体選択的に成長することで貫通転位密度を低減する技術がある（
例えば、 MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 4S1，  G3.　 38 (1999)。これらの技
術を使用することで１０ 6ｃｍ - 2程度までの転位密度を有する結晶膜が得られ、半導体レ
ーザの高寿命化などが実現されている。
【０００４】
　図１３の（ａ）から（ｄ）は、従来の窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法の一
例を示す。サファイア基板１００のＣ面１０１上に低温バッファ層を形成したところでア
ンモニアを供給しながらトリメチルガリウムの供給を止めたところ、数十 nmのグレイン状
の窒化ガリウム層１０２が形成され（図１３の（ａ））、再びトリメチルガリウムの供給
を開始すると図１３の（ｂ）に示すように島状領域がＣ面１０１上に横方向に広がるよう
に形成される。この結晶成長を例えば平面成長の成長速度に換算しておよそ４μｍ／ｈの
速度で進めた場合では、島状領域の境界部同士が結合し（図１３の（ｃ））、さらに窒化
ガリウム層１０２の層厚が増大され（図１３の（ｄ））、所要の結晶層がサファイア基板
１００上に形成される。
【０００５】
　また、図１４の（ａ）から（ｄ）は図１３の工程と同様な工程を示しているが、成長速
度を平面成長の成長速度に換算しておよそ１μｍ／ｈの速度に遅くした場合の従来の結晶
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特徴とする半導体素子の形成方法

前記半導体素子は半導体発光素子または半導体トランジスタ素子から選ばれた素子であ
る

２６

前記半導体発光素子は半導体発光ダイオードまたは半導体レーザー素子である
２７



成長方法のそれぞれ工程断面図である。低温バッファ層の形成後にサファイア基板１１０
のＣ面１１１上に図１３の場合と同様なガス供給から数十 nmのグレイン状の窒化ガリウム
層１１２が形成され（図１４の（ａ））、再びトリメチルガリウムの供給を開始すると図
１４の（ｂ）に示すように島状領域がｃ面１１１上に横方向に広がるように形成される。
この結晶成長を例えば平面成長の成長速度に換算しておよそ１μｍ／ｈの速度で進めた場
合では、島状領域の境界部同士が結合し（図１４の（ｃ））、さらに窒化ガリウム層１０
２の層厚が増大される（図１４の（ｄ））。特に図１３の工程と比べて成長が遅いことか
ら、横方向の結晶成長が支配的な成長となり、図１３の工程と比べて転位の密度は減少す
る。
【０００６】
　また、図１５及び図１６に示す工程は、選択成長によって転位を低減させる従来の結晶
成長方法の一例である。先ず、図１５の（ａ）に示すように、サファイア基板１２０上に
窒化ガリウム層１２２が形成され、その窒化ガリウム層１２２上に酸化珪素膜１２３が成
長阻害膜として形成され、その一部を開口した開口部１２４が酸化珪素膜１２３に形成さ
れる。次いで、図１５の（ｂ）に示すように選択成長によって開口部１２４に島状領域を
構成する窒化ガリウム層１２５が形成され、図１５の（ｃ）から図１６の（ｄ）、（ｅ）
と結晶成長が進むにつれて島状領域の境界同士が接し、これらが結合して窒化ガリウム層
１０２が所要の膜厚で形成される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　上記低温バッファ層を用いる技術においては、図１３及び図１４に示すように、低温バ
ッファにより形成される結晶成長核を中心として擬２次元成長するためその横方向成長部
分で螺旋転位１０３、１１３などの転位密度は減少するが、、結晶同士の境界の結合部分
である会合部で刃状転位１０４、１１４が発生し、単にこの技術を使用するだけでは貫通
転位を１０９ cm- 2程度までしか低減することができない。一方、上記第１の窒化ガリウム
系化合物半導体上に保護膜材料を形成もしくは第１の窒化ガリウム系化合物半導体を RIE
などにより選択的に除去した後に再成長する技術においては、図１５及び図１６に示すよ
うに横方向に成長した領域では低転位密度となるが、横方向成長した膜同士が会合する領
域では貫通転位１２６が発生して低転位密度を実現するのは困難である。
【０００８】
　また、窒化ガリウム化合物半導体膜成長時に成長阻害物質であるシリコン原料を供給す
ることで転位密度を低減する技術（例えば、 Journal of Crystal Growth 205、 245 (1999
)）があるが、この場合もいったん島状の３次元的形状から擬２次元成長による横方向成
長を経て結晶が会合する過程で、会合部に転位が発生する。
【０００９】
　すなわち、以上のような技術それぞれ単独では低転位密度化の限界があり、転位によっ
て作製される半導体デバイスの性能や寿命が悪化することから、さらに転位密度を低減す
ることが要求されている。
【００１０】
　特開平９－９７９２１号公報に記載される３－５族化合物半導体の製造方法においては
、バッファ層の形成後にＧａＮ層を成長速度１０００Å／分で形成し、次いでノンドープ
のＧａＮ層を成長速度２００Å／分で形成することが開示されており、このような低速成
長層を形成することで発光効率を高めることが記載されている。この発明では、低速成長
層によって結晶の品質を高めることが可能であるが、この発明は基板からの貫通転位や刀
状転位、螺旋転位などを抑える方法を示すものではなく、依然として転位密度を低減する
ことが要求されることに他ならない。
【００１１】
　そこで、上述の技術的な課題を解決するため、本発明は、転位密度を低減して、形成す
る半導体デバイスの性能や寿命を向上させるような窒化物半導体の結晶成長方法を提供す
ることを目的とし、さらにその窒化物半導体の結晶成長方法を用いた素子の形成方法を提
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供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明による窒化物半導体の は、基体上に、擬２次元結晶成長のための核
部分を形成する工程と、気相成長によって上記核部分からの擬２次元結晶成長によって窒
化物半導体による複数の島状結晶領域を形成する第１の結晶成長工程と、前記第１の結晶
成長工程の結晶成長速度より高い結晶成長速度によって前記島状結晶領域を会合させなが
ら前記島状結晶領域を更に成長させ、結晶の成長方向の変化を発生させて前記島状結晶領
域の隣接ドメインを埋込み、転位の方向を屈曲させる第２の結晶成長工程とを有すること
を特徴とする。
【００１３】
　基体上に複数の窒化物半導体の島状結晶領域を形成させる第１の結晶成長工程では、窒
化物半導体の島状結晶領域が横方向に広がる擬２次元成長が生じており、基板に平行な面
での脱離が支配的な成長速度の遅い条件で成長させることでより広い横方向成長が生ずる
。島状結晶領域が横方向に広がっていくことで、次第に島状結晶領域同士が互いの境界を
結合させるようにして結合する。この第１の結晶成長工程から第２結晶成長工程に移行す
る際に、その成長条件を変調し、脱離が少ない条件にすなわち成長速度を急に増大するこ
とで、結晶自体はそれぞれの条件に対する安定状態になろうとするために、結晶の成長方
向が変化することが発生して結晶の隣接ドメインを埋め込むように成長し、その結果、転
位の方向が屈曲することになり、境界同士の結合時に発生する転位の密度を下げることが
実現される。
【００１４】
　また、本発明の他の窒化物半導体の結晶成長方法は、気相成長によって基体上に複数の
窒化物半導体の島状結晶領域を形成させる第１の結晶成長工程と、前記島状結晶領域の境
界同士を結合させながら前記島状結晶領域を更に成長させる第２の結晶成長工程を有し、
前記第２の結晶成長工程の結晶成長温度は前記第１の結晶成長工程の結晶成長温度より低
くされることを特徴とする。
【００１５】
　第１の結晶成長工程から第２結晶成長工程に移行する際に、前述のように、その成長条
件の変調は成長速度を高くすることでも可能であるが、成長温度を下げることでも可能で
ある。当該結晶成長方法では、第２結晶成長工程で結晶成長温度を低くすることで脱離が
少ない条件に移行し、結晶層内で成長方向を変化させて、結晶の隣接ドメインを埋め込む
ように成長させる。その結果、転位の方向が屈曲することになり、境界同士の結合時に発
生する転位の密度を下げることが実現される。
【００１６】
　本発明のさらに他の窒化物半導体の結晶成長方法は、気相成長によって基体上に複数の
窒化物半導体の島状結晶領域を形成させる第１の結晶成長工程と、前記島状結晶領域の境
界同士を結合させながら前記島状結晶領域を更に成長させる第２の結晶成長工程を有し、
前記第２の結晶成長工程の結晶成長速度は前記第１の結晶成長工程の結晶成長速度より高
くされ若しくは前記第２の結晶成長工程の結晶成長温度は前記第１の結晶成長工程の結晶
成長温度より低くされると共に前記基体表面の凹凸状態を観測しながらその凹凸状態に応
じて前記第１の結晶成長工程から前記第 の結晶成長工程に移行することを特徴とする。
【００１７】
　成長条件を変調し、すなわち結晶成長速度を増大させ、或いは結晶成長温度を低下させ
ることにより、成長方向が変化することが発生して結晶の隣接ドメインを埋め込むように
成長し、その結果、転位の方向が屈曲することになり、境界同士の結合時に発生する転位
の密度を下げることが実現される。当該窒化物半導体の結晶成長方法では、基体表面の凹
凸状態を観測することで、結晶成長過程における境界同士の結合タイミングを計り、転位
の方向の屈曲を効率良く発生させ、境界同士の結合時に発生する転位の密度を更に低減す
る。
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【００１８】
　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法は、半導体素子を形成する場合に適用することで
、特性の優れた半導体素子を形成することができる。すなわち、本発明の半導体素子の形
成方法は、気相成長によって基体上に複数の窒化物半導体の島状結晶領域を形成させる第
１の結晶成長工程と、前記島状結晶領域の境界同士を結合させながら前記第１の結晶成長
工程の結晶成長速度より高い成長速度で若しくは前記第１の結晶成長工程の結晶成長温度
より低い成長温度で前記島状結晶領域を更に成長させる第２の結晶成長工程と、前記境界
同士が結合された窒化物半導体層に半導体素子を形成することを特徴とする。半導体素子
は、例えば半導体発光素子または半導体トランジスタ素子などであり、半導体発光素子と
しては半導体発光ダイオードまたは半導体レーザー素子を形成することが可能である。
【００１９】
　本発明の半導体素子の形成方法では、第２の結晶成長工程において第１の結晶成長工程
の高い成長速度で若しくは第１の結晶成長工程の結晶成長温度より低い成長温度で成長が
行われることから、転位の方向が屈曲することになり、境界同士の結合時に発生する転位
の密度を下げることが実現される。このように転位密度を低下させた結晶層に半導体素子
を形成することで、その結晶性の良好さを反映した特性の優れた半導体素子を製造するこ
とができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　本発明の好適な実施形態について図面を参照しながら説明する。本発明の窒化物半導体
の結晶成長方法及び半導体素子の形成方法では、低温バッファを用いた方法（第１の実施
形態）、選択的に成長阻害マスクを形成する方法（第２の実施形態）、選択的に結晶を除
去する方法（第３の実施形態）、成長阻害物質を供給する方法（第４の実施形態）をそれ
ぞれ適用おり、これらの方法ではいずれも島状結晶領域（ストライプ状、網目状、その他
形状も含む。）が３次元的形状から擬２次元成長をしながら横方向に成長し、それら島状
結晶領域同士が会合して結果として低転位密度を実現する。ここで３次元とは平坦膜では
なく凹凸形状を有していることを意味し、擬２次元成長とは縦方向への成長のない単なる
横方向だけへの成長 (２次元成長 )に対して縦方向への成長も含んだ横方向への成長を意味
する。また、本明細書において、島状結晶領域が会合する、すなわち結晶領域の境界同士
が結合する過程若しくはタイミングとは、結合する瞬間だけに限定されるものではなく、
同様な効果を得られるような前後の時間も含むものとする。また、基体とは基板を含むも
のであって更には通常のウエハ状の基板に結晶成長に好適な薄膜などが形成されていても
良く、板状の形状を有しないもの並びに板状の形状を有するものの双方が含まれる。
【００２１】
　［第１の実施形態］
　本発明の実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法は、低温バッファを用いた結晶成長技
術に基づいており、図１乃至図４を参照しながら説明する。
【００２２】
　図１の（ a）に示すように、先ず、 C面を基板主面とするサファイア基板１０を図示しな
い有機金属成長装置内に載置する。このサファイア基板１０は１０５０℃で水素と窒素の
混合雰囲気 (キャリアガス )中でのクリーニングを経て、５００℃に降温される。この温度
で窒素原料としてアンモニアの供給が開始され、図１の（ｂ）に示すように、Ｇａ原料で
あるトリメチルガリウムを供給することで約３０ｎｍのＧａＮからなるアモルファス状の
低温バッファ層１１をサファイア基板１０の主面全面に堆積する。
【００２３】
　アモルファス状の低温バッファ層１１が堆積されたところで、一旦トリメチルガリウム
の供給を停止して、アンモニアを供給しながら１０２０℃まで昇温する。この条件によっ
て、図１の（ｃ）に示すように、結晶化し数１０ｎｍのグレイン状の不連続膜からなる窒
化ガリウム層１２の島状結晶領域の核部分が形成される。
【００２４】
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　再びトリメチルガリウムの供給を開始したところ、上記グレインを核として擬２次元成
長し島状結晶領域が成長する。この時の成長速度は毎時１μｍであり、核密度が低く横方
向成長部が広くなるように結晶成長が進められる。図１の（ｄ）に示すように、螺旋転位
１３も生ずるが、成長速度が毎時１μｍと遅いためＣ面方向の成長速度は遅くなり、縦方
向の成長の少ない横方向への成長が支配的な成長となる。また、 C面での脱離が支配的な
ため、図１の（ｃ）で形成されていた核の一部は脱離し、核の密度は減少する。このよう
な結晶成長によって、生じる転位の密度が減少し貫通転位密度５ｘ１０ 8～１ｘ１０ 9  cm-
2程度の窒化ガリウム層１２の島状結晶領域が得られる。
【００２５】
　図２の（ｅ）に示すように、擬２次元成長によって窒化ガリウム層１２の島状結晶領域
同士が会合する瞬間すなわち島状結晶領域の境界部１５が結合するタイミングで、第１の
結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行する。島状結晶領域の境界部１５同士が結合
するタイミングは複数の島状結晶領域で必ずしも同じタイミングではないが、平均的な境
界部１５同士の結合のタイミングの前後であれば良い。
【００２６】
　第２の結晶成長工程では結晶成長速度が高くされ、第１の結晶成長工程で毎時１μｍで
あったものが、急に成長速度毎時約１０μ mに増大される。この条件下では C面からの脱離
は C面への成長に比べて小さくなり、それぞれの島状結晶領域は縦方向にも急速に成長し
、図２の（ｆ）に示すように、小さな島状結晶領域は隣接した島状結晶領域の成長にのみ
こまれる。その結果、結合部１６に発生した転位は別の大きな島との結合部まで曲げられ
る、もしくは適当なバーガーズベクトルを有する別の転位と終端し、残留する転位は減少
することになる。その後成長速度を通常の毎時４μ mで成長したところ、図２の（ｇ）に
示すように表面モホロジーのよい貫通転位密度の低減された窒化ガリウム層１２が形成さ
れ、本件発明者らが行った実験例からは２～５ｘ１０ 8  cm- 2程度に貫通転位が抑制された
窒化ガリウム層が得られている。
【００２７】
　このような成長速度の急な増大によって貫通転位が抑制された窒化ガリウム層１２は、
そのまま半導体素子の下地部分として使用することができ、図２の（ｈ）に示すように、
次いでシリコンドープなどのｎ型窒化ガリウム層１７、ＩｎＧａＮなどからなる活性層１
８、マグネシウムドープのｐ型窒化ガリウム層１９の各層を積層し、ｎ型窒化ガリウム層
１７の一部を露出するように活性層１８とｐ型窒化ガリウム層１９を共に除去したところ
で、ｎ側電極８とｐ側電極９をそれぞれｎ型窒化ガリウム層１７とｐ型窒化ガリウム層１
９に蒸着法などにより形成し、半導体発光ダイオード素子を形成する。下地層とした窒化
ガリウム層１２は貫通転位が抑制されているために、半導体発光ダイオード素子の特性は
良好であり、特に発光特性に優れた素子となる。本実施形態では、窒化ガリウム系の化合
物による半導体発光ダイオード素子が形成されるが、本実施形態を用いて半導体レーザー
素子を形成することもでき、他の半導体素子として電界効果型トランジスタやその他の能
動素子を形成することも可能である。また、窒化ガリウム層１２上に形成される素子はプ
レナー型の素子に限定されず、Ｓ面などのファセットを利用して活性層を形成した六角錐
状などのピラミッド構造を有する半導体発光ダイオード素子などであっても良い。
【００２８】
　本実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法は、島状結晶領域の境界部１５が結合するタ
イミングで成長速度が毎時１μ mから毎時１０μｍに大きく増大させ、結合部に発生した
転位が別の大きな島状結晶領域との結合部まで曲げられたり、もしくは適当なバーガーズ
ベクトルを有する別の転位と終端し、残留する転位は減少することになる。従って、結晶
全体としての転位を大きく減らすことができ、半導体発光ダイオード素子などの半導体素
子を形成した場合では、その素子特性を大きく改善することができる。
【００２９】
　図１４の従来の結晶成長方法では、１０２０℃に昇温後毎時 1μ mで成長しており、核の
密度は減少することで貫通転位密度を下げる効果がある反面、 C面での脱離が激しいため
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、表面モホロジーが悪いという問題も発生していた。しかし、本実施形態では当初、成長
速度が遅いために核の密度が減少することで貫通転位密度を下げる効果が得られ、さらに
第２の結晶成長工程では成長速度が高いために、 C面での脱離も有る程度抑えることがで
き、表面モホロジーも良好な層を形成できることになる。
【００３０】
　図３は成長速度を制御して結晶を成長させる場合の時間に対する成長速度の大きさを示
すグラフである。図中島衝突Ｉｃで示すタイミングが、島状結晶領域の境界部１５同士が
結合するタイミングである。第１の結晶成長工程として例えば毎時 1μ mで低速成長され、
島衝突Ｉｃで示すタイミングと前後して高速成長に移行する。高速成長は例えば毎時１０
μ mである。上述の実施形態では、毎時１０μ mの後、毎時４μｍで結晶成長させる。グラ
フ中、成長速度は折れ線状に変化しているが、曲線をもって変化するような制御であって
も良い。
【００３１】
　上述の如き転位低減の効果を実現するには成長速度において少なくとも２倍以上の差が
必要とされ、２倍以内では成長条件の差が小さく、瞬間的な成長速度の増大や転位の屈曲
を期待できないことになる。より好ましくは５倍以上の成長速度の差があることが好まし
い。また、第１の結晶成長工程において、横方向成長時の成長速度を毎時３μ m以下にし
ないと脱離の支配的な条件を実現することが困難となり、より好ましくは毎時１．５μ m
以下である。なお、島状結晶領域の成長時は単純な成長速度の定義が出来ないため、その
体積増加率を膜状成長時の成長速度に換算した値として、結晶成長速度を平面成長の成長
速度に換算した場合という表現で、成長速度の値を定義づけている。第２の結晶成長工程
の結晶成長速度が毎時２μｍ以上であれば、会合過程での成長速度は脱離の少ない条件と
なり、それより低いと、脱離の少ない条件脱離の支配的な条件から急峻な成長条件の変調
にはならず、瞬間的に成長速度が増大したり転位が屈曲するような効果は期待できない。
より好ましくは第２の結晶成長工程の結晶成長速度は毎時４μｍ以上である。成長速度を
変える場合、成長温度は第一と第二の過程で変える必要がない。変えないことで成長方法
は単純化する。また、成長速度と成長温度を同時に切り替えると再現性も低くなることが
あり、あえて変えない方法を意図的に使用することも可能である。
【００３２】
　上述の実施形態では、成長速度を第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行す
る場合に、低速成長から高速成長に変化させているが、成長温度を高温から低温に変化さ
せることでも、同様な貫通転位低減の効果を得ることができる。これは成長温度を例えば
９８０℃の低温にした場合では、成長面からの結晶原子の脱離が少ない状態になり、島状
結晶領域の境界部同士が結合する結合部近傍での転位は別の大きな島状結晶領域との結合
部まで曲げられ若しくは適当なバーガーズベクトルを有する別の転位と終端し、その結果
、残留する転位は減少することになる。
【００３３】
　図４は第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行する際に成長温度を高温から
低温に変化させる例である。低温バッファ層の形成時には成長温度は５００℃であるが、
成長速度を毎時３μ mとしてそれぞれ第１の結晶成長工程では１０５０℃の高温成長を行
い、島状結晶領域の境界部１５同士が結合する島衝突Ｉｃのタイミングで９８０℃の低温
成長に変化させる。この９８０℃の低温成長で結合部近傍での転位は大きく曲げられるこ
とになり、島状結晶領域同士が会合した後は１０２０℃で成長を継続して、転位密度もモ
ホロジーもよい膜を形成することができる。
【００３４】
　第１の結晶成長工程ではある程度成長温度が高くないと成長速度を下げても脱離の支配
的な条件を実現できない。このため脱離の支配的な条件を得るための最低温度が窒化ガリ
ウムの場合、第１の結晶成長工程での成長温度は９８０℃ぐらいであり、１０００℃以上
であることが好ましい。高温成長と低温成長の温度差として２０℃以上が必要であり、好
ましくは４０℃以上が必要である。それより小さい場合、成長条件の差が小さく、瞬間的
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な成長速度の増大や転位の屈曲を期待できないことになる。また、横方向成長時の成長速
度を９８０℃以上にしないと脱離の支配的な条件を実現できず、好ましくは１０００℃以
上である。第２の結晶成長工程での成長速度は脱離の少ない条件であることが必要であり
、それが１０５０℃以下とされ、好ましくは１０２０℃以下である。
【００３５】
　本実施形態のように島状結晶領域同士の結合時を見計らって成長速度や成長温度を変調
するには、表面粗さを光学的に観測する方法がある。例えば図１及び図２の方法で、結晶
成長中にもっとも表面粗さが大きくなる時間を測定しておき、その時間にあわせて成長速
度又は成長温度を急峻に増大させると効果的である。光学的測定法には、表面からの反射
光を観測する方法、ウェハを通してサセプタなどからの放射光の透過を観測する方法など
が挙げられる。
【００３６】
　なお、上述の実施形態では、第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行する際
に成長速度を変調させる例と、その変形例として成長温度を変調する例について説明した
が、成長速度と成長温度の両方を変調するような制御を行っても良い。また、化合物半導
体層としては、窒化ガリウム層についてだけ説明をしているが、後の工程でファセット構
造を形成することからウルツ鉱型の化合物半導体であっても良く、他のウルツ鉱型の化合
物半導体を用いても同様の効果を得ることができる。ここで化合物半導体層としてはウル
ツ鉱型の結晶構造を有する窒化物半導体、ＢｅＭｇＺｎＣｄＳ系化合物半導体、およびＢ
ｅＭｇＺｎＣｄＯ系化合物半導体などが好ましい。
【００３７】
　窒化物半導体からなる結晶層としては、例えばＩＩＩ族系化合物半導体を用いることが
でき、更には窒化ガリウム（ＧａＮ）系化合物半導体、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）系化
合物半導体、窒化インジウム（ＩｎＮ）系化合物半導体、窒化インジウムガリウム（Ｉｎ
ＧａＮ）系化合物半導体、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）系化合物半導体を好
ましくは用いることができ、特に窒化ガリウム系化合物半導体が好ましい。なお、本発明
において、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＧａＮなどは必ずしも、３元混晶のみ、２元混晶の
みの窒化物半導体を指すのではなく、例えばＩｎＧａＮでは、ＩｎＧａＮの作用を変化さ
せない範囲での微量のＡｌ、その他の不純物を含んでいても本発明の範囲であることは言
うまでもない。
【００３８】
［第２の実施形態］
　本実施形態の選択成長マスクを用いた窒化ガリウム系の結晶成長方法であり、選択成長
マスクによる転位密度の低減効果に加えて成長速度の変調による転位密度の低減も得られ
る方法である。
【００３９】
　図５及び図６に本実施形態の工程を示す。先ず、図５の（ａ）に示すように、 C面を主
面とするサファイア基板２０上に有機金属気相成長法によって低温バッファ技術を使用し
て窒化ガリウム層２１を２μ m成長する。窒素原料はアンモニア、ガリウム原料はトリメ
チルガリウム、キャリアガスは水素と窒素である。この窒化ガリウム層２１には貫通転位
２２が１～２ｘ１０９  cm- 2の密度で存在する。
【００４０】
　次いで、図５の（ｂ）に示すように、成長阻害膜である酸化珪素膜２３を窒化ガリウム
層２１上に形成し、フォトリソグラフィにより酸化珪素膜２３に、窒化ガリウム層２１の
{１、－１、０、０ }方向に延在されるストライプ状の開口部２４を形成する、この酸化珪
素膜２３は例えば厚み２００ｎｍであり、開口部２４は開口幅３μｍ、間隔１０μｍで形
成する。なお、開口幅３μｍや間隔１０μｍは例示であり、他のサイズであっても良い。
【００４１】
　酸化珪素膜２３にこのような開口部２４を形成した後、再び有機金属気相成長装置に導
入し、水素、窒素及びアンモニアを流しながら１０２０℃に昇温し、トリメチルガリウム
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の供給を開始することで、図５の（ｃ）に示すように、開口部２４から断面が六角台形状
の窒化ガリウムからなる選択成長層２５を形成する。このときトリメチルガリウムの供給
量は平坦膜として成長した場合、例えば毎時４μ mに相当する量を供給する。このままの
成長速度で選択成長を続けることも可能であるが、成長速度を４分の１に減少させること
で、 C面での脱離が支配的となり横方向成分の速い成長が得られる。これは成長膜厚を薄
くし反りを小さく抑えるのに役立つ。その結果、図６の（ｄ）に示すように、マスクであ
る酸化珪素膜２３上に横方向・縦方向に島状の選択成長層２５が成長し、隣接する開口部
２４からの成長により境界部２６同士が会合して結合部２７が生ずる。
【００４２】
　この結合部２７が生ずるタイミングと同時若しくは多少前後して、成長速度を毎時２０
μｍまで急に増大させる。この第２の結晶成長工程での成長速度では C面での成長速度が
速くなり、まず縦方向に瞬間的に成長し、そのまま相似的に縦横にすばやく成長するため
、結合部２７には原料が供給されず、図６の（ｅ）に示すように結晶のない空隙部 (void)
２８が残されることになる。開口部２４から屈曲し結合部２７まで伝播した転位２２ａは
その空隙部２８で終端される。次に図６の（ｆ）に示すように、成長速度を毎時 4μ mに戻
して成長させる。本件発明者らが行った実験例では、マスク中央部での転位密度は図１５
、図１６の従来例の方法と比較して半減することが分かり、これにより成長膜厚も薄く、
マスク中央部での転位密度も低い膜が得られた。
【００４３】
　本実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法では、第２の結晶成長工程で成長速度を毎時
２０μｍまで急に増大させて、転位を空隙部２８で終端させるようにすることができる。
従って、選択成長による転位低減効果と相まって更に結晶の転位を低減することができる
。なお、本実施形態では、第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行する際に成
長速度を増加させているが、第１の実施形態に説明されるように成長温度を下げるように
制御しても良い。また、島状結晶領域同士の結合時を見計らって成長速度や成長温度を変
調するには、窒化物化合物の表面粗さを光学的に観測する手段を用いることができる。
【００４４】
　本実施形態も第１の実施形態と同様に、半導体素子の製造に適用することができ、例え
ば窒化ガリウム系の化合物による半導体発光ダイオード素子が形成されるが、本実施形態
を用いて半導体レーザー素子を形成することもでき、他の半導体素子として電界効果型ト
ランジスタやその他の能動素子を形成することも可能である。また、窒化ガリウム層上に
形成される素子はプレナー型の素子に限定されず、Ｓ面などのファセットを利用して活性
層を形成した六角錐状などのピラミッド構造を有する半導体発光ダイオード素子などであ
っても良い。また、化合物半導体層としては、窒化ガリウム層についてだけ説明をしてい
るが、後の工程でファセット構造を形成することから他のウルツ鉱型の化合物半導体であ
っても良く、他のウルツ鉱型の化合物半導体を用いても同様の効果を得ることができる。
ここで化合物半導体層としてはウルツ鉱型の結晶構造を有する窒化物半導体、ＢｅＭｇＺ
ｎＣｄＳ系化合物半導体、およびＢｅＭｇＺｎＣｄＯ系化合物半導体などが好ましい。
【００４５】
［第３の実施形態］
　本発明の実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法では、選択的に窒化ガリウム層を除去
し、残された結晶から横方向に成長することで転位密度を低減する技術に基づいており、
図７及び図８を参照しながら説明する。
【００４６】
　先ず、図７の（ａ）に示すように、有機金属気相成長法により低温バッファ層を用いて
C面を主面とするサファイア基板３０上に窒化ガリウム層３１を 1μ m成長する。この時点
で窒化ガリウム層３１には貫通転位３２が存在する。
【００４７】
　次いで、フォトリソグラフィと RIEを用いて {１、－１、０、０ }方向のストライプ状に
幅３μ m、間隔１０μ mの窒化ガリウム層３１が部分的に残るように結晶を除去し、図７の
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（ｂ）に示すように、サファイア基板３０の表面が若干削られるまでエッチングを行う。
再び有機金属気相成長装置に導入し、キャリアガスとして水素と窒素、窒素原料としてア
ンモニアを供給しながら１０２０℃まで昇温し、ガリウム原料であるトリメチルガリウム
の供給を開始して成長を開始する。従来の方法では平坦膜上の成長に換算して毎時４μ m
ですべて成長していたが、本実施形態では成長速度毎時１μ mで成長を開始する。成長を
開始すると矩形の窒化ガリウム層３１は、図８の（ｄ）に示すように安定面である (１、
１、－２、２ )面を形成しながら横方向に成長する。この段階では第２の実施形態の場合
と同様に成長速度を下げたことで横方向に支配的な成長を示し、サファイア基板３０の表
面には凹部３３が残されることになる。
【００４８】
　　横方向に成長した窒化ガリウム層３１の境界部３４同士が結合する結合部３５が生ず
るタイミングと同時若しくは多少前後して、成長速度を毎時２０μｍまで急に増大させる
。この第２の結晶成長工程での成長速度では C面での成長速度が速くなり、まず縦方向に
瞬間的に成長し、そのまま相似的に縦横にすばやく成長するため、結合部３５には原料が
供給されず、図８の（ｅ）に示すように結晶のない空隙部 (void)３６が残されることにな
る。窒化ガリウム層３１内で屈曲し結合部３５まで伝播した転位３２ａはその空隙部３６
で終端される。次に図８の（ｆ）に示すように、成長速度を毎時 4μ mに戻して成長させる
。以降、半導体素子として、半導体発光ダイオードを形成する場合は、ｎ型窒化ガリウム
層、活性層、ｐ型窒化ガリウム層を順次積層し、各電極を形成することで素子が形成され
る。
【００４９】
　本実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法では、第２の実施形態と同様に、第２の結晶
成長工程で成長速度を毎時２０μｍまで急に増大させて、転位を空隙部３６で終端させる
ようにすることができる。従って、選択成長による転位低減効果と相まって更に結晶の転
位を低減することができる。なお、本実施形態では、第１の結晶成長工程から第２の結晶
成長工程に移行する際に成長速度を増加させているが、第１の実施形態に説明されるよう
に成長温度を下げるように制御しても良い。また、島状結晶領域同士の結合時を見計らっ
て成長速度や成長温度を変調するには、窒化物化合物の表面粗さを光学的に観測する手段
を用いることができる。
【００５０】
　また、本実施形態も第１の実施形態と同様に、半導体素子の製造に適用することができ
、例えば窒化ガリウム系の化合物による半導体発光ダイオード素子が形成されるが、本実
施形態を用いて半導体レーザー素子を形成することもでき、他の半導体素子として電界効
果型トランジスタやその他の能動素子を形成することも可能である。また、窒化ガリウム
層上に形成される素子はプレナー型の素子に限定されず、Ｓ面などのファセットを利用し
て活性層を形成した六角錐状などのピラミッド構造を有する半導体発光ダイオード素子な
どであっても良い。また、化合物半導体層としては、窒化ガリウム層についてだけ説明を
しているが、後の工程でファセット構造を形成することから他のウルツ鉱型の化合物半導
体であっても良く、他のウルツ鉱型の化合物半導体を用いても同様の効果を得ることがで
きる。ここで化合物半導体層としてはウルツ鉱型の結晶構造を有する窒化物半導体、Ｂｅ
ＭｇＺｎＣｄＳ系化合物半導体、およびＢｅＭｇＺｎＣｄＯ系化合物半導体などが好まし
い。
【００５１】
［第４の実施形態］
　本発明の第４の実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法は、成長阻害物質を窒化ガリウ
ム系化合物半導体層表面に供給し、島状成長から横方向成長させることで転位密度を低減
する技術に基づいており、図９及び図１０を参照しながら説明する。
【００５２】
　先ず、図９の（ａ）に示すように、有機金属気相成長法により低温バッファ層を用いて
基板主面をＣ面とするサファイア基板４０上に窒化ガリウム層４１を 1μ m成長させる。こ
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の段階では、窒化ガリウム層４１に螺旋転位４３や刃状転位４２などが含まれる。
【００５３】
　次いで、トリメチルガリウムの供給を停止してシリコン原料であるシランガスを５分間
供給する。シリコンは成長阻害物質 (アンチサーファクタント )として働き、表面は窒化ガ
リウム膜の成長しにくい状態となる。再びトリメチルガリウムを毎時４μ mで供給を開始
すると、シリコンで終端されていないピンホール状に露出した窒化ガリウム層４１表面か
ら成長を開始し、図９の（ｂ）に示すように窒化ガリウム層４１表面には島状結晶領域４
４が形成される。従来はこのまま毎時４μ mで成長を継続したが、本実施形態では島状結
晶領域４４に成長したところから成長速度を毎時１μ mとし、図９の（ｃ）及び図１０の
（ｄ）に示すように島状結晶領域４４に成長した領域の境界部４５同士が会合して結合部
４６が生ずる際に、成長速度を毎時１０μ mに増大させる。このような成長速度の急激な
増大によって、結合部４６付近の転位は曲げられて、転位密度は低減されることになる。
【００５４】
　その後は毎時４μ mに戻し図１０の（ｅ）に示すように平坦化させる。上記実施例と同
様に成長速度を低減した部分では横方向に支配的な成長をすることで成長膜厚を薄くでき
、また成長速度を急峻に増大することで従来よりも会合部に発生する転位密度を低減でき
る。なお、本実施形態においても、第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行す
る際に成長速度を増加させているが、第１の実施形態に説明されるように成長温度を下げ
るように制御しても良い。また、島状結晶領域同士の結合時を見計らって成長速度や成長
温度を変調するには、窒化物化合物の表面粗さを光学的に観測する手段を用いることがで
きる。
【００５５】
　また、本実施形態も第１の実施形態と同様に、半導体素子の製造に適用することができ
、例えば窒化ガリウム系の化合物による半導体発光ダイオード素子が形成されるが、本実
施形態を用いて半導体レーザー素子を形成することもでき、他の半導体素子として電界効
果型トランジスタやその他の能動素子を形成することも可能である。また、窒化ガリウム
層上に形成される素子はプレナー型の素子に限定されず、Ｓ面などのファセットを利用し
て活性層を形成した六角錐状などのピラミッド構造を有する半導体発光ダイオード素子な
どであっても良い。また、化合物半導体層としては、窒化ガリウム層についてだけ説明を
しているが、後の工程でファセット構造を形成することから他のウルツ鉱型の化合物半導
体に適用することも可能である。
【００５６】
［第５の実施形態］
　本発明の第５の実施形態の窒化物半導体の結晶成長方法は、窒化ガリウム層を一旦凹凸
の有る形状に加工し、島状結晶成長から横方向成長させることで転位密度を低減する技術
に基づいており、図１１及び図１２を参照しながら説明する。
【００５７】
　先ず、図１１の（ａ）に示すように、有機金属気相成長法により低温バッファ層を用い
て基板主面をＣ面とするサファイア基板５０上に窒化ガリウム層５１を 1μ m成長させ、次
いで、エッチングその他の方法によって窒化ガリウム層５１の表面に凹凸を形成する。こ
の段階では、窒化ガリウム層５１に螺旋転位５３や刃状転位５２などが含まれる。
【００５８】
　次いで、トリメチルガリウムを毎時４μ mで供給を開始すると、図１１の（ｂ）に示す
ように窒化ガリウム層５１表面には島状結晶領域５４が形成される。窒化ガリウム層５１
の表面の凹凸で一部の転位は終端することから、多くの螺旋転位５３や刃状転位５２など
は該表面の凹凸で終端し、転位密度は低減される。本実施形態では島状結晶領域５４に成
長したところから成長速度を毎時１μ mとし、図１１の（ｃ）及び図１２の（ｄ）に示す
ように島状結晶領域５４に成長した領域の境界部５５同士が会合して結合部５６が生ずる
際に、成長速度を毎時１０μ mに増大させる。このような成長速度の急激な増大によって
、結合部５６付近の転位は曲げられて、転位密度は更に低減されることになる。
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【００５９】
　その後は毎時４μ mに戻し図１１の（ｅ）に示すように平坦化させる。上記実施例と同
様に成長速度を低減した部分では横方向に支配的な成長をすることで成長膜厚を薄くでき
、また成長速度を急峻に増大することで従来よりも会合部に発生する転位密度を低減でき
る。なお、本実施形態においても、第１の結晶成長工程から第２の結晶成長工程に移行す
る際に成長速度を増加させているが、第１の実施形態に説明されるように成長温度を下げ
るように制御しても良い。また、島状結晶領域同士の結合時を見計らって成長速度や成長
温度を変調するには、窒化物化合物の表面粗さを光学的に観測する手段を用いることがで
きる。
【００６０】
　また、本実施形態も第１の実施形態と同様に、半導体素子の製造に適用することができ
、例えば窒化ガリウム系の化合物による半導体発光ダイオード素子が形成されるが、本実
施形態を用いて半導体レーザー素子を形成することもでき、他の半導体素子として電界効
果型トランジスタやその他の能動素子を形成することも可能である。また、窒化ガリウム
層上に形成される素子はプレナー型の素子に限定されず、Ｓ面などのファセットを利用し
て活性層を形成した六角錐状などのピラミッド構造を有する半導体発光ダイオード素子な
どであっても良い。また、化合物半導体層としては、窒化ガリウム層についてだけ説明を
しているが、後の工程でファセット構造を形成することから他のウルツ鉱型の化合物半導
体に適用することも可能である。
【００６１】
【発明の効果】
　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法においては、第１の結晶成長工程から第２の結晶
成長工程に移行する場合に、成長速度や成長温度を変調される。このため結晶中に存在す
る転位は、結合部に近傍で別の大きな島状結晶領域との結合部まで曲げられたり、若しく
は別の転位や空隙部などで終端し、転位密度は大幅に低減されることになる。また、従来
の各種転位低減技術を組み合わせることで、さらに島状結晶領域の境界部近くの転位や貫
通転位などの転位を低減できる。
【００６２】
　また、本発明の半導体素子の形成方法では、前述の結晶転位密度の低減された結晶を素
子形成に利用できるため、素子に特性を大幅に改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第１の実施形態の工程断面図であって
、（ａ）はサファイア基板を示す工程断面図、（ｂ）は低温バッファ層の形成工程までの
工程断面図、（ｃ）は窒化ガリウム層の形成工程までの工程断面図、（ｄ）は島状結晶領
域の形成工程までの工程断面図である。
【図２】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第１の実施形態の工程断面図であって
、（ e）は横方向成長を示す工程断面図、（ｆ）は窒化ガリウム層の結合部が生ずる工程
までの工程断面図、（ｇ）は窒化ガリウム層の平坦化工程までの工程断面図、（ｈ）は半
導体発光素子の形成工程までの工程断面図である。
【図３】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第１の実施形態での成長速度を変調す
る場合の制御を示すグラフである。
【図４】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第１の実施形態での成長温度を変調す
る場合の制御を示すグラフである。
【図５】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第２の実施形態の工程断面図であって
、（ａ）は低温バッファ層の形成工程までの工程断面図、（ｂ）は開口部の形成工程まで
の工程断面図、（ｃ）は窒化ガリウム層の選択成長層の形成工程までの工程断面図である
。
【図６】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第２の実施形態の工程断面図であって
、（ｄ）は横方向成長を示す工程断面図、（ e）は窒化ガリウム層の結合部に空隙部が生
ずる工程までの工程断面図、（ｇ）は窒化ガリウム層の平坦化工程までの工程断面図であ
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る。
【図７】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第３の実施形態の工程断面図であって
、（ａ）は窒化ガリウム層の形成工程までの工程断面図、（ｂ）は凹部の形成工程までの
工程断面図、（ｃ）は窒化ガリウム層の選択成長工程までの工程断面図である。
【図８】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第３の実施形態の工程断面図であって
、（ｄ）は横方向成長を示す工程断面図、（ e）は窒化ガリウム層の結合部に空隙部が生
ずる工程までの工程断面図、（ｇ）は窒化ガリウム層の平坦化工程までの工程断面図であ
る。
【図９】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第４の実施形態の工程断面図であって
、（ａ）は窒化ガリウム層の形成工程までの工程断面図、（ｂ）は窒化ガリウム層の選択
成長工程までの工程断面図、（ｃ）は窒化ガリウム層の横方向成長工程までの工程断面図
である。
【図１０】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第４の実施形態の工程断面図であっ
て、（ｄ）は窒化ガリウム層の結合部が生ずる工程までの工程断面図、（ e）は窒化ガリ
ウム層の平坦化工程までの工程断面図である。
【図１１】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第５の実施形態の工程断面図であっ
て、（ａ）は窒化ガリウム層の表面に凹凸を形成する工程までの工程断面図、（ｂ）は窒
化ガリウム層の選択成長工程までの工程断面図、（ｃ）は窒化ガリウム層の横方向成長工
程までの工程断面図である。
【図１２】　本発明の窒化物半導体の結晶成長方法の第５の実施形態の工程断面図であっ
て、（ｄ）は窒化ガリウム層の結合部が生ずる工程までの工程断面図、（ e）は窒化ガリ
ウム層の平坦化工程までの工程断面図である。
【図１３】　従来の窒化物半導体の結晶成長方法の一例の工程断面図であって、（ａ）は
窒化ガリウム層の形成工程までの工程断面図、（ｂ）は島状結晶領域の形成工程までの工
程断面図、（ｃ）は横方向成長を示す工程断面図、（ｄ）は窒化ガリウム層の結合部が生
ずる工程までの工程断面図である。
【図１４】　従来の窒化物半導体の結晶成長方法の他の一例の工程断面図であって、（ａ
）は窒化ガリウム層の形成工程までの工程断面図、（ｂ）は島状結晶領域の形成工程まで
の工程断面図、（ｃ）は横方向成長を示す工程断面図、（ｄ）は窒化ガリウム層の結合部
が生ずる工程までの工程断面図である。
【図１５】　従来の窒化物半導体の結晶成長方法の一例の工程断面図であって、（ａ）は
選択マスクの形成工程までの工程断面図、（ｂ）は島状結晶領域の形成工程までの工程断
面図、（ｃ）は横方向成長を示す工程断面図である。
【図１６】　前記従来の窒化物半導体の結晶成長方法の一例の工程断面図であって、（ｄ
）は窒化ガリウム層の結合部が生ずる工程までの工程断面図、（ e）は窒化ガリウム層の
平坦化工程までの工程断面図である。
【符号の説明】
１０、２０、３０、４０、５０　サファイア基板
１１　低温バッファ層
１２、２１、３１、４１、５１　窒化ガリウム層
１５、２６、３４、４５、５５　境界部
２４　開口部
２５　選択成長層
４４　島状結晶領域
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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