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(57)【要約】
【課題】転位等の結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基
板の製造方法を提供する。
【解決手段】ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＮ単
結晶を種結晶として当該ＧａＮ単結晶の上に六方晶のＧ
ａＮからなるエピタキシャル層６２を成長させて、Ｇａ
Ｎ単結晶のインゴット６４を形成するインゴット形成工
程と、インゴット６４を複数枚に切断する切断工程と、
を備えることを特徴とする。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧａＮ結晶からなるインゴットであって、
　前記インゴットの比抵抗が、１×１０－４Ωｃｍ～１×１０Ωｃｍの範囲内にある、イ
ンゴット。
【請求項２】
　ＧａＮ結晶からなるインゴットであって、
　前記インゴットのキャリア濃度が、１×１０１６ｃｍ－３～１×１０２０ｃｍ－３の範
囲内にある、インゴット。
【請求項３】
　下地基板とＧａＮ結晶からなるエピタキシャル層とを備えるインゴットであって、
　前記下地基板上のマスク層の開口窓の総面積が、前記開口窓の面積と前記開口窓が形成
されていないマスク部の面積とを合わせた全面積の１０～５０％である、インゴット。
【請求項４】
　ＧａＮ単結晶基板を種結晶として当該ＧａＮ単結晶基板の上に直接六方晶のＧａＮから
なるエピタキシャル層を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴットを形成するインゴット形
成工程と、
　前記インゴットをスライサーを用いて複数枚に切断する切断工程と、
　を備えることを特徴とするＧａＮ単結晶基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化ガリウム（ＧａＮ）等の窒化物系化合物半導体を用いた、発光ダイオー
ド、半導体レーザ等の発光デバイスや、電界効果トランジスタ等の電子デバイス用の基板
及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、窒化物系化合物半導体を用いた発光デバイス等では、安定なサファイア基板が用
いられていた。
【０００３】
　しかし、サファイアには劈開面が無いため、半導体レーザにサファイア基板を用いた場
合は劈開による反射面を作製することができないという問題があった。
【０００４】
　また、サファイアを発光デバイス等の基板材料として用いた場合、サファイア基板と当
該サファイア基板上に成長させるエピタキシャル層との間の格子不整合や熱膨張係数の相
違に起因して、エピタキシャル層中に転位等の結晶欠陥が多発するという問題もあった。
【０００５】
　このようなサファイアを発光デバイス等の基板とした場合の問題を解消すべく開発され
た技術として、特許文献１に掲載された半導体発光素子の製法がある。この半導体発光素
子の製法は、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）基板等の半導体単結晶基板上に窒化ガリウム系化
合物半導体層を成長させた後、半導体単結晶基板（ＧａＡｓ基板）を除去し、残った窒化
ガリウム系化合物半導体層を新たな基板としてその上に動作層である窒化ガリウム系化合
物半導体単結晶層をエピタキシャル成長させて、半導体発光素子を製造するものである。
【０００６】
　この特許文献１の技術によれば、窒化ガリウム系化合物半導体層とこの上に成長させる
窒化ガリウム系化合物半導体単結晶層（エピタキシャル層）との格子定数や熱膨張係数が
非常に近いため、半導体単結晶層（エピタキシャル層）に転位等に起因する格子欠陥が発
生しにくくなる。また、基板とこの上に成長させる動作層とが同じ窒化ガリウム系化合物
半導体層からなっているため、同種の結晶が揃うことになり、容易に劈開することができ
る。このため、半導体レーザ等の反射鏡を簡単に作製することができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－１１６０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記特許文献１に掲載された製法で製造したＧａＮ基板は、格子不整合等の理
由で結晶品質は極めて低く、結晶欠陥に起因する内部応力の為に大きな反りが発生し、実
用化には至っていなかった。そして、技術進歩に伴い、窒化ガリウム系化合物半導体を用
いた光半導体デバイスの特性を更に向上させることが要求され、本発明者らにおいて、よ
り高品質のＧａＮ単結晶基板を製作する必要が生じた。そのためには、ＧａＮ単結晶基板
のエピタキシャル層に発生する転位等の結晶欠陥を一層低減させる必要がある。結晶欠陥
を低減することにより、高い結晶品質を有し、内部応力が低く、反りも殆どないＧａＮ単
結晶基板を得ることができる。
【０００９】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、転位等の結晶欠陥が低減されたＧ
ａＮ単結晶基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するため、本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＮ単結晶を
種結晶として当該ＧａＮ単結晶の上に六方晶のＧａＮからなるエピタキシャル層を成長さ
せて、ＧａＮ単結晶のインゴットを形成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複
数枚に切断する切断工程と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　この場合、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に切断するため、一回の製造処理で、結
晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることができる。
【００１２】
　また、本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＮ単結晶を種結晶として当該Ｇａ
Ｎ単結晶の上に六方晶のＧａＮからなるエピタキシャル層を成長させて、ＧａＮ単結晶の
インゴットを形成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に劈開する劈開工
程と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　この場合、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に劈開するため、一回の製造処理で、結
晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることができる。また、この場合は、Ｇ
ａＮ結晶の劈開面に沿ってインゴットを劈開させるため、容易に複数枚のＧａＮ単結晶基
板を得ることができる。
【００１４】
　本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＡｓ基板上に、互いに離隔配置され
た複数の開口窓を有するマスク層を形成するマスク層形成工程と、前記マスク層上に、Ｇ
ａＮからなるエピタキシャル層を成長させるエピタキシャル層成長工程と、を備えること
を特徴とする。
【００１５】
　本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法によれば、マスク層の各開口窓内でＧａＮ核が形
成され、このＧａＮ核が次第にマスク層上の横方向、すなわちマスク層の開口窓が形成さ
れていないマスク部の上方に向かって何の障害物もなく自由にラテラル成長する。そして
、ＧａＮ核がラテラル成長するときに、ＧａＮ核内の欠陥は広がらないため、結晶欠陥が
大幅に低減されたＧａＮ単結晶基板を形成することができる。
【００１６】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記マスク層形成工程の前
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に、前記ＧａＡｓ基板上にバッファ層を形成するバッファ層形成工程と、前記バッファ層
上に、ＧａＮからなる下層エピタキシャル層を成長させる下層エピタキシャル層成長工程
と、を更に備えることが好ましい。
【００１７】
　この場合、マスク層の開口窓の下方にＧａＮからなる下層エピタキシャル層が位置し、
当該下層エピタキシャル層の上にＧａＮからなる上記エピタキシャル層が形成されるため
、当該エピタキシャル層の結晶欠陥が一層低減される。すなわち、転位等の結晶欠陥は、
バッファ層に近い部分ほどその密度が高いため、このように一旦下層エピタキシャル層を
成長させてバッファ層からの距離をおいてマスク層を形成した方が、下層エピタキシャル
層を成長させない場合よりも結晶欠陥の低減を図ることができる。
【００１８】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記エピタキシャル層成長
工程の前に、前記マスク層の前記開口窓内における前記ＧａＡｓ基板上にバッファ層を形
成するバッファ層形成工程を更に備えることも好ましい。
【００１９】
　この場合、ＧａＮエピタキシャル層を一回成長させるだけで結晶欠陥が大幅に低減した
ＧａＮ単結晶基板を形成することができ、コスト削減を図ることができる。なお、ＧａＡ
ｓ基板上にＧａＮエピタキシャル層を成長させる場合には、アモルファス層に近いＧａＮ
低温バッファ層またはＡｌＮバッファ層を成長させた後、高温でＧａＮを成長させること
で、たとえ格子不整合が大きくてもエピタキシャル成長を得ることができる。低温バッフ
ァ層形成時は、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４から成るマスク層のマスク部上には低温バッファ層
は成長せず、開口窓内にのみ形成される。
【００２０】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記エピタキシャル層は、
厚さ５～３００μｍの範囲内で成長され、前記エピタキシャル層成長工程の後に、前記Ｇ
ａＡｓ基板を除去するＧａＡｓ基板除去工程と、前記エピタキシャル層上にＧａＮからな
る第二のエピタキシャル層を積層成長させる工程と、を更に備えることも望ましい。
【００２１】
　この場合、第二のエピタキシャル層を成長させる前にＧａＡｓ基板を除去するので、Ｇ
ａＡｓ基板とバッファ層及びエピタキシャル層との熱膨張係数の差に起因する熱応力の発
生を防止することでエピタキシャル層に発生するクラック及び内部応力を低減でき、これ
により、クラックが無く、且つ、結晶欠陥の大幅に低減されたＧａＮ単結晶基板を形成す
ることができる。
【００２２】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記マスク層の前記開口窓
を前記下層エピタキシャル層の＜１０－１０＞方向にピッチＬで複数配列して＜１０－１
０＞窓群を形成すると共に、前記＜１０－１０＞窓群を前記下層エピタキシャル層の＜１
－２１０＞方向にピッチｄ（０．７５Ｌ≦ｄ≦１．３Ｌ）で複数並設し、さらに、前記各
＜１０－１０＞窓群は、前記各開口窓の中心位置が隣り合う前記＜１０－１０＞窓群の前
記各開口窓の中心位置に対して前記＜１０－１０＞方向に約１／２Ｌずれて並設されてい
ることが望ましい。
【００２３】
　この場合、各＜１０－１０＞窓群の各開口窓は、その中心位置が隣り合う＜１０－１０
＞窓群の各開口窓の中心位置に対して＜１０－１０＞方向に約１／２Ｌずれているため、
各開口窓から成長する正六角錐または正六角錐台のＧａＮの結晶粒は、隣接する開口窓か
ら成長した結晶粒と殆どピットを生じさせず、隙間無く繋がり、エピタキシャル層におけ
る結晶欠陥及び内部応力の低減を図ることができる。
【００２４】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記マスク層の前記開口窓
を前記ＧａＡｓ基板の（１１１）面上において＜１１－２＞方向にピッチＬで複数配列し
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て＜１１－２＞窓群を形成すると共に、前記＜１１－２＞窓群を前記ＧａＡｓ基板の（１
１１）面の＜－１１０＞方向にピッチｄ（０．７５Ｌ≦ｄ≦１．３Ｌ）で複数並設し、さ
らに、前記各＜１１－２＞窓群は、前記各開口窓の中心位置が隣り合う前記＜１１－２＞
窓群の前記各開口窓の中心位置に対して前記＜１１－２＞方向に約１／２Ｌずれて並設さ
れていることが望ましい。
【００２５】
　この場合、各＜１１－２＞窓群の各開口窓は、その中心位置が隣り合う＜１１－２＞窓
群の各開口窓の中心位置に対して＜１１－２＞方向に約１／２Ｌずれているため、各開口
窓から成長する正六角錐または正六角錐台のＧａＮの結晶粒は、隣接する開口窓から成長
した結晶粒と殆どピットを生じさせず、隙間無く繋がり、エピタキシャル層における結晶
欠陥及び内部応力の低減を図ることができる。
【００２６】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記エピタキシャル層成長
工程において、前記エピタキシャル層を厚く成長させてＧａＮ単結晶のインゴットを形成
し、前記インゴットを複数枚に切断する切断工程を更に備えることも望ましい。
【００２７】
　この場合、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に切断するため、一回の製造処理で、結
晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることができる。
【００２８】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前記エピタキシャル層成長
工程において、前記エピタキシャル層を厚く成長させてＧａＮ単結晶のインゴットを形成
し、前記インゴットを複数枚に劈開する劈開工程を更に備えることも望ましい。
【００２９】
　この場合、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に劈開するため、一回の製造処理で、結
晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることができる。また、この場合は、Ｇ
ａＮ結晶の劈開面に沿ってインゴットを劈開させるため、容易に複数枚のＧａＮ単結晶基
板を得ることができる。
【００３０】
　また、本発明に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法において、前述の製造方法によって得
られたＧａＮ単結晶基板にＧａＮからなるエピタキシャル層を厚く成長させてＧａＮ単結
晶のインゴットを形成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に切断する切
断工程と、を更に備えることも望ましい。
【００３１】
　この場合、前述の製造方法によって製造されたＧａＮ単結晶基板にＧａＮエピタキシャ
ル層を成長させてインゴットを形成し、当該インゴットを切断するだけでＧａＮ単結晶基
板を複数枚得ることができる。すなわち、簡単な作業で、結晶欠陥が低減されたＧａＮ単
結晶基板を複数枚製造することができる。
【００３２】
　本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＡｓ基板上に、互いに離隔配置された複
数の開口窓を有するマスク層を形成するマスク層形成工程と、前記マスク層上に、ＧａＮ
からなるエピタキシャル層を成長させるエピタキシャル層成長工程と、を備える。
【００３３】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記マスク層形成工程の前に、前記
ＧａＡｓ基板上にバッファ層を形成するバッファ層形成工程と、前記バッファ層上に、Ｇ
ａＮからなる下層エピタキシャル層を成長させる下層エピタキシャル層成長工程と、を更
に備える。
【００３４】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記エピタキシャル層成長工程の前
に、前記マスク層の前記開口窓内における前記ＧａＡｓ基板上にバッファ層を形成するバ
ッファ層形成工程を更に備える。
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【００３５】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓は、ストライプ状のストライプ窓である。
【００３６】
　好ましくは、前記ストライプ窓は、前記ＧａＮからなる前記下層エピタキシャル層の＜
１０－１０＞方向に延在しており、窓幅が０．３μｍ～１０μｍの範囲内で、マスク幅が
２μｍ～２０μｍの範囲内である。
【００３７】
　好ましくは、前記ストライプ窓は、前記ＧａＮからなる前記下層エピタキシャル層の＜
１－２１０＞方向に延在しており、窓幅が０．３μｍ～１０μｍの範囲内で、マスク幅が
２μｍ～２０μｍの範囲内である。
【００３８】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記エピタキシャル層成長工程の後
に、前記ＧａＡｓ基板を除去するＧａＡｓ基板除去工程と、前記バッファ層の下面および
前記エピタキシャル層の上面を研磨する研磨工程と、を更に備える。
【００３９】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓は、ストライプ状のストライプ窓である。
【００４０】
　好ましくは、前記ストライプ窓は、前記ＧａＡｓ基板の＜１１－２＞方向に延在してお
り、窓幅が０．３μｍ～１０μｍの範囲内で、マスク幅が２μｍ～２０μｍの範囲内であ
る。
【００４１】
　好ましくは、前記ストライプ窓は、前記ＧａＡｓ基板の＜１－１０＞方向に延在してお
り、窓幅が０．３μｍ～１０μｍの範囲内で、マスク幅が２μｍ～２０μｍの範囲内であ
る。
【００４２】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記エピタキシャル層成長工程の後
に、前記ＧａＡｓ基板を除去するＧａＡｓ基板除去工程と、前記マスク層及び前記バッフ
ァ層の下面と、前記エピタキシャル層の上面を研磨する研磨工程と、を更に備える。
【００４３】
　好ましくは、前記ＧａＡｓ基板が、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板又はＧａＡｓ（１１１）
Ｂ基板である。
【００４４】
　好ましくは、前記バッファ層を、ハイドライドＶＰＥにて形成する。
【００４５】
　好ましくは、前記エピタキシャル層を、ハイドライドＶＰＥにて形成する。
【００４６】
　好ましくは、前記エピタキシャル層は、厚さ５μｍ～３００μｍの範囲内で成長され、
上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、前記エピタキシャル層成長工程の後に、前記ＧａＡ
ｓ基板を除去するＧａＡｓ基板除去工程と、前記エピタキシャル層上にＧａＮからなる第
二のエピタキシャル層を積層成長させる工程と、を更に備える。
【００４７】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓を前記下層エピタキシャル層の＜１０－１０＞
方向にピッチＬで複数配列して＜１０－１０＞窓群を形成すると共に、前記＜１０－１０
＞窓群を前記下層エピタキシャル層の＜１－２１０＞方向にピッチｄ（０．７５Ｌ≦ｄ≦
１．３Ｌ）で複数並設する。
【００４８】
　好ましくは、前記各＜１０－１０＞窓群は、前記各開口窓の中心位置が隣り合う前記＜
１０－１０＞窓群の前記各開口窓の中心位置に対して前記＜１０－１０＞方向に約１／２
Ｌずれて並設されている。
【００４９】
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　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓を前記ＧａＡｓ基板の（１１１）面上において
＜１１－２＞方向にピッチＬで複数配列して＜１１－２＞窓群を形成すると共に、前記＜
１１－２＞窓群を前記ＧａＡｓ基板の（１１１）面の＜－１１０＞方向にピッチｄ（０．
７５Ｌ≦ｄ≦１．３Ｌ）で複数並設する。
【００５０】
　好ましくは、前記各＜１１－２＞窓群は、前記各開口窓の中心位置が隣り合う前記＜１
１－２＞窓群の前記各開口窓の中心位置に対して前記＜１１－２＞方向に約１／２Ｌずれ
て並設されている。
【００５１】
　好ましくは、前記各開口窓のピッチＬは、３μｍ～１０μｍの範囲内である。
【００５２】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓の形状は、円形、楕円形、多角形の何れかであ
る。
【００５３】
　好ましくは、前記マスク層の前記各開口窓の面積は、０．７μｍ２～５０μｍ２である
。
【００５４】
　好ましくは、前記マスク層の前記各開口窓は、一辺が１μｍ～５μｍの方形、又は直径
１μｍ～５μｍの円形である。
【００５５】
　好ましくは、前記各開口窓の総面積は、全ての前記開口窓の面積と前記開口窓が形成さ
れていないマスク部の面積とを合わせた全面積の１０～５０％である。
【００５６】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓が前記下層エピタキシャル層の＜１０－１０＞
方向を長手方向とする長方形状の長方形窓であり、前記長方形窓を前記＜１０－１０＞方
向にピッチＬで複数配列して＜１０－１０＞長方形窓群を形成すると共に、＜１０－１０
＞長方形窓群を前記下層エピタキシャル層の＜１－２１０＞方向にピッチｄで複数並設す
る。
【００５７】
　好ましくは、前記各＜１０－１０＞長方形窓群は、前記各長方形窓の中心位置が隣り合
う前記＜１０－１０＞長方形窓群の前記各長方形窓の中心位置に対して前記＜１０－１０
＞方向に約１／２Ｌずれて並設されている。
【００５８】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓が前記ＧａＡｓ基板の＜１１－２＞方向を長手
方向とする長方形状の長方形窓であり、前記長方形窓を前記ＧａＡｓ基板の（１１１）面
上において＜１１－２＞方向にピッチＬで複数配列して＜１１－２＞長方形窓群を形成す
ると共に、前記＜１１－２＞長方形窓群を＜－１１０＞方向にピッチｄで複数並設する。
【００５９】
　好ましくは、前記各＜１１－２＞長方形窓群は、前記各長方形窓の中心位置が隣り合う
前記＜１１－２＞長方形窓群の前記各長方形窓の中心位置に対して前記＜１１－２＞方向
に約１／２Ｌずれて並設されている。
【００６０】
　好ましくは、前記長方形窓のピッチＬは４μｍ～２０μｍで、前記長方形窓の長手方向
に隣り合う前記各長方形窓間のマスク長さが１μｍ～４μｍで、前記各長方形窓の幅ｗは
１μｍ～５μｍで、前記長方形状の前記開口窓の短手方向に隣り合う前記長方形窓群間の
マスク幅（ｄ－ｗ）は２μｍ～１０μｍである。
【００６１】
　好ましくは、前記マスク層の前記各開口窓は、六角リング状の六角窓であり、前記六角
窓の六つの各辺の方向が、前記下層エピタキシャル層の＜１０－１０＞方向である。
【００６２】
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　好ましくは、前記マスク層の前記各開口窓は、六角リング状の六角窓であり、前記六角
窓の六つの各辺の方向が、前記ＧａＡｓ基板の＜１１－２＞方向である。
【００６３】
　好ましくは、前記マスク層が、ＳｉＯ２またはＳｉＮで形成されている。
【００６４】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記ＧａＡｓ基板を除去する工程を
更に備える。
【００６５】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、前記エピタキシャル層成長工程にお
いて、前記エピタキシャル層を成長させてＧａＮ単結晶のインゴットを形成し、前記イン
ゴットを複数枚に切断する切断工程を更に備える。
【００６６】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、前記エピタキシャル層成長工程において、前記エ
ピタキシャル層を成長させてＧａＮ単結晶のインゴットを形成し、前記インゴットを複数
枚に劈開する劈開工程を更に備える。
【００６７】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、本発明の製造方法によって得られた
ＧａＮ単結晶基板にＧａＮからなるエピタキシャル層を成長させてＧａＮ単結晶のインゴ
ットを形成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に切断する切断工程と、
を更に備える。
【００６８】
　上記ＧａＮ単結晶基板の製造方法は、好ましくは、本発明の製造方法によって得られた
ＧａＮ単結晶基板にＧａＮからなるエピタキシャル層を成長させてＧａＮ単結晶のインゴ
ットを形成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に劈開する劈開工程と、
を更に備える。
【００６９】
　本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＮ単結晶を種結晶として当該ＧａＮ単結
晶の上にＧａＮからなるエピタキシャル層を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴットを形
成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に切断する切断工程と、を備える
ことを特徴とする。
【００７０】
　本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法は、ＧａＮ単結晶を種結晶として当該ＧａＮ単結
晶の上にＧａＮからなるエピタキシャル層を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴットを形
成するインゴット形成工程と、前記インゴットを複数枚に劈開する劈開工程と、を備える
ことを特徴とする。
【００７１】
　本発明のＧａＮ単結晶基板は、互いに離隔配置された複数の開口窓を有するマスク層と
、ＧａＮからなると共に前記マスク層上に積層されたエピタキシャル層と、を少なくとも
含むことを特徴とする。
【００７２】
　上記ＧａＮ単結晶基板は、好ましくは、前記マスク層の前記エピタキシャル層の形成さ
れていない側に、バッファ層と、当該バッファ層と前記マスク層との間に形成された下層
エピタキシャル層と、を更に備える。
【００７３】
　好ましくは、前記マスク層の前記各開口窓内に、バッファ層が形成されている。
【００７４】
　好ましくは、前記マスク層の前記開口窓が前記下層エピタキシャル層の＜１０－１０＞
方向にピッチＬで複数配列されて＜１０－１０＞窓群が形成されると共に、前記＜１０－
１０＞窓群を前記下層エピタキシャル層の＜１－２１０＞方向にピッチｄ（０．７５Ｌ≦
ｄ≦１．３Ｌ）で複数並設されている。
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【００７５】
　好ましくは、前記各＜１０－１０＞窓群は、前記各開口窓の中心位置が隣り合う前記＜
１０－１０＞窓群の前記各開口窓の中心位置に対して前記＜１０－１０＞方向に約１／２
Ｌずれて並設されている。
【００７６】
　好ましくは、前記エピタキシャル層の前記マスク層との接触面から１０μｍまでの範囲
内で、且つ、前記マスク層の前記開口窓が形成されていないマスク部上において、前記開
口窓の上方の領域よりも転位密度の低い低転位密度領域が形成されている。
【００７７】
　好ましくは、前記エピタキシャル層の前記低転位密度領域における転位密度は、１×１
０８ｃｍ-2以下である。
【００７８】
　上記ＧａＮ単結晶基板は、好ましくは、前記エピタキシャル層の前記マスク層が形成さ
れている側の面の反対側の面に、ＧａＡｓ基板を更に備えることを特徴とする。
【００７９】
　好ましくは、前記エピタキシャル層は、厚さが５μｍ～３００μｍの範囲内であり、上
記ＧａＮ単結晶基板は、前記エピタキシャル層上に、ＧａＮからなる第二のエピタキシャ
ル層が更に形成されている。
【００８０】
　上記ＧａＮ単結晶基板は、好ましくは、本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法により製
造されたことを特徴とする。
【００８１】
　好ましくは、キャリア濃度が、ｎ型で１×１０１６ｃｍ－３～１×１０２０ｃｍ－３の
範囲内にある。
【００８２】
　好ましくは、電子移動度が、６０ｃｍ２～８００ｃｍ２の範囲内にある。
【００８３】
　好ましくは、比抵抗が、１×１０－４Ωｃｍ～１×１０Ωｃｍの範囲内にある。
【００８４】
　本発明の発光デバイスは、本発明のＧａＮ単結晶基板と、前記ＧａＮ単結晶基板上に形
成された半導体層と、を備え、前記半導体層により発光素子を構成したことを特徴とする
。
【００８５】
　本発明の電子デバイスは、本発明のＧａＮ単結晶基板と、前記ＧａＮ単結晶基板上に形
成された半導体層と、を備え、前記半導体層により少なくともｐｎ接合を構成したことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００８６】
　本発明によれば、転位等の結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板の製造方法が提供さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】図１Ａ～図１Ｄは、それぞれ、第１実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法
の第１工程～第４工程を示す図である。
【図２】図２は、ＨＶＰＥ法に使用される気相成長装置を示す図である。
【図３】図３は、有機金属塩化物気相成長法に使用される気相成長装置を示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態のマスク層の平面図である。
【図５】図５Ａ～図５Ｄは、それぞれ、第１実施形態に係るエピタキシャル成長の第１工
程～第４工程を示す図である。
【図６】図６Ａ～図６Ｄは、それぞれ、第２実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法
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の第１工程～第４工程を示す図である。
【図７】図７は、第２実施形態のマスク層の平面図である。
【図８】図８Ａ～図８Ｄは、それぞれ、第３実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製造方法
の第１工程～第４工程を示す図である。
【図９】図９は、第３実施形態のマスク層の平面図である。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、それぞれ、第３実施形態に係る第２のエピタキシャ
ル層の成長過程を示す図である。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｄは、それぞれ、第４実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製
造方法の第１工程～第４工程を示す図である。
【図１２】図１２は、第４実施形態のマスク層の平面図である。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｅは、それぞれ、第５実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製
造方法の第１工程～第５工程を示す図である。
【図１４】図１４は、第６実施形態のマスク層の平面図である。
【図１５】図１５は、第７実施形態のマスク層の平面図である。
【図１６】図１６Ａ～図１６Ｆは、それぞれ、第８実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製
造方法の第１工程～第６工程を示す図である。
【図１７】図１７Ａ～図１７Ｃは、それぞれ、第９実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の製
造方法の第１工程～第３工程を示す図である。
【図１８】図１８Ａ及び図１８Ｂは、それぞれ、第１０実施形態に係るＧａＮ単結晶基板
の製造方法の第１工程及び第２工程を示す図である。
【図１９】図１９Ａ～図１９Ｃは、それぞれ、第１１実施形態に係るＧａＮ単結晶基板の
製造方法の第１工程～第３工程を示す図である。
【図２０】図２０は、第３実施形態のＧａＮ単結晶基板を用いた発光ダイオードを示す図
である。
【図２１】図２１は、第３実施形態のＧａＮ単結晶基板を用いた半導体レーザを示す図で
ある。
【図２２】図２２は、昇華法に使用される気相成長装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００８８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。各実施形態の
説明で結晶の格子方向および格子面を使用する場合があるが、ここで、格子方向及び格子
面の記号の説明をしておく。個別方位は［］、集合方位は＜＞、個別面は（ ）、集合面
は｛｝でそれぞれ示すことにする。尚、負の指数については、結晶学上、”－”（バー）
を数字の上に付けることになっているが、明細書作成の都合上、数字の前に負号を付ける
ことにする。
【００８９】
［第１実施形態］
　第１実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を、図１Ａ～図１Ｄの製造工程
図を用いて説明する。
【００９０】
　まず、図１Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２を気相成長装置の反応容器内に設置
する。なお、ＧａＡｓ基板２として、ＧａＡｓ（１１１）面がＧａ面となっているＧａＡ
ｓ（１１１）Ａ基板、または、ＧａＡｓ（１１１）面がＡｓ面となっているＧａＡｓ（１
１１）Ｂ基板の何れかを用いることができる。
【００９１】
　ＧａＡｓ基板２を気相成長装置の反応容器内に設置した後、当該ＧａＡｓ基板２上にＧ
ａＮからなるバッファ層４を形成する。バッファ層４の形成方法としては、ＨＶＰＥ（Hy
dride Vapor Phase Epitaxy）法、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法等の気相成
長法がある。以下、これらの各気相成長法について詳説する。
【００９２】
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　まず、ＨＶＰＥ法について説明する。図２は、ＨＶＰＥ法に使用する常圧の気相成長装
置を示す図である。この装置は、第１のガス導入ポート５１、第２のガス導入ポート５３
、第３のガス導入ポート５５、及び排気ポート５７を有する反応チャンバ５９と、この反
応チャンバ５９を加熱するための抵抗加熱ヒータ６１と、から構成されている。また、反
応チャンバ５９内には、Ｇａメタルのソースボート６３と、ＧａＡｓ基板２を支持する回
転支持部材６５とが設けられている。
【００９３】
　このような気相成長装置を用いたバッファ層４の好適な形成方法を説明すると、ＧａＡ
ｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は、抵抗加熱ヒータ６１によりＧ
ａＡｓ基板２の温度を約４５０℃～約５３０℃に昇温保持した状態で、第２のガス導入ポ
ート５３より塩化水素（ＨＣｌ）を分圧４×１０－４ａｔｍ～４×１０－３ａｔｍでＧａ
メタルのソースボート６３に導入する。この処理により、Ｇａメタルと塩化水素（ＨＣｌ
）とが反応し、塩化ガリウム（ＧａＣｌ）が生成される。次いで、第１のガス導入ポート
５１よりアンモニア（ＮＨ３）を分圧０．１ａｔｍ～０．３ａｔｍで導入し、ＧａＡｓ基
板２付近で当該ＮＨ３とＧａＣｌとを反応させ、窒化ガリウム（ＧａＮ）を生成させる。
尚、第１のガス導入ポート５１及び第２のガス導入ポート５３には、キャリアガスとして
水素（Ｈ２）を導入する。また、第３のガス導入ポート５５には、水素（Ｈ２）のみを導
入する。このような条件下で、約２０分～約４０分間ＧａＮを成長させることにより、Ｇ
ａＡｓ基板２上に、厚さ約５００オングストローム～約１２００オングストロームのＧａ
Ｎからなるバッファ層４を形成する。ＨＶＰＥ法を用いた場合は、塩化ガリウム（ＧａＣ
ｌ）の合成量を増加させてもバッファ層の成長速度はさほど変化せず、反応律速であると
考えられる。
【００９４】
　また、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合も、ＧａＡｓ（１
１１）Ａ基板を用いる場合とほぼ同様の条件でバッファ層を形成することができる。
【００９５】
　次に、有機金属塩化物気相成長法について説明する。図３は、有機金属塩化物気相成長
法に使用する成長装置を示す図である。この装置は、第１のガス導入ポート７１、第２の
ガス導入ポート７３、第３のガス導入ポート７５、及び排気ポート７７を有する反応チャ
ンバ７９と、この反応チャンバ７９を加熱するための抵抗加熱ヒータ８１と、から構成さ
れている。また、反応チャンバ７９内には、ＧａＡｓ基板２を支持する回転支持部材８３
が設けられている。
【００９６】
　このような成長装置を用いたバッファ層４の形成方法を説明すると、ＧａＡｓ基板２と
してＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は、抵抗加熱ヒータ８１によりＧａＡｓ基板
２の温度を約４５０℃～約５３０℃に昇温保持した状態で、第１のガス導入ポート７１よ
りトリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧４×１０－４ａｔｍ～２×１０－３ａｔｍで導入
するとともに、第２のガス導入ポート７３より塩化水素（ＨＣｌ）を分圧４×１０－４ａ
ｔｍ～２×１０－３ａｔｍで等量だけ導入する。この処理により、トリメチルガリウム（
ＴＭＧ）と塩化水素（ＨＣｌ）とが反応し、塩化ガリウム（ＧａＣｌ）が生成される。次
いで、第３のガス導入ポート７５よりアンモニア（ＮＨ３）を分圧０．１ａｔｍ～０．３
ａｔｍで導入し、ＧａＡｓ基板２付近で当該ＮＨ３とＧａＣｌとを反応させ、窒化ガリウ
ム（ＧａＮ）を生成させる。尚、第１のガス導入ポート７１、第２のガス導入ポート７３
、及び第３のガス導入ポート７５には、それぞれキャリアガスとして水素（Ｈ２）を導入
する。このような条件下で、約２０分～約４０分間ＧａＮを成長させることにより、Ｇａ
Ａｓ基板２上に、厚さ約５００オングストローム～約１２００オングストロームのＧａＮ
からなるバッファ層４を形成する。このとき、バッファ層４の成長速度を、約０．０８μ
ｍ/ｈｒ～約０．１８μｍ/ｈｒにすることができる。
【００９７】
　また、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合も、ＧａＡｓ（１
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１１）Ａ基板を用いる場合とほぼ同様の条件でバッファ層を形成することができる。
【００９８】
　また、ＭＯＣＶＤ法とは、コールドウォール型の反応炉において、加熱されたＧａＡｓ
基板２上に、Ｇａを含む例えばトリメチルガリウム（ＴＭＧ）等の有機金属とアンモニア
（ＮＨ3）とをキャリアガスと共に吹きつけ、ＧａＡｓ基板２上にＧａＮを成長させる方
法である。ここで、Ｇａを含む有機金属等をＧａＡｓ基板２に吹き付ける際の当該ＧａＡ
ｓ基板２の温度は、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は約４５０℃～約６００℃で
、ＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合は約４５０℃～約５５０℃にすることが好まし
い。また、Ｇａを含む有機金属として、ＴＭＧの他に、例えばトリエチルガリウム（ＴＥ
Ｇ）等を用いることができる。
【００９９】
　以上がバッファ層４を形成する気相成長法である。バッファ層４を形成した後、当該バ
ッファ層４上にＧａＮからなる第１のエピタキシャル層（下層エピタキシャル層）６を成
長させる。第１のエピタキシャル層６の成長には、バッファ層４の形成方法と同様に、Ｈ
ＶＰＥ法、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法等の気相成長法を使用することがで
きる。以下、第１のエピタキシャル層６をこれらの気相成長法で成長させる場合の好適な
条件を説明する。
【０１００】
　ＨＶＰＥ法により第１のエピタキシャル層６を成長させる場合は、バッファ層４の形成
と同様に、図２に示す装置を使用することができる。そして、ＧａＡｓ基板２としてＧａ
Ａｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は、抵抗加熱ヒータ６１によりＧａＡｓ基板２の温度
を約９２０℃～約１０３０℃に昇温保持させた状態で第１のエピタキシャル層６を成長さ
せる。このとき、第１のエピタキシャル層６の成長速度を約２０μｍ/ｈｒ～約２００μ
ｍ/ｈｒにすることができる。なお、成長速度は、ＧａＣｌ分圧、すなわち、ＨＣｌ分圧
に対する依存性が大きく、ＨＣｌ分圧は、５×１０－４ａｔｍ～５×１０－２ａｔｍの範
囲を取り得る。一方、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合は、
抵抗加熱ヒータ６１によりＧａＡｓ基板２の温度を約８５０℃～約９５０℃に昇温保持さ
せた状態で第１のエピタキシャル層６を成長させる。
【０１０１】
　有機金属塩化物気相成長法により第１のエピタキシャル層６を成長させる場合は、バッ
ファ層４の形成と同様に、図３に示す装置を使用することができる。そして、ＧａＡｓ基
板２としてＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は、抵抗加熱ヒータ８１によりＧａＡ
ｓ基板２の温度を約９２０℃～約１０３０℃に昇温保持させた状態で第１のエピタキシャ
ル層６を成長させる。このとき、第１のエピタキシャル層６の成長速度を約１０μｍ/ｈ
ｒ～約６０μｍ/ｈｒにすることができる。なお、成長速度を上げるに為には、ＴＭＧの
分圧を上げることでＧａＣｌの分圧を上げればよいが、ガス配管の温度でのＴＭＧの平衡
蒸気圧以上の分圧であった場合、ガス配管内壁へＴＭＧの液化が起こり、配管の汚染や詰
まりが発生するため、ＴＭＧの分圧はむやみに上げられず、約５×１０－３ａｔｍが上限
であると考えられる。このため、成長速度も６０μｍ/ｈｒ程度が上限であると考えられ
る。
【０１０２】
　一方、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合は、抵抗加熱ヒー
タ８１によりＧａＡｓ基板２の温度を約８５０℃～約９５０℃に昇温保持させた状態で第
１のエピタキシャル層６を成長させる。このとき、第１のエピタキシャル層６の成長速度
を約１０μｍ/ｈｒ～約５０μｍ/ｈｒにすることができる。尚、反応チャンバ７９内に導
入するトリメチルガリウム等の分圧は、上記の理由から、５×１０－３ａｔｍが上限とな
る。
【０１０３】
　ＭＯＣＶＤ法により第１のエピタキシャル層６を成長させる場合は、Ｇａを含む有機金
属等をＧａＡｓ基板２に吹き付ける際の当該ＧａＡｓ基板２の温度は、ＧａＡｓ（１１１
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）Ａ基板を用いる場合は約７５０℃～約９００℃で、ＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる
場合は約７３０℃～約８２０℃にすることが好ましい。以上が、第１のエピタキシャル層
６の成長条件である。
【０１０４】
　続いて、図１Ｂに示す第２の工程を説明する。図１Ｂに示す第２の工程では、製造途中
のウエハを成長装置から取り出して、エピタキシャル層６上にＳｉＮ又はＳｉＯ２から成
るマスク層８を形成する。マスク層８は、厚さ約１００ｎｍ～約５００ｎｍのＳｉＮ膜又
はＳｉＯ２膜をプラズマＣＶＤ等により形成し、このＳｉＮ膜又はＳｉＯ２膜をフォトリ
ソグラフィ技術でパターンニングすることにより形成される。
【０１０５】
　図４は、図１Ｂに示す第２の工程におけるウエハの平面図である。図１Ｂ及び図４に示
されているように、本実施形態のマスク層８には、複数のストライプ状のストライプ窓１
０が形成されている。ストライプ窓１０は、ＧａＮからなる第１のエピタキシャル層６の
＜１０－１０＞方向に延在するように形成されている。尚、図４の矢印は、第１のエピタ
キシャル層６の結晶方位を示している。
【０１０６】
　マスク層８を形成した後、図１Ｃに示す第３の工程に進む。第３の工程では、マスク層
８を形成したウエハを再び気相成長装置の反応容器内に設置する。そして、マスク層８と
第１のエピタキシャル層６のストライプ窓１０から露出している部分との上に第２のエピ
タキシャル層１２を成長させる。第２のエピタキシャル層１２の成長方法としては、第１
のエピタキシャル層６の成長方法と同様に、ＨＶＰＥ法、有機金属塩化物気相成長法、Ｍ
ＯＣＶＤ法等がある。尚、第２のエピタキシャル層１２の厚さは、約１５０μｍ～約１０
００μｍにすることが好ましい。
【０１０７】
　ここで、図５Ａ～図５Ｄを用いて、第２のエピタキシャル層１２の成長過程を詳細に説
明する。図５Ａに示されているように、ＧａＮからなる第２のエピタキシャル層１２の成
長初期においては、第２のエピタキシャル層１２はマスク層８上には成長せず、ＧａＮ核
としてストライプ窓１０内における第１のエピタキシャル層６上にのみ成長する。そして
、成長が進むに従って、第２のエピタキシャル層１２の厚みが増し、この厚みの増加に伴
って、図５Ｂのように、マスク層８上において、第２のエピタキシャル層１２のラテラル
成長（lateral growth）が生じる。これにより、図５Ｃに示すように、マスク層８上で両
側から成長してきたエピタキシャル層１２が繋がり、それらが一体化する。ラテラル成長
により一体化した後は、図５Ｄに示すように、第２のエピタキシャル層１２は上方に向か
って成長し、厚みが増していく。尚、第２のエピタキシャル層１２は、ラテラル成長によ
り隣接するエピタキシャル層１２と一体化すると、一体化する前よりも厚み方向への成長
速度が速くなる。以上が、第２のエピタキシャル層１２の成長過程である。
【０１０８】
　ここで、図４の説明で述べたように、ストライプ窓１０は、ＧａＮからなる第１のエピ
タキシャル層６の＜１０－１０＞方向に延在するように形成されているため、ストライプ
窓１０の幅方向と第１のエピタキシャル層６の＜１－２１０＞方向とがほぼ一致する。そ
して、一般的に、ＧａＮエピタキシャル層は、＜１－２１０＞方向へ成長する速度が速い
ため、第２のエピタキシャル層１２のラテラル成長が始まってから隣接するエピタキシャ
ル層１２同士が一体化するまでの時間が短縮される。このため、第２のエピタキシャル層
１２の成長速度が速くなる。
【０１０９】
　尚、ストライプ窓１０は、必ずしも第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向に
延在させる必要はなく、例えば、エピタキシャル層６の＜１－２１０＞方向に延在するよ
うに形成してもよい。
【０１１０】
　次に、第２のエピタキシャル層１２の転位密度について説明する。図５Ａに示されてい
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るように、第２のエピタキシャル層１２の内部には、複数の転位１４が存在する。しかし
、図５Ｄに示されているように、第２のエピタキシャル層１２が横方向に成長しても、転
位１４は横方向には殆ど広がらない。また、たとえ転位１４が横方向に広がったとしても
、水平方向に延びて上下面を貫通する貫通転位とはならない。このため、マスク層８のス
トライプ窓１０の形成されていない部分（以下、「マスク部」という。）の上方には、ス
トライプ窓１０の上方の領域よりも転位密度の低い低転位密度領域１６が形成される。こ
れにより、第２のエピタキシャル層１２の転位密度を減少させることができる。また、ラ
テラル成長により隣接するエピタキシャル層１２同士が一体化した図５Ｃの状態からエピ
タキシャル層１２が上方へ向かって急成長する際に、転位１４は殆ど上方に延びない。こ
のため、第２のエピタキシャル層１２の上面は、ボイドや貫通転位が無く埋め込み性及び
平坦性に優れた面になる。
【０１１１】
　以上のように第２のエピタキシャル層１２を形成した後、図１Ｄに示す第４の工程に進
む。第４の工程では、ウエハをエッチング装置内に設置し、アンモニア系エッチング液で
ＧａＡｓ基板２を完全に除去する。さらに、ＧａＡｓ基板２を除去した後、ＧａＡｓ基板
２の除去面、すなわちバッファ層４の下面に研磨処理を施して本実施形態に係るＧａＮ単
結晶基板１３が完成する。
【０１１２】
　尚、第２のエピタキシャル層１２の一部に異常粒成長が生じた場合や、第２のエピタキ
シャル層１２の層厚が不均一になった場合は、第２のエピタキシャル層１２の上面に研磨
処理を施して鏡面に仕上げる。具体的には、第２のエピタキシャル層１２の上面にラッピ
ング研磨を施した後、さらに、バフ研磨を施すことが好ましい。
【０１１３】
　また、図１Ｂ及び図４に示されているマスク部の幅Ｐは、約２μｍ～約２０μｍの範囲
内であることが好ましい。マスク部の幅Ｐを前記下限よりも小さくすると、第２のエピタ
キシャル層１２のラテラル成長の効果が低減する傾向にあり、一方、幅Ｐを前記上限より
も大きくすると、第２のエピタキシャル層１２の成長時間が長くなって量産性が低下する
傾向にある。さらに、ストライプ窓１０の窓幅Ｑは約０．３μｍ～約１０μｍの範囲内に
することが好ましい。ストライプ窓１０の窓幅Ｑをこの範囲にすることで、マスクの効果
を引き出すことができる。
【０１１４】
　また、図１Ａに示す第１の工程で、ＧａＮからなるバッファ層４を成長させる場合を述
べたが、ＧａＮの代わりにＡｌＮからなるバッファ層４を成長させてもよい。この場合は
、ＭＯＶＰＥ法を使用することができる。具体的には、反応容器内をあらかじめ十分に真
空排気した後、常圧にて、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を用いる場合は約５５０℃～約７０
０℃に、ＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を用いる場合は約５５０℃～約７００℃にＧａＡｓ基
板２を昇温保持した状態で、キャリアガスとして水素、原料ガスとしてトリメチルアルミ
ニウム（ＴＭＡ）とアンモニア（ＮＨ3）を導入する。そして、このような処理により、
ＧａＡｓ基板２上に、厚さ約１００オングストローム～約１０００オングストロ－ムのＡ
ｌＮからなるバッファ層４が形成される。
【０１１５】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を、図６Ａ～図６Ｄの製
造工程図を用いて説明する。
【０１１６】
　まず、図６Ａに示す第１の工程において、ＧａＡｓ基板２上に、直接ＳｉＮ又はＳｉＯ

２から成るマスク層８を形成する。マスク層８は、厚さ約１００ｎｍ～約５００ｎｍのＳ
ｉＮ膜又はＳｉＯ２膜をプラズマＣＶＤ等により形成し、このＳｉＮ膜又はＳｉＯ２膜を
フォトリソグラフィ技術でパターンニングすることにより形成される。
【０１１７】
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　図７は、図６Ａに示す第１の工程におけるウエハの平面図である。図６Ａ及び図７に示
されているように、本実施形態のマスク層８にも、第１実施形態と同様に複数のストライ
プ状のストライプ窓１０が形成されている。なお、ストライプ窓１０は、ＧａＡｓ基板２
の＜１１－２＞方向に延在するように形成されている。また、図７の矢印は、ＧａＡｓ基
板２の結晶方位を示している。
【０１１８】
　マスク層８を形成した後、図６Ｂに示す第２の工程に進み、ストライプ窓１０内のＧａ
Ａｓ基板２上にバッファ層２４を形成する。バッファ層２４は、第１実施形態と同様に、
ＨＶＰＥ法、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法などで形成することができる。尚
、バッファ層２４の厚さは、約５０ｎｍ～約１２０ｎｍにすることが好ましい。
【０１１９】
　次に、図６Ｃに示す第３の工程において、バッファ層２４上にＧａＮからなるエピタキ
シャル層２６を成長させる。エピタキシャル層２６は、第１実施形態と同様に、ＨＶＰＥ
法、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法などにより、厚さ約１５０μｍ～約１００
０μｍまで成長させることが好ましい。また、この場合も、エピタキシャル層のラテラル
成長によって、エピタキシャル層２６の結晶欠陥、特に、マスク層８のマスク部上方、及
び、エピタキシャル層２６の上面の結晶欠陥を低減させることができる。
【０１２０】
　ここで、上述のように、ストライプ窓１０は、ＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向に延
在するように形成されいるため、ストライプ窓１０の幅方向とＧａＡｓ基板２の＜１－１
０＞方向とがほぼ一致する。そして、一般的に、ＧａＮエピタキシャル層は、ＧａＡｓ基
板２の＜１－１０＞方向へ成長する速度が速いため、エピタキシャル層２６のラテラル成
長が始まってから隣接するエピタキシャル層２６同士が一体化するまでの時間が短縮され
る。このため、エピタキシャル層２６の成長速度が速くなる。
【０１２１】
　尚、ストライプ窓１０は、必ずしもＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向に延在させる必
要はなく、例えば、ＧａＡｓ基板２の＜１－１０＞方向に延在するように形成してもよい
。
【０１２２】
　エピタキシャル層２６を成長させた後、図６Ｄに示す第４の工程に進み、ＧａＡｓ基板
２を除去して本実施形態のＧａＮ単結晶基板２７が完成する。尚、ＧａＡｓ基板２の除去
方法としては、例えばエッチングがある。アンモニア系エッチング液を用いてＧａＡｓ基
板２に約１時間ウエットエッチングを施すことにより、当該ＧａＡｓ基板２を除去するこ
とができる。なお、王水を用いて、ＧａＡｓ基板２にウエットエッチングを施すこともで
きる。また、ＧａＡｓ基板２を除去した後、ＧａＡｓ基板２の除去面、すなわちマスク層
８及びバッファ層２４の下面に研磨処理を施してもよい。さらに、第１実施形態と同様に
、エピタキシャル層２６の上面に研磨処理を施してもよい。
【０１２３】
　以上のように、本実施形態のＧａＮ単結晶基板の製造方法によれば、エピタキシャル層
を１回成長させるだけで結晶欠陥が少なく内部応力の小さなＧａＮ基板を製造することが
できるため、第１実施形態と比べて製造工程数を低減でき、かつ、コスト削減を図ること
ができる。
【０１２４】
［第３実施形態］
　第３実施形態の説明をする前に、本実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法
を完成させるに至った経緯を説明する。
【０１２５】
　光半導体デバイスの特性を向上させる要求に応えるため、本発明者らは、より高品質の
ＧａＮ基板を製作すべく試行錯誤を繰り返した。その結果、本発明者らは、高品質のＧａ
Ｎ基板を製作するためには、成長したＧａＮエピタキシャル層の内部応力を低減させるこ
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とが重要であることを見出した。
【０１２６】
　一般に、ＧａＮエピタキシャル層の内部応力は、熱応力と真の内部応力とに分けて考え
ることができる。この熱応力は、ＧａＡｓ基板とエピタキシャル層との熱膨張係数の差に
起因して生じるものである。また、この熱応力によりＧａＮ基板が反る方向を予測するこ
とができるが、ＧａＡｓ基板を除去しない状態におけるＧａＮ基板全体の実際の反りが、
予測した方向とは反対の方向であること、さらにＧａＡｓ基板を除去した後にもＧａＮ基
板に大きな反りが発生することから、ＧａＮエピタキシャル層に真の内部応力が存在する
ことが明らかとなった。
【０１２７】
　真の内部応力は、成長の初期段階から存在するものであり、成長したＧａＮエピタキシ
ャル層中の真の内部応力は、測定の結果、０．２×１０９～２．０×１０９ｄｙｎ／ｃｍ
２程度であることが分かった。ここで、真の内部応力の算出するために用いたストーニー
（Ｓｔｏｎｅｙ）の式を説明する。基板上に薄膜が形成されたウエハにおいて、内部応力
σは、下記数式（１）：
【数１】

〔数式（１）中、σは内部応力、Ｅは剛性率、νはポアソン比、ｂは基板の厚さ、ｄは薄
膜の厚さ、Ｉは基板の直径、δはウエハの撓みを示す。〕
によって与えられる。ＧａＮ単結晶の場合は、ｄ＝ｂとして、下記数式（２）：

【数２】

〔数式（２）中、記号は数式（１）と同じものを示す。〕
となる。この数式（２）に基づいて、本発明者らは、上述のようなエピタキシャル層にお
ける真の内部応力の値を算出した。
【０１２８】
　真の内部応力や熱応力等の内部応力が存在すると、基板に反りが生じたり、クラック等
が発生し、広面積、高品質のＧａＮ単結晶基板を得ることができない。そこで、本発明者
らは、真の内部応力が発生する原因を追及した。その結果到達した真の内部応力の発生原
因は以下の通りである。即ち、ＧａＮエピタキシャル層は、一般的に結晶が六角柱状とな
っており、この柱状粒の界面にはわずかな傾きを持った粒界が存在し、原子配列の不整合
が観察される。さらに、ＧａＮエピタキシャル層中には、多くの転位が存在する。そして
、これら粒界や転位が、欠陥の増殖、消滅を通じてＧａＮエピタキシャル層の体積収縮等
を生じさせ、真の内部応力の発生原因になっているのである。
【０１２９】
　かかる真の内部応力の発生原因を踏まえて完成された発明の実施形態が、第３実施形態
～第７実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法である。
【０１３０】
　以下、第３実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を、図８Ａ～図８Ｄの製
造工程図を用いて説明する。
【０１３１】
　図８Ａに示す第１の工程では、第１実施形態と同様の方法で、ＧａＡｓ基板２上にＧａ
Ｎからなるバッファ層４およびＧａＮからなる第１のエピタキシャル層（下層エピタキシ
ャル層）６を成長させる。次いで、図８Ｂに示す第２の工程では、第１のエピタキシャル
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層６上にＳｉＮ又はＳｉＯ２からなるマスク層２８を形成する。本実施形態が第１実施形
態と異なる点は、このマスク層２８の形状にある。
【０１３２】
　ここで、図９を用いて、マスク層２８の形状を説明する。図９に示されているように、
本実施形態では、マスク層２８に、正方形の開口窓３０が複数形成されている。そして、
各開口窓１０を第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向にピッチＬで配列し、＜
１０－１０＞窓群３２が形成されている。そして、この＜１０－１０＞窓群３２は、各開
口窓１０の中心位置が隣り合う＜１０－１０＞窓群３２の各開口窓１０の中心位置に対し
て＜１０－１０＞方向に１／２Ｌずらしながら、第１のエピタキシャル層６の＜１－２１
０＞方向にピッチｄで複数並設されている。尚、ここでいう各開口窓３０の中心位置とは
、各開口窓３０の重心位置を意味する。また、各開口窓３０を一辺の長さが２μｍの正方
形とし、ピッチＬを６μｍ、ピッチｄを５μｍとした。
【０１３３】
　次に、図８Ｃに示す第３の工程では、第１実施形態と同様の方法で、マスク層２８上に
第２のエピタキシャル層３４を成長させる。
【０１３４】
　ここで、図１０Ａ及び図１０Ｂを用いて、第２のエピタキシャル層３４の成長過程を説
明する。図１０Ａは、第２のエピタキシャル層３４の成長初期段階を示している。この図
に示されているように、成長初期において、各開口窓３０から正六角錐または正六角錐台
のＧａＮ結晶粒３６が成長する。そして、図１０Ｂに示されているように、このＧａＮ結
晶粒３６がマスク層２８上にラテラル成長すると、各々のＧａＮ結晶粒３６は、他のＧａ
Ｎ結晶粒３６との間に隙間（ピット）を設けることなく繋がる。そして、各ＧａＮ結晶粒
３６がマスク層２８を覆い、表面が鏡面状の第２のエピタキシャル層３４が形成される。
【０１３５】
　即ち、＜１０－１０＞方向に各開口窓３０の中心を１／２Ｌずらしながら、＜１０－１
０＞窓群３２を＜１－２１０＞方向に複数並設しているため、正六角錐台のＧａＮ結晶粒
３６は隙間を殆ど生じることなく成長し、この結果、真の内部応力が大幅に低減される。
【０１３６】
　また、第１実施形態と同様に、第２のエピタキシャル層３４のマスク層２８のマスク部
上方に相当する領域では、ＧａＮ結晶粒３６のラテラル成長の効果により転位が殆ど発生
しない。
【０１３７】
　第２のエピタキシャル層３４を成長させた後、図８Ｄに示す第４の工程に進み、ＧａＡ
ｓ基板２をエッチング処理等によって除去し、本実施形態のＧａＮ単結晶基板３５が完成
する。
【０１３８】
　本実施形態では、上述のように、マスク層２８の各開口窓３０の形状を一辺が２μｍの
方形としたが、マスク層２８の開口窓３０の形状及び寸法はこれに限られず、成長条件等
に応じて適宜調整することが望ましい。例えば、一辺が１～５μｍの方形、直径が１～５
μｍの円形にすることができる。さらに、各窓１０の形状は、方形、円形に限られること
はなく、楕円形、多角形にすることもできる。この場合、各開口窓３０の面積は、０．７
μｍ２～５０μｍ２にすることが望ましい。各開口窓３０の面積をこの範囲よりも大きく
しすぎると、各開口窓３０内のエピタキシャル層３４で欠陥が多発し、内部応力が増加す
る傾向にある。一方、各開口窓３０の面積をこの範囲よりも小さくしすぎると、各開口窓
３０の形成が困難となり、また、エピタキシャル層３４の成長速度も低下してしまう傾向
にある。また、各開口窓３０の総面積は、マスク層２８の全ての開口窓３０及びマスク部
を合わせた全面積の１０～５０％であることが望ましい。各開口窓３０の総面積をこの範
囲にした場合、ＧａＮ単結晶基板の欠陥密度及び内部応力を著しく低減することができる
。
【０１３９】
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　また、本実施形態では、ピッチＬを６μｍ、ピッチｄを５μｍとしたが、ピッチＬ及び
ピッチｄの長さは、これに限定されるものではない。ピッチＬは、３～１０μｍの範囲に
することが望ましい。ピッチＬが１０μｍよりも長すぎると、ＧａＮ結晶粒３６同士が繋
がるまでの時間が増加し、第２のエピタキシャル層３４の成長に多大な時間を費やすこと
になる。一方、ピッチＬが３μｍよりも短すぎると、結晶粒３６がラテラル成長する距離
が短くなり、ラテラル成長の効果が小さくなってしまう。また、同様の理由から、ピッチ
ｄは、０．７５Ｌ≦ｄ≦１．３Ｌとなる範囲にすることが望ましい。特に、ｄ＝０．８７
Ｌのとき、即ち＜１０－１０＞方向に隣接する二つの開口窓３０と、この二つの開口窓３
４の＜１－２１０＞方向に存在すると共に、この二つの開口窓３４までの距離が最も短い
一つの開口窓３０とを結ぶと正三角形ができるときに、全面に結晶粒が隙間無く並びエピ
タキシャル層３４に生じるピットが最も少なくなり、ＧａＮ単結晶基板の欠陥密度及び内
部応力を最小にすることができる。
【０１４０】
　また、＜１０－１０＞窓群３２の各開口窓３０が隣接する＜１０－１０＞窓群３２の各
開口窓３０と＜１０－１０＞方向にずれている距離は、必ずしも正確に１／２Ｌである必
要はなく、２／５Ｌ～３／５Ｌ程度であれば、内部応力の低減を図ることができる。
【０１４１】
　尚、マスク層２８の厚さは、約０．０５μｍ～約０．５μｍの範囲にすることが望まし
い。これは、マスク層２８がこの範囲よりも厚すぎるとＧａＮの成長中にクラックが入っ
てしまい、一方、この範囲よりも薄すぎるとＧａＮの成長中にＧａＡｓ基板が蒸発損傷を
受けるからである。
【０１４２】
［第４実施形態］
　次に、第４実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を、図１１Ａ～図１１Ｄ
の製造工程図を用いて説明する。本実施形態は、マスク層の形状以外は、第２実施形態と
同様である。
【０１４３】
　まず、図１１Ａに示す第１の工程において、ＧａＡｓ基板２上に直接、ＳｉＮ又はＳｉ
Ｏ２から成るマスク層３８を形成する。マスク層３８は、厚さ約１００ｎｍ～約５００ｎ
ｍのＳｉＮ膜又はＳｉＯ２膜をプラズマＣＶＤ等により形成し、このＳｉＮ膜又はＳｉＯ

２膜をフォトリソグラフィ技術でパターンニングすることにより形成される。
【０１４４】
　図１２は、図１１Ａに示す第１の工程におけるウエハの平面図である。図１２に示され
ているように、本実施形態のマスク層３８の形状は、第３実施形態のマスク層２８と同様
の形状である。マスク層３８には、複数の開口窓４０が形成されている。そして、各開口
窓４０がＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向にピッチＬで配列され、＜１１－２＞窓群４
２が形成されている。そして、この＜１１－２＞窓群４２は、各開口窓４０の中心位置が
隣り合う＜１１－２＞窓群４２の各開口窓４０の中心位置に対して＜１１－２＞方向に１
／２Ｌずれながら、ＧａＡｓ基板２の＜１－１０＞方向にピッチｄで複数並設されている
。本実施形態のマスク層３８が第３実施形態のマスク層２８と異なるのは、このような各
開口窓の配列方向のみである。
【０１４５】
　マスク層３８を形成した後、図１１Ｂに示す第２の工程で、開口窓４０内のＧａＡｓ基
板２上にバッファ層２４を形成する。
【０１４６】
　次いで、図１１Ｃに示す第３の工程でバッファ層２４上にＧａＮからなるエピタキシャ
ル層２６を成長させる。
【０１４７】
　本実施形態においても、第３実施形態と同様に、成長初期において、各開口窓４０から
正六角錐台のＧａＮ結晶粒が成長する。そして、このＧａＮ結晶粒がマスク層３８上にラ
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テラル成長すると、各々のＧａＮ結晶粒は、他のＧａＮ結晶粒との間に隙間（ピット）を
設けることなく繋がる。そして、各ＧａＮ結晶粒がマスク層３８を覆い、表面が鏡面状の
エピタキシャル層２６が形成される。
【０１４８】
　即ち、ＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向に各開口窓４０の中心を１／２Ｌずらしなが
ら、＜１１－２＞窓群４２を＜１－１０＞方向に複数並設しているため、正六角錐台のＧ
ａＮ結晶粒は隙間を殆ど生じることなく成長し、この結果、真の内部応力が大幅に低減さ
れる
【０１４９】
　尚、各開口窓４０は、必ずしもＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向に延在させる必要は
なく、例えば、ＧａＡｓ基板２の＜１－１０＞方向に延在するように形成してもよい。
【０１５０】
　エピタキシャル層２６を成長させた後、図１１Ｄに示す第４の工程に進み、ＧａＡｓ基
板２を除去して本実施形態のＧａＮ単結晶基板３９が完成する。なお、ＧａＮ単結晶基板
３９の表面や裏面の粗さが大きいときは、表面および裏面を研磨してもよい。
【０１５１】
　以上のように、本実施形態のＧａＮ単結晶基板の製造方法によれば、エピタキシャル層
を１回成長させるだけで、結晶欠陥が大幅に低減したＧａＮ基板を製造することができ、
コスト削減を図ることができる。
【０１５２】
［第５実施形態］
　図１３Ａ～図１３Ｅを用いて、第５実施形態のＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を説
明する。
【０１５３】
　まず、図１３Ａに示す第１の工程で、第４実施形態と同様にＧａＡｓ基板２上に好まし
くは厚さ約１００ｎｍ～約５００ｎｍのマスク層３８を形成する。
【０１５４】
　次に、図１３Ｂに示す第２の工程で、開口窓４０内のＧａＡｓ基板２上に、好ましくは
厚さ約５００ｎｍ～約１２００ｎｍのバッファ層２４を形成する。
【０１５５】
　次いで、図１３Ｃに示す第３の工程で、バッファ層２４及びマスク層３８上にＧａＮか
らなる第１のエピタキシャル層４４を成長させる。第１のエピタキシャル層４４の厚さは
、約５０μｍ～約３００μｍの範囲内にすることが好ましい。本実施形態においても、第
３実施形態および第４実施形態と同様に、各開口窓４０から成長するＧａＮ結晶粒は、他
のＧａＮ結晶粒との間に隙間（ピット）を設けることなく繋がり、マスク層３８を埋め込
むような構造となる。
【０１５６】
　図１３Ｄに示す第４の工程では、第１のエピタキシャル層４４を形成したウェハをエッ
チング装置内に配置し、王水で約１０時間エッチングすることにより、ＧａＡｓ基板２を
完全に除去する。このようにして、一旦、厚さ約５０μｍ～約３００μｍの薄厚のＧａＮ
単結晶基板を形成する。
【０１５７】
　図１３Ｅに示す第５の工程では、第１のエピタキシャル層４４上に、上述のＨＶＰＥ法
、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法等によって、ＧａＮからなる第２のエピタキ
シャル層４６を厚さ約１００μｍ～約７００μｍ成長させる。これにより、厚さ約１５０
μｍ～約１０００μｍのＧａＮ単結晶基板４７が形成される。
【０１５８】
　以上のように、本実施形態では、第２のエピタキシャル層４６を成長させる前にＧａＡ
ｓ基板２を除去するため、ＧａＡｓ基板２と、バッファ層２４及びエピタキシャル層４４
，４６との熱膨張係数の差に起因する熱応力の発生を防止することができる。このため、
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ＧａＡｓ基板２を途中で除去せずにエピタキシャル層を最後まで成長させる場合と比較し
て、反りやクラックの少ない高品質のＧａＮ単結晶基板を作製することができる。
【０１５９】
　尚、上述のように、第１のエピタキシャル層４４の厚さを約３００μｍ以下にするのは
、第１のエピタキシャル層４４が厚すぎると、熱応力の影響が大きくなるためである。一
方、第１のエピタキシャル層４４の厚さを約５０μｍ以上にするのは、第１のエピタキシ
ャル層４４が薄すぎると、機械的強度が弱く、ハンドリングが困難なためである。
【０１６０】
　また、ここではマスク層として第４実施形態のマスク層を用いる場合を説明したが、本
実施形態のマスク層に、第２実施形態のようなストライプ窓を有するマスク層を用いても
よい。さらに、ＧａＮ単結晶基板４７の表面や裏面の粗さが大きいときは、表面および裏
面を研磨してもよい。
【０１６１】
［第６実施形態］
　次に、図１４を用いて、第６実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を説明
する。本実施形態のバッファ層およびエピタキシャル層の形成方法は、第３実施形態の方
法と同じであり、マスク層の開口窓の形状のみ第３実施形態と異なる。
【０１６２】
　図１４は、本実施形態で用いたマスク層４８の各開口窓の形状及び配置を示した図であ
る。図のように、各開口窓は長方形（短冊状）に形成され、マスク層４８の直ぐ下の層で
ある第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向を長手方向とする長方形窓５０とな
っている。各長方形窓５０が第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向にピッチＬ
で配列されて、＜１０－１０＞長方形窓群５２が形成されている。そして、この＜１０－
１０＞長方形窓群５２は、隣り合う＜１０－１０＞長方形窓群５２と＜１０－１０＞方向
に各長方形窓５０の中心位置を１／２Ｌずらしながら、第１のエピタキシャル層６の＜１
－２１０＞方向にピッチｄで複数並設されている。
【０１６３】
　尚、ピッチＬは、長方形窓５０の長手方向の長さが長い場合に、第２のエピタキシャル
層が＜１０－１０＞方向にラテラル成長しない領域が広くなって、内部応力が低減されに
くくなることに鑑み、約４μｍ～約２０μｍの範囲にすることが望ましい。また、長手方
向、即ち＜１０－１０＞方向に隣り合う長方形窓５０間のマスクの長さは、約１μｍ～約
４μｍにすることが望ましい。これは、＜１０－１０＞方向へのＧａＮの成長が遅いため
、マスク長さを長くし過ぎると、第２のエピタキシャル層の形成に長時間を費やしてしま
うからである。
【０１６４】
　また、第１のエピタキシャル層６の＜１－２１０＞方向に隣り合う長方形窓群５２間の
マスク幅（ｄ－ｗ）は、約２μｍ～約１０μｍにすることが望ましい。マスク幅（ｄ－ｗ
）が広すぎると、六角柱状の結晶粒が連続化するのに時間がかかり、一方、マスク幅（ｄ
－ｗ）が狭すぎると、ラテラル成長の効果が得られず、結晶欠陥が低減されにくくなるた
めである。さらに、各長方形窓５０の幅ｗは、約１μｍ～約５μｍにすることが望ましい
。これは、幅ｗを広くしすぎると、各長方形窓５０内のＧａＮ層で欠陥が多発する傾向に
あり、他方、幅ｗを狭くしすぎると、各長方形窓５０の形成が困難となり、第２のエピタ
キシャル層の成長速度も低下する傾向にあるからである。
【０１６５】
　このようなマスク層４８を形成した後、第３実施形態と同様に、マスク層４８上にＧａ
Ｎからなる第２のエピタキシャル層１２を成長させるが、本実施形態においても、第２の
エピタキシャル層１２の成長初期において、各長方形窓５０から正六角錐台のＧａＮ結晶
粒が成長する。そして、このＧａＮ結晶粒がマスク層４８上にラテラル成長すると、各々
のＧａＮ結晶粒は、他のＧａＮ結晶粒との間に隙間（ピット）を設けることなく繋がり、
マスク層４８を埋め込むような構造となる。
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【０１６６】
　即ち、第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向に各長方形窓５０の中心位置を
１／２Ｌずらしながら、＜１０－１０＞長方形窓群５２を第１のエピタキシャル層６の＜
１－２１０＞方向に複数並設しているため、正六角錐台のＧａＮ結晶粒はピットを生じる
ことなく成長し、結晶欠陥の低減および真の内部応力の低減を図ることができる。
【０１６７】
　また、第３実施形態と同様に、第２のエピタキシャル層のマスク層４８のマスク部上方
に相当する領域では、ＧａＮ結晶粒のラテラル成長の効果により転位が殆ど発生しない。
【０１６８】
　さらに、各長方形窓５０の長手方向が第１のエピタキシャル層６の＜１０－１０＞方向
と一致するように各長方形窓５０が形成されているため、マスク層４８上に成長させる第
２のエピタキシャル層の成長速度を速めることができる。これは、ＧａＮの成長初期に成
長速度の速い｛１－２１１｝面が現れて、＜１－２１０＞方向への成長速度が増加し、各
長方形窓５０内に形成された島状のＧａＮ結晶粒が連続膜化するまでの時間が短くなるた
めである。
【０１６９】
　また、本実施形態とは異なり、第１のエピタキシャル層６を介さず、直接ＧａＡｓ基板
２上にマスク層４８を形成しても、マスク層４８上に形成する第２のエピタキシャル層の
成長速度を向上することができる。この場合は、長方形窓５０の長手方向が、マスク層４
８の下層のＧａＡｓ基板２の＜１１－２＞方向と一致するように形成することが好ましい
。
【０１７０】
［第７実施形態］
　次に、図１５を用いて、第７実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方法を説明
する。本実施形態は、マスク層の窓の形状に特徴がある。バッファ層およびエピタキシャ
ル層は、上記各実施形態と同様に形成する。
【０１７１】
　図１５に示されているように、本実施形態では、マスク層５８の各開口窓が正六角リン
グ状に形成された六角窓６０となっている。そして、この六角窓６０の六つの各辺が、マ
スク層５８の下層のエピタキシャル層の＜１０－１０＞方向と一致するように形成されて
いる。六角窓６０の各辺をこの方向に形成することにより、マスク層５８上に形成するエ
ピタキシャル層の成長速度を速めることができる。これは、ＧａＮの成長初期に、成長速
度の速い｛１－２１１｝面が＜１－２１０＞方向に成長するためである。尚、六角窓６０
の窓幅ａは約２μｍ、外側の正六角形の一辺の長さｂは約５μｍ、隣接する六角窓６０間
のマスク幅ｗは約３μｍにすることが望ましい。但し、これらの値は、この範囲に限定さ
れるものではない。また、図１５中の矢印は、マスク層５８の下層のエピタキシャル層の
結晶方位を示している。
【０１７２】
　マスク層５８上にエピタキシャル層を成長させた後、ウエハにエッチング処理を施すこ
とにより、ＧａＡｓ基板を完全に除去する。更に、ＧａＡｓ基板の除去面を研磨処理して
、本実施形態のＧａＮ単結晶基板を形成する。
【０１７３】
　本実施形態のＧａＮ単結晶基板も、上記各実施形態と同様に、マスク層上のエピタキシ
ャル層のマスク部上方に相当する領域では、ＧａＮ結晶粒のラテラル成長の効果により転
位が殆ど発生しない。
【０１７４】
　なお、本実施形態とは異なり、エピタキシャル層を介さず直接ＧａＡｓ基板上にマスク
層５８を形成しても、マスク上に形成するエピタキシャル層の成長速度を向上させること
ができる。この場合は、この六角窓４２の六つの各辺が、ＧａＡｓ基板の＜１１－２＞方
向と一致するように形成する。
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【０１７５】
［第８実施形態］
　次に、図１６Ａ～図１６Ｆを用いて、第８実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製
造方法を説明する。
【０１７６】
　図１６Ａに示す第１の工程におけるマスク層８の形成、図１６Ｂに示す第２の工程にお
けるバッファ層２４の形成、図１６Ｃに示す第３の工程におけるエピタキシャル層２６の
成長、図１６Ｄに示す第４の工程におけるＧａＡｓ基板２の除去は、第２実施形態の同様
に行われるため、説明は省略する。尚、ＧａＡｓ基板２が除去されたＧａＮ単結晶基板の
厚さは、第２実施形態と同様に約５０μｍ～約３００μｍ程度、あるいは、それ以上であ
ることが望ましい。
【０１７７】
　図１６Ｅに示す第５の工程では、図１６Ｄに示すＧａＮ単結晶を種結晶として、エピタ
キシャル層２６上にＧａＮからなるエピタキシャル層６２を成長させて、ＧａＮ単結晶の
インゴット６４を形成する。尚、エピタキシャル層６２の成長方法としては、上記各実施
形態と同様にＨＶＰＥ法、有機金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法等があるが、本実施
形態では、この他、昇華法を採用してもよい。昇華法は、図２２に示すような成長装置９
０を用いて行われる成長法であり、より詳しくは、原料とするＧａＮ粉末９２と基板２と
が対向して設置された反応炉９４内に、高温中でＮＨ3ガス等を流し込み、これによりＧ
ａＮ粉末の蒸発拡散を進行させながらＮＨ３ガスを流し込み、基板２上にＧａＮを成長さ
せる気相成長方法である。この昇華法は、微妙な制御が困難であるが、エピタキシャル層
の厚付け、即ち、インゴットの作製には適している。本実施形態では、反応炉の温度を約
１０００℃～約１３００℃に設定し、窒素ガスをキャリアガスとして、アンモニアを約１
０ｓｃｃｍ～約１００ｓｃｃｍ流し込む。
【０１７８】
　次に、図１６Ｆに示す第６の工程では、ＧａＮ単結晶のインゴット６４を複数枚のＧａ
Ｎ単結晶基板６６にする。インゴット６４を複数枚のＧａＮ単結晶基板にする方法として
は、インゴット６４を内周歯のスライサー等により切断する方法とＧａＮ単結晶の劈開面
に沿ってインゴット６４を劈開する方法とがある。尚、切断処理と劈開処理の両方を用い
てもよい。
【０１７９】
　以上のように、本実施形態によれば、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に切断又は劈
開するため、簡単な作業で、結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることが
できる。すなわち、上記各実施形態と比較して、量産性を向上させることができる。
【０１８０】
　尚、インゴット６４の高さは、約１ｃｍ以上にすることが好ましい。インゴット６４が
１ｃｍよりも低すぎると量産効果がないためである。
【０１８１】
　また、本実施形態の製造方法は、図６Ａから図６Ｄに示す第２実施形態の製造工程を経
たＧａＮ単結晶基板上に基づいてインゴット６４を形成するものであるが、本実施形態は
この方法には限られない。この他、第１実施形態～第７実施形態の製造工程を経たＧａＮ
単結晶基板に基づいてインゴット６４を形成するようにしてもよい。
【０１８２】
　尚、本実施形態のＧａＮ単結晶基板６６は、故意のドーピングなしで、キャリア濃度が
ｎ型で１×１０１６ｃｍ－３～１×１０２０ｃｍ－３の範囲内、電子移動度が６０ｃｍ２

～８００ｃｍ２の範囲内、比抵抗が１×１０－４Ωｃｍ～１×１０Ωｃｍの範囲内になる
ように制御可能であることが実験により判明した。
【０１８３】
［第９実施形態］
　次に、図１７Ａ～図１７Ｃを用いて、第９実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製
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造方法を説明する。
【０１８４】
　図１７Ａに示す第１の工程では、ＧａＡｓ基板２上に、マスク層８及びバッファ層２４
を形成する。マスク層８およびバッファ層２４の形成方法は、上記各実施形態と同様であ
る。
【０１８５】
　次に、図１７Ｂに示す第２の工程では、ＧａＮからなるエピタキシャル層６８を一気に
成長させて、インゴット７０を形成する。エピタキシャル層６８の成長方法は、第８実施
形態のエピタキシャル層６２の成長方法と同様である。尚、インゴット７０の高さは、約
１ｃｍ以上にすることが好ましい。
【０１８６】
　図１７Ｃに示す第３の工程では、第８実施形態の第６の工程と同様に、切断処理又は劈
開処理によって、ＧａＮ単結晶のインゴット７０を複数枚のＧａＮ単結晶基板７２にする
。
【０１８７】
　以上のように、本実施形態によれば、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に切断又は劈
開するため、簡単な作業で、結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることが
できる。すなわち、第１実施形態～第７実施形態と比較して、量産性を向上させることが
できる。さらに、ＧａＮエピタキシャル層の成長は一回だけなので、第８実施形態と比較
しても、製造プロセスの簡略化およびコスト削減を図ることができる。
【０１８８】
　尚、本実施形態のＧａＮ単結晶基板７２も、第８実施形態のＧａＮ単結晶基板６６と同
様に、故意のドーピングなしで、キャリア濃度がｎ型で１×１０１６ｃｍ－３～１×１０
２０ｃｍ－３の範囲内、電子移動度が６０ｃｍ２～８００ｃｍ２の範囲内、比抵抗が１×
１０－４Ωｃｍ～１×１０Ωｃｍの範囲内になるように制御可能であることが実験により
判明した。
【０１８９】
［第１０実施形態］
　図１８Ａ～図１８Ｂを用いて、第１０実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方
法を説明する。
【０１９０】
　まず、図１８Ａに示す第１の工程で、上記第８実施形態で製造されたＧａＮ単結晶基板
６６上にエピタキシャル層７４を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴット７６を形成する
。エピタキシャル層７４の成長方法には、上記各実施形態と同様に、ＨＶＰＥ法、有機金
属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法、昇華法等を用いることができる。
【０１９１】
　次に、図１８Ｂに示す第２の工程では、切断処理又は劈開処理によって、ＧａＮ単結晶
のインゴット７６を複数枚のＧａＮ単結晶基板７８にする。これにより、本実施形態のＧ
ａＮ単結晶基板７８が得られる。
【０１９２】
　以上のように、本実施形態では、既に製造されたＧａＮ単結晶基板に基づいてインゴッ
トを作製するため、簡単な作業で、結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得る
ことができる。尚、本実施形態では、第８実施形態で製造されたＧａＮ単結晶基板６６を
種結晶としてインゴットを作製したが、インゴットの種結晶はこれには限られない。例え
ば、第９実施形態のＧａＮ単結晶基板７２を種結晶として用いることもできる。
【０１９３】
［第１１実施形態］
　図１９Ａ～図１９Ｃを用いて、第１１実施形態に係るＧａＮ単結晶基板及びその製造方
法を説明する。
【０１９４】
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　まず、図１９Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上に、厚さ約５０ｎｍ～約１２０
ｎｍのバッファ層７９を形成する。
【０１９５】
　次に、図１９Ｂに示す第２の工程で、マスク層を形成せずに、バッファ層７９上にＧａ
Ｎからなるエピタキシャル層８１を成長させて、高さ約１ｃｍ以上のＧａＮ単結晶のイン
ゴット８３を形成する。尚、エピタキシャル層８１を成長させるには、ＨＶＰＥ法、有機
金属塩化物気相成長法、ＭＯＣＶＤ法、昇華法等を用いることができる。ここで、本実施
形態ではマスク層を形成しないため、エピタキシャル層のラテラル成長は起こらず結晶欠
陥は少なくないが、エピタキシャル層を厚くすることで転位を低減することができる。
【０１９６】
　最後に、図１９Ｃに示す第３の工程では、切断処理又は劈開処理によって、ＧａＮ単結
晶のインゴット８３を複数枚のＧａＮ単結晶基板８５にする。
【０１９７】
　以上のように、本実施形態によれば、ＧａＮ単結晶のインゴットを複数枚に切断又は劈
開するため、簡単な作業で、結晶欠陥が低減されたＧａＮ単結晶基板を複数枚得ることが
できる。すなわち、第１実施形態～第７実施形態と比較して、量産性を向上させることが
できる。
【０１９８】
［発光デバイス及び電子デバイス］
　上記各実施形態により製造されるＧａＮ単結晶基板は、ｎ型で導電性を有するため、そ
の上にＭＯＣＶＤ法などでＩｎＧａＮ活性層を含むＧａＮ系の層をエピタキシャル成長さ
せることにより、発光ダイオード等の発光デバイスや電界効果トランジスタ（ＭＥＳＦＥ
Ｔ）等の電子デバイスを形成することができる。これらの発光デバイス等は、上記各実施
形態で製造された結晶欠陥が少ない高品質のＧａＮ基板を使用して作製されているため、
サファイア基板を用いた発光デバイス等と比較して特性が著しく向上する。また、ＧａＮ
単結晶基板に成長させたエピタキシャル層の（０００１）面がＧａＮ単結晶基板の（００
０１）面に対して平行にホモエピタキシャル成長し、劈開面が一致するため、上記発光デ
バイス等は優れた性能を有する。
【０１９９】
　図２０は、第３実施形態で得られたＧａＮ単結晶基板３５を用いた発光ダイオード８０
を示す図である。この発光ダイオード８０は、ＧａＮ単結晶基板３５上に、ＧａＮバッフ
ァ層１０１と、Ｓｉドープｎ型ＧａＮ障壁層１０２と、厚さ３０オングストロームのアン
ドープＩｎ０．４５Ｇａ０．５５Ｎ井戸層１０３と、Ｍｇドープｐ型Ａｌ０．２Ｇａ０．

８Ｎ障壁層１０４と、Ｍｇドープｐ型ＧａＮコンタクト層１０５と、を成長させた量子井
戸構造となっている。この発光ダイオード８０は、アンドープＩｎＧａＮ井戸層１０３の
組成比により発光色を変化することができ、たとえばＩｎの組成比を０．２にすると青色
発光になる。
【０２００】
　この発光ダイオード８０の特性を調べた結果、従来のサファイア基板を用いた発光ダイ
オードの発光輝度が０．５ｃｄであったのに対し、２．５ｃｄと５倍になった。
【０２０１】
　尚、かかる発光ダイオードの基板として、第３実施形態のＧａＮ単結晶基板３５に限ら
れず、他の実施形態のＧａＮ単結晶基板も当然使用することができる。
【０２０２】
　図２１は、第３実施形態で得られたＧａＮ単結晶基板３５を用いた半導体レーザ８２を
示す図である。半導体レーザ８２は、ＧａＮ単結晶基板３５上に、ＧａＮバッファ層１１
１と、ｎ－ＧａＮコンタクト層１１２と、ｎ－Ｉｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎクラッド層１
１３と、ｎ－Ａｌ０．０８Ｇａ０．９２Ｎクラッド層１１４と、ｎ－ＧａＮガイド層１１
５と、ＳｉドープＩｎ０．１５Ｇａ０．８５Ｎ（３５オングストローム）／Ｉｎ０．０２

Ｇａ０．０８Ｎ（７０オングストローム）多層によるＭＱＷ層１１６と、ｐ－Ａｌ０．２
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Ｇａ０．８Ｎ内部クラッド層１１７と、ｐ－ＧａＮガイド層１１８と、ｐ－Ａｌ０．０８

Ｇａ０．９２Ｎクラッド１１９層と、ｐ－ＧａＮコンタクト層１２０と、を成長させ、そ
の上下面から電極をとる構造となっている。
【０２０３】
　この半導体レーザ８２では、従来は数分程度であった発振寿命が１００時間を超え、大
幅な特性向上を実現することができた。具体的には、従来、約１．５分程度であった発振
寿命が、約１２０時間と増加した。
【０２０４】
　尚、かかる半導体レーザとして、第３実施形態のＧａＮ単結晶基板３５に限られず、他
の実施形態のＧａＮ単結晶基板も当然使用することができる。
【０２０５】
　さらに、図示は省略するが、本実施形態のＧａＮ単結晶基板をもとに電界効果トランジ
スタ（ＭＥＳＦＥＴ）を製作した。この電界効果トランジスタの特性を調べた結果、５０
０℃という高温においても４３ｍＳ／ｍｍという高い相互コンダクタンス（ｇｍ）が得ら
れ、本実施形態のＧａＮ単結晶基板は、電子デバイス用の基板としても有効であることが
分かった。
【０２０６】
実施例１
　第１実施形態のＧａＮ単結晶基板及びその製造方法の実施例である実施例１について、
図１Ａ～図１Ｄを参照して説明する。
【０２０７】
　ＧａＡｓ基板２には、ＧａＡｓ（１１１）面がＧａ面となっているＧａＡｓ（１１１）
Ａ基板を使用した。また、バッファ層４、第１のエピタキシャル層６、及び第２のエピタ
キシャル層１２は、全て図３に示す気相成長装置を用いて有機金属塩化物気相成長法によ
って形成した。
【０２０８】
　まず、図１Ａに示す第１の工程で、バッファ層４を有機金属塩化物気相成長法によって
形成した。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃に昇
温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧６×１０－４ａｔｍ、塩化水素を分圧６
×１０－４ａｔｍ、アンモニアを分圧０．１３ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ７９内に導
入した。そして、バッファ層４の厚さを約８００オングストロームにした。
【０２０９】
　次に、バッファ層４上に、有機金属塩化物気相成長法によって第１のエピタキシャル層
６を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度を約９７０
℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧２×１０－３ａｔｍ、塩化水素を
分圧２×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ７９内
に導入した。そして、約１５μｍ／ｈｒの成長速度で、第１のエピタキシャル層６の厚さ
を約４μｍにした。
【０２１０】
　次に、図１Ｂに示す第２の工程で、第１のエピタキシャル層６上にＳｉＯ２からなるマ
スク層８を形成した。この際、ストライプ窓１０の長手方向を第１のエピタキシャル層６
の［１０－１０］に向け、マスク層８の厚さを約３００ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約５μｍ
、窓幅Ｑを約２μｍとした。
【０２１１】
　次に、図１Ｃに示す第３の工程で、有機金属塩化物気相成長法によって第２のエピタキ
シャル層１２を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度
を約９７０℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧２×１０－３ａｔｍ、
塩化水素を分圧２×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２５ａｔｍでそれぞれ反応チ
ャンバ７９内に導入した。そして、約２０μｍ／ｈｒの成長速度で、第２のエピタキシャ
ル層１２の厚さを約１００μｍにした。
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【０２１２】
　次に、図１Ｄに示す第４の工程で、ウエハをエッチング装置に設置し、アンモニア系エ
ッチング液でＧａＡｓ基板２を約１時間ウエットエッチングすることで、ＧａＡｓ基板２
を完全に除去した。そして最後に、ＧａＡｓ基板２の除去面に研磨処理を施して、ＧａＮ
単結晶基板１３を完成させた。
【０２１３】
　本実施例により製造されたＧａＮ単結晶基板の諸特性は以下のようであった。すなわち
、このＧａＮ単結晶基板は、基板面が（０００１）面となっており、その結晶性はＸ線解
析によるＸ線半値幅４．５分、そして、転位密度が単位面積当たり１０７（ｃｍ－２）程
度であった。これにより、従来のサファイア基板上にＧａＮエピタキシャル層を形成した
場合の欠陥密度が単位面積当たり１０９（ｃｍ－２）であったのに比べて、結晶欠陥が大
幅に低減したことが分かった。
【０２１４】
実施例２
　次に、第１実施形態の他の実施例である実施例２について、図１Ａ～図１Ｄを参照して
説明する。
【０２１５】
　ＧａＡｓ基板２には、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バッファ層４、第
１のエピタキシャル層６、及び第２のエピタキシャル層１２は、全て図２に示す気相成長
装置を用いてＨＶＰＥ法によって形成した。
【０２１６】
　まず、図１Ａに示す第１の工程で、バッファ層４をＨＶＰＥ法によって形成した。この
際、抵抗加熱ヒータ６１によってＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃に昇温保持し、塩化
水素を分圧５×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．１ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ
５９内に導入した。そして、バッファ層４の厚さを約８００オングストロームにした。
【０２１７】
　次に、バッファ層４上に、ＨＶＰＥ法によって第１のエピタキシャル層６を成長させた
。この際、抵抗加熱ヒータ６１によってＧａＡｓ基板２の温度を約９７０℃に昇温保持し
、塩化水素を分圧２×１０－２ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２５ａｔｍでそれぞれ反応
チャンバ７９内に導入した。そして、成長速度を約８０μｍ／ｈｒにして、第１のエピタ
キシャル層６の厚さを約４μｍにした。
【０２１８】
　次に、図１Ｂに示す第２の工程で、第１のエピタキシャル層６上にマスク層８を形成し
た。この際、ストライプ窓１０の長手方向を第１のエピタキシャル層６の［１０－１０］
に向け、マスク層８の厚さを約３００ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約５μｍ、窓幅Ｑを約２μ
ｍとした。
【０２１９】
　次に、図１Ｃに示す第３の工程で、ＨＶＰＥ法によって第２のエピタキシャル層１２を
成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ６１によってＧａＡｓ基板２の温度を約９７０℃に
昇温保持し、塩化水素を分圧２．５×１０－２ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２５ａｔｍ
でそれぞれ反応チャンバ７９内に導入した。そして、成長速度を約１００μｍ／ｈｒにし
て、第２のエピタキシャル層１２の厚さを約１００μｍにした。このように、本実施例で
は、ＨＶＰＥ法を用いているため、有機金属塩化物気相成長法を用いた実施例１と比較し
て、エピタキシャル層の成長速度を速くすることができた。
【０２２０】
　次に、図１Ｄに示す第４の工程で、ウエハをエッチング装置に設置し、アンモニア系エ
ッチング液でＧａＡｓ基板２を約１時間ウエットエッチングすることで、ＧａＡｓ基板２
を完全に除去した。そして最後に、ＧａＡｓ基板２の除去面に研磨処理を施して、ＧａＮ
単結晶基板１３を完成させた。
【０２２１】
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　本実施例により製造されたＧａＮ単結晶基板の諸特性は以下のようであった。すなわち
、このＧａＮ単結晶基板は、基板面が（０００１）面となっており、その結晶性はＸ線解
析によるＸ線半値幅４．５分、そして、転位密度が単位面積当たり５×１０７（ｃｍ－２

）程度であった。これにより、従来のサファイア基板上にＧａＮエピタキシャル層を形成
した場合の欠陥密度が単位面積当たり１０９（ｃｍ－２）であったのに比べて、結晶欠陥
が大幅に低減したことが分かった。
【０２２２】
実施例３
　次に、第２実施形態の実施例である実施例３について、図６Ａ～図６Ｄを参照して説明
する。
【０２２３】
　ＧａＡｓ基板２には、ＧａＡｓ（１１１）面がＡｓ面となっているＧａＡｓ（１１１）
Ｂ基板を使用した。また、バッファ層２４及び第２のエピタキシャル層２６は、ともに図
３に示す気相成長装置を用いて有機金属塩化物気相成長法によって形成した。
【０２２４】
　まず、図６Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上にマスク層８を形成した。この際
、ストライプ窓１０の長手方向をＧａＡｓ基板２の［１１－２］に向け、マスク層８の厚
さを約３５０ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約４μｍ、窓幅Ｑを約２μｍとした。
【０２２５】
　次に、図６Ｂに示す第２の工程で、ストライプ窓１０内のＧａＡｓ基板２上にバッファ
層２４を有機金属塩化物気相成長法によって形成した。この際、抵抗加熱ヒータ８１によ
ってＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を
分圧６×１０－４ａｔｍ、塩化水素を分圧６×１０－４ａｔｍ、アンモニアを分圧０．１
ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ７９内に導入した。そして、バッファ層２４の厚さを約７
００オングストロームにした。
【０２２６】
　次に、図６Ｃに示す第３の工程で、バッファ層２４上に、有機金属塩化物気相成長法に
よってエピタキシャル層２６を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡ
ｓ基板２の温度を約８２０℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧３×１
０－３ａｔｍ、塩化水素を分圧３×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２ａｔｍでそ
れぞれ反応チャンバ７９内に導入した。そして、成長速度を約３０μｍ／ｈｒにして、エ
ピタキシャル層２６の厚さを約１００μｍにした。
【０２２７】
　次に、図６Ｄに示す第４の工程で、ウエハをエッチング装置に設置し、アンモニア系エ
ッチング液でＧａＡｓ基板２を約１時間ウエットエッチングすることで、ＧａＡｓ基板２
を完全に除去した。そして最後に、ＧａＡｓ基板２の除去面に研磨処理を施して、ＧａＮ
単結晶基板２７を完成させた。
【０２２８】
　本実施例により製造されたＧａＮ単結晶基板は、転位密度が単位面積当たり２×１０７

（ｃｍ－２）程度であった。すなわち、本実施例により製造されたＧａＮ単結晶基板は、
実施例１および実施例２のＧａＮ単結晶基板よりは転位密度が大きかったものの、従来の
サファイア基板上にＧａＮエピタキシャル層を形成した場合よりも結晶欠陥が大幅に低減
したことが分かった。また、本実施例では、実施例１および実施例２よりも製造工程数が
少ないため、コスト削減を図ることができた。
【０２２９】
実施例４
　次に、第３実施形態の実施例である実施例４について、図８Ａ～図８Ｄを参照して説明
する。
【０２３０】
　ＧａＡｓ基板２には、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バッファ層４、第
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１のエピタキシャル層６、及び第２のエピタキシャル層３４は、全て図３に示す気相成長
装置を用いて有機金属塩化物気相成長法によって形成した。
【０２３１】
　まず、図８Ａに示す第１の工程で、バッファ層４を有機金属塩化物気相成長法によって
形成した。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃に昇
温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧６×１０－４ａｔｍ、塩化水素を分圧６
×１０－４ａｔｍ、アンモニアを分圧０．１ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ７９内に導入
した。そして、バッファ層４の厚さを約７００オングストロームにした。
【０２３２】
　次に、バッファ層４上に、有機金属塩化物気相成長法によって第１のエピタキシャル層
６を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度を約９７０
℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧２×１０－３ａｔｍ、塩化水素を
分圧２×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２ａｔｍでそれぞれ反応チャンバ７９内
に導入した。そして、約１５μｍ／ｈｒの成長速度で、第１のエピタキシャル層６の厚さ
を約２μｍにした。
【０２３３】
　次に、図８Ｂに示す第２の工程で、第１のエピタキシャル層６上にＳｉＯ２からなるマ
スク層２８を形成した。この際、開口窓３０を１辺の長さが２μｍの正方形とし、＜１０
－１０＞窓群３２のピッチＬを６μｍ、ピッチｄを５μｍとした。また、隣り合う＜１０
－１０＞窓群３２同士を、＜１０－１０＞方向に３μｍずつずらした。
【０２３４】
　次に、図８Ｃに示す第３の工程で、有機金属塩化物気相成長法によって第２のエピタキ
シャル層３４を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ８１によってＧａＡｓ基板２の温度
を約１０００℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧４×１０－３ａｔｍ
、塩化水素を分圧４×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２ａｔｍでそれぞれ反応チ
ャンバ７９内に導入した。そして、成長速度を約２５μｍ／ｈｒにして、第２のエピタキ
シャル層１２の厚さを約１００μｍにした。
【０２３５】
　次に、図８Ｄに示す第４の工程で、ウエハをエッチング装置に設置し、王水でＧａＡｓ
基板２を約１０時間エッチングすることで、ＧａＡｓ基板２を完全に除去した。そして最
後に、ＧａＡｓ基板２の除去面に研磨処理を施して、ＧａＮ単結晶基板３５を完成させた
。
【０２３６】
　本実施例により製造されたＧａＮ単結晶基板の諸特性は以下のようであった。すなわち
、欠陥密度は、約３×１０７（ｃｍ－２）程度であり、従来よりも著しく低減されていた
。また、クラックも観察されなかった。また、別途マスク層形成工程を省いて製造したＧ
ａＮ単結晶基板の曲率半径は約６５ｍｍであったが、本実施例のＧａＮ単結晶基板の曲率
半径は約７７０ｍｍで、ＧａＮ単結晶基板の反りをかなり低減させることができた。また
、従来０．０５ＧＰａであった内部応力も、本実施例のＧａＮ単結晶基板では約０．００
５ＧＰａと約１／１０に低減していた。尚、ＧａＮ単結晶基板の内部応力は、上述のスト
ーニーの式（数式（２））により算出した。また、ホール測定により電気特性を算出した
ところ、ｎ型でキャリア濃度２×１０１８ｃｍ－３、キャリア移動度１８０ｃｍ２／Ｖ・
Ｓであった。
【０２３７】
実施例５
　次に、第５実施形態の実施例である実施例５について、図１３Ａ～図１３Ｅを参照して
説明する。
【０２３８】
　ＧａＡｓ基板２には、ＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バッファ層２４、
第１のエピタキシャル層４４、及び第２のエピタキシャル層４６は、全て図２に示す気相
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成長装置を用いてＨＶＰＥ法によって形成した。
【０２３９】
　まず、図１３Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上にマスク層３８を形成した。こ
の際、開口窓４０を直径が２μｍの円形とし、＜１１－２＞窓群のピッチＬを６μｍ、ピ
ッチｄを５．５μｍとした。また、隣り合う＜１１－２＞窓群同士を、＜１１－２＞方向
に３μｍずつずらした。
【０２４０】
　次に、図１３Ｂに示す第２の工程で、開口窓４０内のＧａＡｓ基板２上にバッファ層２
４をＨＶＰＥ法によって形成した。この際、抵抗加熱ヒータ６１によってＧａＡｓ基板２
の温度を約５００℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧６×１０－４ａ
ｔｍ、塩化水素を分圧６×１０－４ａｔｍ、アンモニアを分圧０．１ａｔｍでそれぞれ反
応チャンバ５９内に導入した。そして、バッファ層２４の厚さを約７００オングストロー
ムにした。
【０２４１】
　次に、図１３Ｃに示す第３の工程で、バッファ層２４上に、ＨＶＰＥ法によって第１の
エピタキシャル層４４を成長させた。この際、抵抗加熱ヒータ６１によってＧａＡｓ基板
２の温度を約９７０℃に昇温保持し、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）を分圧５×１０－３

ａｔｍ、塩化水素を分圧５×１０－３ａｔｍ、アンモニアを分圧０．２５ａｔｍでそれぞ
れ反応チャンバ５９内に導入した。そして、成長速度を約２５μｍ／ｈｒにして、第１の
エピタキシャル層４４の厚さを約５０μｍにした。
【０２４２】
　次に、図１３Ｄに示す第４の工程で、ウェハをエッチング装置内に配置し、王水で約１
０時間エッチングして、ＧａＡｓ基板２を完全に除去した。このようにして、一旦、厚さ
約５０μｍの薄厚のＧａＮ単結晶基板を形成した。
【０２４３】
　続いて、図１３Ｅに示す第５の工程で、第１のエピタキシャル層４４上に、ＨＶＰＥに
よって、成長温度１００℃にて塩化水素の分圧２×１０－２ａｔｍ、アンモニアの分圧０
．２ａｔｍで、約１００μｍ／ｈｒの成長速度でＧａＮからなる第２のエピタキシャル層
４６を厚さ約１３０μｍ成長させた。これにより、厚さ約１８０μｍのＧａＮ単結晶基板
４７を形成した。
【０２４４】
　以上のようにして形成された本実施例のＧａＮ単結晶基板は、測定の結果、基板表面で
の欠陥密度が２×１０７／ｃｍ２程度と著しく低減されており、クラックも観察されなか
った。また、ＧａＮ単結晶基板の反りを従来よりも低減することができ、内部応力も０．
００２ＧＰａと非常に小さいことが分かった。
【０２４５】
実施例６
　次に、第８実施形態の実施例である実施例６について、図１６Ａ～図１６Ｆを参照して
説明する。
【０２４６】
　本実施例では、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バ
ッファ層２４、エピタキシャル層２６、及びエピタキシャル層６２は、全て図２に示す気
相成長装置を用いてＨＶＰＥ法によって形成した。
【０２４７】
　まず、図１６Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上にマスク層８を形成した。この
際、ストライプ窓１０の長手方向をＧａＡｓ基板２の［１１－２］に向け、マスク層８の
厚さを約３００ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約５μｍ、窓幅Ｑを約３μｍとした。
【０２４８】
　次に、図１６Ｂに示す第２の工程で、ＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃にした状態で
、ストライプ窓１０内のＧａＡｓ基板２上にバッファ層２４をＨＶＰＥ法によって形成し
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た。尚、バッファ層２４の厚さは、約８００オングストロームにした。
【０２４９】
　次に、図１６Ｃに示す第３の工程で、ＧａＡｓ基板２の温度を約９５０℃にした状態で
、バッファ層２４上にＨＶＰＥ法によってエピタキシャル層２６を約２００μｍ成長させ
た。
【０２５０】
　次に、図１６Ｄに示す第４の工程で、ＧａＡｓ基板２を王水でエッチング除去した。
【０２５１】
　図１６Ｅに示す第５の工程では、反応チャンバ５９内の温度を１０２０℃にした状態で
、エピタキシャル層２６上にＨＶＰＥ法によってエピタキシャル層６２をさらに厚付けし
、ＧａＮ単結晶のインゴット６４を形成した。インゴット６４は、上面の中央部が少し窪
んだ形状で、底から上面中央部までの高さは約２ｃｍ、外径は約５５ｍｍであった。
【０２５２】
　続いて、図１６Ｆに示す第６の工程で、内周歯のスライサーによってインゴット６４を
切断し、外径約５０ｍｍ、厚さ約３５０μｍのＧａＮ単結晶基板６６を２０枚得た。この
ＧａＮ単結晶基板６６には、顕著な反りの発生は見られなかった。尚、切断処理後に、Ｇ
ａＮ単結晶基板６６には、ラッピング研磨および仕上げ研磨を施した。
【０２５３】
　上述の実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られな
いが、本実施例においては、１回の製造処理により20枚の基板が得られた。また、製造コ
ストは、実施の約６５％に低減された。このように、本実施例では、大幅なコスト削減が
図れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮することができた。
【０２５４】
　尚、インゴット６４の最上端部から得られたＧａＮ単結晶基板６６の電気特性を測定し
た結果、キャリア濃度はｎ型２×１０１８ｃｍ－３で、電子移動度は、200cm2/Vs、比抵
抗は、0.017Ωcmであった。
【０２５５】
　また、インゴット６４の最下端部から得られたＧａＮ単結晶基板６６の電気特性を測定
した結果、キャリア濃度はｎ型8×1018cm-3で、電子移動度は、１５０cm2/Vs、比抵抗は
、０．００６Ωcmであった。
【０２５６】
　従って、インゴット６４の中間部の特性は、この間の値、あるいは近傍にあることを品
質保証でき、全量検査をする手間を省くことができる。
【０２５７】
　尚、このＧａＮ単結晶基板６６を用いてＩｎＧａＮを発光層とするＬＥＤを作製したと
ころ、従来のサファイア基板上のものと比較して、発光輝度が約5倍に向上した。発光輝
度が向上した理由は、従来のＬＥＤでは、活性層内に多くの貫通転位が存在しているのに
対し、本実施例においては発光層内に貫通転位が存在しないためであると考えられる。
【０２５８】
実施例７
　次に、第８実施形態の他の実施例である実施例７について、図１６Ａ～図１６Ｆを参照
して説明する。
【０２５９】
　本実施例では、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バ
ッファ層２４、エピタキシャル層２６、及びエピタキシャル層６２は、全て図３に示す気
相成長装置を用いて有機金属塩化物気相成長法によって形成した。
【０２６０】
　まず、図１６Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上にマスク層８を形成した。この
際、ストライプ窓１０の長手方向をＧａＡｓ基板２の［１１－２］に向け、マスク層８の
厚さを約５００ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約５μｍ、窓幅Ｑを約３μｍとした。
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【０２６１】
　次に、図１６Ｂに示す第２の工程で、ＧａＡｓ基板２の温度を約４９０℃にした状態で
、ストライプ窓１０内のＧａＡｓ基板２上にバッファ層２４をＨＶＰＥ法によって形成し
た。尚、バッファ層２４の厚さは、約８００オングストロームにした。
【０２６２】
　次に、図１６Ｃに示す第３の工程で、ＧａＡｓ基板２の温度を約９７０℃にした状態で
、バッファ層２４上に有機金属塩化物気相成長法によってエピタキシャル層２６を約２５
μｍ成長させた。
【０２６３】
　次に、図１６Ｄに示す第４の工程で、ＧａＡｓ基板２を王水でエッチング除去した。
【０２６４】
　図１６Ｅに示す第５の工程では、反応チャンバ７９内の温度を１０００℃にした状態で
、エピタキシャル層２６上にＨＶＰＥ法によってエピタキシャル層６２をさらに厚付けし
、ＧａＮ単結晶のインゴット６４を形成した。インゴット６４は、上面の中央部が少し窪
んだ形状で、底から上面中央部までの高さは約３ｃｍ、外径は約３０ｍｍであった。
【０２６５】
　続いて、図１６Ｆに示す第６の工程で、内周歯のスライサーによってインゴット６４を
切断し、外径約２０～約３０ｍｍ、厚さ約４００μｍのＧａＮ単結晶基板６６を２５枚得
た。このＧａＮ単結晶基板６６には、顕著な反りの発生は見られなかった。尚、切断処理
後に、ＧａＮ単結晶基板６６には、ラッピング研磨および仕上げ研磨を施した。
【０２６６】
　上述の実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られな
いが、本実施例においては、１回の製造処理により2５枚の基板が得られた。また、製造
コストは、実施の約６５％に低減された。このように、本実施例では、大幅なコスト削減
が図れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮することができた。
【０２６７】
　尚、インゴット６４の中間部から得られたＧａＮ単結晶基板６６の電気特性を測定した
結果、キャリア濃度はｎ型２×１０１８ｃｍ－３で、電子移動度は、２５０ｃｍ２／Ｖｓ
、比抵抗は、０．０１５Ωcmであった。
【０２６８】
実施例８
　次に、第９実施形態の実施例である実施例８について、図１７Ａ～図１７Ｃを参照して
説明する。
【０２６９】
　本実施例では、ＧａＡｓ基板２としてＧａＡｓ（１１１）Ａ基板を使用した。また、バ
ッファ層２４およびエピタキシャル層６８は、ともに図２に示す成長装置を用いてＨＶＰ
Ｅ法によって形成した。
【０２７０】
　まず、図１７Ａに示す第１の工程で、ＧａＡｓ基板２上にマスク層８を形成した。この
際、ストライプ窓１０の長手方向をＧａＡｓ基板２の［１１－２］に向け、マスク層８の
厚さを約２５０ｎｍ、マスク部の幅Ｐを約５μｍ、窓幅Ｑを約３μｍとした。そして、マ
スク層８を形成した後、ＧａＡｓ基板２の温度を約５００℃にした状態で、ストライプ窓
１０内のＧａＡｓ基板２上にバッファ層２４をＨＶＰＥ法によって形成した。尚、バッフ
ァ層２４の厚さは、約９００オングストロームにした。
【０２７１】
　次に、図１７Ｂに示す第２の工程で、ＧａＡｓ基板２の温度を約１０００℃にした状態
で、バッファ層２４上にＨＶＰＥ法によってエピタキシャル層６８を成長させて、ＧａＮ
単結晶のインゴット７０を形成した。インゴット７０は、上面の中央部が少し窪んだ形状
で、底から上面中央部までの高さは約１．６ｃｍであった。
【０２７２】
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　続いて、図１７Ｃに示す第３の工程で、内周歯のスライサーによってインゴット７０を
切断し、厚さ約３００μｍのＧａＮ単結晶基板７２を１２枚得た。このＧａＮ単結晶基板
７２には、顕著な反りの発生は見られなかった。尚、切断処理後に、ＧａＮ単結晶基板７
２には、ラッピング研磨および仕上げ研磨を施した。
【０２７３】
　上述の実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られな
いが、本実施例においては、１回の製造処理により１２枚の基板が得られた。また、製造
コストは、実施例１の約６０％に低減された。このように、本実施例では、大幅なコスト
削減が図れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮することができた。
【０２７４】
　尚、インゴット７０の中間部から得られたＧａＮ単結晶基板７２の電気特性を測定した
結果、キャリア濃度はｎ型１×１０１９cm-3で、電子移動度は、１００cm2/Vs、比抵抗は
、０．００５Ωcmであった。
【０２７５】
実施例９
　次に、第１０実施形態の実施例である実施例９について、図１８Ａ～図１８Ｂを参照し
て説明する。
【０２７６】
　まず、図１８Ａに示す第１の工程で、実施例６で製造されたＧａＮ単結晶基板上にエピ
タキシャル層７４を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴット７６を形成した。この際、エ
ピタキシャル層７４は、ＨＶＰＥ法により、ＧａＡｓ基板２の温度を約１０１０℃にした
状態で成長させた。また、インゴット７６は、上面の中央部が少し窪んだ形状で、底から
上面中央部までの高さは約２．５ｃｍで、外径は約５５ｍｍであった。
【０２７７】
　次に、図１８Ｂに示す第２の工程では、内周歯のスライサーによってインゴット７６を
切断し、外径約５０ｍｍ、厚さ約６００μｍのＧａＮ単結晶基板７８を１５枚得た。
【０２７８】
　実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られないが、
本実施例においては、１回の製造処理により１５枚の基板が得られた。また、製造コスト
は、実施例１と同様のプロセスで製造した場合と比較して約５５％に低減された。このよ
うに、本実施例では、大幅なコスト削減が図れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮す
ることができた。
【０２７９】
　尚、インゴット７６の中間部から得られたＧａＮ単結晶基板７８の電気特性を測定した
結果、キャリア濃度はｎ型１×１０１７cm-3で、電子移動度は、６５０cm2/Vs、比抵抗は
、０．０８Ωcmであった。
【０２８０】
実施例１０
　次に、第１０実施形態の他の実施例である実施例１０について、図１８Ａ～図１８Ｂを
参照して説明する。
【０２８１】
　まず、図１８Ａに示す第１の工程で、実施例７で製造されたＧａＮ単結晶基板上にエピ
タキシャル層７４を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴット７６を形成した。この際、エ
ピタキシャル層７４は、図２２に示した成長装置を用いて、昇華法により、ＧａＡｓ基板
２の温度を約１２００℃にした状態で成長させた。尚、反応容器内に流し込んだアンモニ
アは、２０ｓｃｃｍであった。また、インゴット７６は、実施例６～実施例９のインゴッ
トと比べると平坦で、底から上面までの高さは約０．９ｃｍで、外径は約３５ｍｍであっ
た。
【０２８２】
　次に、図１８Ｂに示す第２の工程では、内周歯のスライサーによってインゴット７６を
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【０２８３】
　実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られないが、
本実施例においては、１回の製造処理により５枚の基板が得られた。また、製造コストは
、実施例１の約８０％に低減された。このように、本実施例では、大幅なコスト削減が図
れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮することができた。
【０２８４】
　尚、インゴット７６の中間部から得られたＧａＮ単結晶基板７８の電気特性を測定した
結果、キャリア濃度はｎ型１×１０１８cm-3で、電子移動度は、２００cm2/Vs、比抵抗は
、０．０３Ωcmであった。
【０２８５】
実施例１１
　次に、第１１実施形態の実施例である実施例１１について、図１９Ａ～図１９Ｃを参照
して説明する。
【０２８６】
　まず、図１９Ａに示す第１の工程で、ＨＶＰＥ法によって、約５００℃にされたＧａＡ
ｓ基板２上に、厚さ約９０ｎｍのＧａＮからなるバッファ層７９を形成した。尚、ＧａＡ
ｓ基板として、ＧａＡｓ（１１１）Ｂ基板を使用した。
【０２８７】
　次に、図１９Ｂに示す第２の工程で、ＨＶＰＥ法によって、バッファ層７９上にＧａＮ
からなるエピタキシャル層８１を成長させて、ＧａＮ単結晶のインゴット８３を形成した
。この際、エピタキシャル層８１は、ＨＶＰＥ法により、ＧａＡｓ基板２の温度を約１０
３０℃にした状態で成長させた。また、インゴット８３は、上面の中央部が少し窪んだ形
状で、底から上面中央部までの高さは約１．２ｃｍであった。
【０２８８】
　最後に、図１９Ｃに示す第３の工程で、内周歯のスライサーによってインゴット８３を
切断し、厚さ約３００μｍのＧａＮ単結晶基板８５を１０枚得た。
【０２８９】
　実施例１～実施例５では、１回の製造処理により１枚の単結晶基板しか得られないが、
本実施例においては、１回の製造処理により１０枚の基板が得られた。また、製造コスト
は、実施例１の約７０％に低減された。このように、本実施例では、大幅なコスト削減が
図れ、さらに、1枚あたりの製造時間を短縮することができた。
【０２９０】
　尚、インゴット８３の中間部から得られたＧａＮ単結晶基板７８の電気特性を測定した
結果、キャリア濃度はｎ型１×１０１９cm-3で、電子移動度は、１００cm2/Vs、比抵抗は
、０．００５Ωcmであった。
【０２９１】
　以上のように、本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法においては、マスク層の各開口窓
内でＧａＮ核が形成され、このＧａＮ核が次第にマスク層上の横方向、すなわちマスク層
の開口窓が形成されていないマスク部の上方に向かって何の障害物もなく自由にラテラル
成長する。このため、本発明のＧａＮ単結晶基板の製造方法によれば、結晶欠陥が大幅に
低減された本発明のＧａＮ単結晶基板を効率よく且つ確実に得ることが可能となる。
【符号の説明】
【０２９２】
　６２，６８，７４，８１…エピタキシャル層、６４，７０，７６，８３…ＧａＮ単結晶
のインゴット、６６，７２，７８，８５…ＧａＮ単結晶基板。
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