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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平坦な非極性の窒化ガリウムフィルムにおいて、螺旋転位密度を減少する方法であって、
以下の工程：
（ａ）１１００℃の成長温度、１３００のＶ／ＩＩＩ比、および０．１気圧の成長圧力を
用いて平坦な非極性のａ平面窒化ガリウムフィルムを金属有機化学蒸着（ＭＯＣＶＤ）に
よってｒ平面サファイア基板上にヘテロエピタキシャルに成長させる工程であって、ここ
で、該工程（ａ）から得られる該平坦な非極性のａ平面窒化ガリウムフィルムが２．６×
１０１０ｃｍ－２の第１の螺旋転位密度を有する、工程；
（ｂ）該平坦な非極性のａ平面窒化ガリウムフィルム上に誘電性再成長マスクを堆積する
工程；
（ｃ）堆積された該マスクをパターン化する工程；および
（ｄ）該成長温度、該Ｖ／ＩＩＩ比、および該成長圧力を用いて該平坦な非極性のａ平面
窒化ガリウムフィルムをＭＯＣＶＤによって選択的に再成長させて、該パターン化マスク
に基づく過剰成長を達成する工程であって、ここで：
（１）該平坦な非極性のａ平面窒化ガリウムフィルムが、垂直な成長方向に対して垂直な
方向で該マスクを横方向過剰成長させる前に、該マスク中の開口部を通って垂直に成長し
、
それにより、横方向過剰成長領域が、該マスク中の開口部を通って垂直に成長する領域と
比較して、かつ該第１の螺旋転位密度と比較して、垂直な成長から横方向成長までの移行
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を介して転位の屈曲によって減少した転位密度を含み、
そして
（２）工程（ａ）～（ｄ）から得られる該平坦な非極性ａ平面窒化ガリウムフィルムが、
該横方向過剰成長領域において２．６×１０１０ｃｍ－２未満の第２の減少した螺旋転位
密度を有する平坦な非極性のａ平面窒化ガリウムフィルムである、工程、
を包含する、方法。
【請求項２】
前記堆積する工程（ｂ）が、プラズマ増強化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）によって、前記平坦な
非極性のａ平面窒化ガリウムフィルム上に前記誘電性再成長マスクを堆積する工程を包含
する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記堆積されたマスクが、
【数１Ａ】

または［０００１］の方向を有するストライプの開口部でパターン化される、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
前記過剰成長が、横方向過剰成長した窒化ガリウムを含み、そして該過剰成長が、ストラ
イプ配向である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
転位が、（１）成長フィルムへの垂直方向の転位の広がりをブロックするマスクおよび（
２）垂直な成長から横方向成長までの移行を介して転移の屈曲によって前記過剰成長領域
において減少される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記過剰成長が、横方向エピタキシャルな過剰成長を使用して行われる、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
工程（ｄ）において形成された前記平坦な非極性のａ平面窒化ガリウム上に、１つ以上の
デバイス層を成長させる工程をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　（関連出願の引用）
　本願は、米国特許法第１１９条第（ｅ）項のもとで、以下の同時係属中の、同一人に譲
渡された米国仮特許出願番号６０／３７２，９０９（発明の名称「ＮＯＮ－ＰＯＬＡＲ　
ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＢＡＳＥＤ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ　ＡＮＤ　ＨＥＴ
ＥＲＯＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ」、２００２年４月１５日出願、Ｍｉｃ
ｈａｅｌ　Ｄ．Ｃｒａｖｅｎ，Ｓｔａｃｉａ　Ｋｅｌｌｅｒ，Ｓｔｅｖｅｎ　Ｐ．Ｄｅｎ
Ｂａａｒｓ，Ｔａｌ　Ｍａｒｇａｌｉｔｈ，Ｊａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ，Ｓｈｕｊｉ　
Ｎａｋａｍｕｒａ，およびＵｍｅｓｈ　Ｋ．Ｍｉｓｈａｒａ、代理人文書番号３０７９４
．９５－ＵＳ－Ｐ１）の利益を主張する。この出願は、本明細書中に参考として援用され
る。
【０００２】
　本願は、以下の同時係属中の、同一人に譲渡された米国特許出願に関する：
　出願番号－－／－－－，－－－、発明の名称「ＮＯＮ－ＰＯＬＡＲ（ＡＬ，Ｂ，ＩＮ，
ＧＡ）Ｎ　ＱＵＡＮＴＵＭ　ＷＥＬＬ　ＡＮＤ　ＨＥＴＥＲＯＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＭＡ
ＴＥＲＩＡＬＳ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ」、本願と同日に出願、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｄ．
Ｃｒａｖｅｎ、Ｓｔａｃｉａ　Ｋｅｌｌｅｒ、Ｓｔｅｖｅｎ　Ｐ．　ＤｅｎＢａａｒｓ、
Ｔａｌ　Ｍａｒｇａｌｉｔｈ、Ｊａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ、Ｓｈｕｊｉ　Ｎａｋａｍｕ
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ｒａおよびＵｍｅｓｈ　Ｋ．Ｍｉｓｈｒａ、代理人文書番号３０７９４．１０１－ＵＳ－
Ｕ１）；ならびに
　出願番号－－／－－－，－－－、発明の名称「ＮＯＮ－ＰＯＬＡＲ　Ａ－ＰＬＡＮＥ　
ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ　ＧＲＯＷＮ　ＢＹ　ＭＥＴＡ
ＬＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ」、本願と同
日に出願、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｄ．ＣｒａｖｅｎおよびＪａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ、代理
人文書番号３０７９４．１００－ＵＳ－Ｕ１）；
これらの出願の両方が、本明細書中に参考として援用される。
【０００３】
　（１．発明の分野）
　本発明は、半導体材料、方法、およびデバイスに関し、そしてより具体的には、非極性
窒化ガリウム（ＧａＮ）薄層における転位低減に関する
　（２．関連技術の説明）
　（注：本願は、多数の異なる特許、出願および／または刊行物を、１つ以上の参照番号
によって、本明細書全体に示されるように参照する。これらの異なる刊行物の、これらの
参照番号に従った順序にしたリストは、以下の「参考文献」の表題の節に見出され得る。
これらの刊行物の各々は、本明細書中に参考として援用される）。
 
【０００４】
　現在の窒化物ベースのデバイスは、極性［０００１］ｃ方向に沿って成長したヘテロ構
造を用い、成長方向に対して平行な強い静電場の形成を生じる。参考文献１～７を参照の
こと。「一体型（ｂｕｉｌｔ－ｉｎ）」静電場は、ｃ－平面（０００１）窒化物構造内の
表面および界面における分極不連続性に関連する一定のシート電荷により生じる。
【０００５】
　これらの分極誘導性電場は、現在の最新技術の光電子窒化物デバイスおよび電子窒化物
デバイスの性能に影響を与える。例えば、分極場は、量子井戸（ＱＷ）構造における電子
およびホールの波動関数を空間的に分離し、それによって、ＱＷベースのデバイス（例え
ば、レーザーダイオードおよび発光ダイオード（ＬＥＤ））におけるキャリアの再結合効
率を減少させる。さらに、分極場は、窒化物ヘテロ構造を用いるトランジスタ構造におい
て大きな可動シート電荷密度を誘導する。全分極における不連続性は、対応する界面また
は表面において一定のシート電荷の形成を生じる。
【０００６】
　非極性ウルツ窒化物半導体フィルムのエピタキシャル成長は、窒化物の量子構造におけ
る分極誘導性電場の効果を排除する有望な手段を提供する。上記の関連の出願において、
非極性
【０００７】
【数１】

ａ平面ＧａＮ膜（本明細書中で、ａ－ＧａＮと呼ばれる）は、金属有機化学蒸着（ＭＯＣ
ＶＤ）によって、
【０００８】
【数２】

ｒ平面サファイア基板上で成長された。参考文献１３を参照のこと。しかし、これらの膜
に存在するスレッディング転位密度は、約２．６×１０１０ｃｍ－２であると決定されて
いる。
 
【０００９】
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　非極性窒化物層の利点を十分に理解するために、エピタキシャル膜の質の改良が必要で
あり、特に、転位密度の低減が必要である。詳細には、これらの膜の結晶の質を改良する
ことは、分極誘導性電場を伴わずに作動する高性能窒化物デバイスの実現に必須である。
 
【００１０】
　種々の技術が示されているが、転位の低減は、横方向に過剰成長した極性ＧａＮ膜にお
いて広範に研究されている。参考文献８～１１を参照のこと。種々の横方向過剰成長技術
により得られる低転位密度基板は、窒化物ベースのオプトエレクトロニクスの顕著な性能
、もっとも注目すべきは、長寿命の持続波ＩｎＧａＮレーザーダイオードを直接的に担っ
ている。参考文献１２を参照のこと。
 
【００１１】
　横方向過剰成長技術は、従来技術において周知である。例えば横方向過剰成長技術は、
極性ｃ平面（０００１）ＧａＮ膜の転位低減について徹底的に研究されている。特定の過
剰成長技術としては、横方向エピタキシャル過剰成長（ＬＥＯ）（これはまた、エピタキ
シャル横方向過剰成長（ＥＬＯまたはＥＬＯＧ）としても公知である）、およびＰＥＮＤ
ＥＯ（登録商標）エピタキシーが上げられる。これらのプロセスの間の差に関わらず、転
位の低減は、一般的な機構、主に、マスクブロッキングおよび転位湾曲によって達成され
る。参考文献１１および１９を参照のこと。
 
【００１２】
　しかし、本発明は、ＧａＮ膜のためのこれらの方法の新規な適用である。詳細には、本
発明は、ａ－ＧａＮシード層を使用するＬＥＯ法を記載し、これはスレッディング転位低
減を達成する。低転位密度ａ－ＧａＮは、高性能分極誘導性場を含まない（Ａｌ，Ｂ，Ｉ
ｎ，Ｇａ）Ｎベースのデバイスのための緩衝層として使用され得る。
 
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（発明の要旨）
　非極性
【００１４】
【数３】

ａ－平面ＧａＮ薄膜の横方向エピタキシャル過剰成長は、ＧａＮ膜におけるスレッディン
グ転位を低減する。第１に、薄いパターン化誘電性マスクが、シード層に適用される。第
２に、選択的エピタキシャル再成長が実施されて、パターン化マスクを基礎として横方向
過剰成長ベースが達成される。再成長の際、ＧａＮ膜は、最初に、誘電性マスク中の開口
部を通って垂直方向に成長し、その後、この垂直成長方向に対して垂直の方向でこのマス
クを横方向に過剰成長させる。スレッディング転位は、（１）成長中の膜に向かう垂直方
向の転位の伝達をブロックするマスク、および（２）垂直から横方向への成長の移行によ
る転位の湾曲によって、過剰成長領域において低減される。
 
【００１５】
　ここで、図面が参照される。図面において、類似の参照番号は、全体にわたって、対応
する部品を表す。
【００１６】
　（発明の詳細な説明）
　　以下の好ましい実施形態の説明において、添付の図面に対して参照がなされる。この
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図面は、本明細書の一部を形成し、そしてこの図面において、例として、本発明が実施さ
れ得る特定の実施形態が説明され得る。本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形
態が利用され得、そして構造的変化がなされ得ることが、理解されるべきである。
【００１７】
　（概説）
　本発明は、ａ－ＧａＮにおけるスレッディング転位密度を、平面ヘテロエピタキシャル
「シード」層の横方向過剰成長によって低減する。横方向過剰成長技術は、２つのＭＯＣ
ＶＤ成長（最初のヘテロエピタキシャル成長および横方向過剰成長を構成する再成長）の
間の処理工程を必要とする。第１に、薄いパターン化された誘電性マスクが、シード層に
適用される。再成長の際、ＧａＮは、最初に、この誘電性マスク中の開口部を通って垂直
に成長し、その後、この垂直成長方向に対して垂直の方向で、このマスクを横方向に過剰
成長させる。適切なマスクおよび再成長条件を用いて、転位密度が、このマスク中の開口
部を通って垂直に成長した領域と比較して、横方向過剰成長領域において低減される。転
位は、（１）成長中の膜に向かう垂直方向の転位の伝達をブロックするマスク、および（
２）垂直から横方向への成長の移行による転位の湾曲によって、過剰成長領域において低
減される。
 
【００１８】
　（プロセス工程）
　図１は、本発明の好ましい実施形態に従う、平面ヘテロエピタキシャル「シード」層の
横方向過剰成長によるａ－ＧａＮにおけるスレッディング転位密度を低減するための工程
を示すフローチャートである。
 
【００１９】
　ブロック１００は、同時係属中の、同一人に譲渡された米国仮特許出願番号６０／３７
２，９０９（発明の名称「ＮＯＮ－ＰＯＬＡＲ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＢＡ
ＳＥＤ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ　ＡＮＤ　ＨＥＴＥＲＯＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＭＡＴＥＲ
ＩＡＬＳ」、２００２年４月１５日出願、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｄ．Ｃｒａｖｅｎ，Ｓｔａｃ
ｉａ　Ｋｅｌｌｅｒ，Ｓｔｅｖｅｎ　Ｐ．ＤｅｎＢａａｒｓ，Ｔａｌ　Ｍａｒｇａｌｉｔ
ｈ，Ｊａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ，Ｓｈｕｊｉ　Ｎａｋａｍｕｒａ，およびＵｍｅｓｈ　
Ｋ．Ｍｉｓｈａｒａ、代理人文書番号３０７９４．９５－ＵＳ－Ｕ１）、ならびに同時係
属中の、同一人に譲渡された米国特許出願番号－－／－－－，－－－、発明の名称「ＮＯ
Ｎ－ＰＯＬＡＲ　Ａ－ＰＬＡＮＥ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬ
ＭＳ　ＧＲＯＷＮ　ＢＹ　ＭＥＴＡＬＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　
ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ」、本願と同日に出願、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｄ．Ｃｒａｖｅｎおよび
Ｊａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ、代理人文書番号３０７９４．１００－ＵＳ－Ｕ１）（これ
らの出願の両方は、本明細書中で参考として援用される）に記載されるように、ＭＯＣＶ
Ｄによって、
【００２０】
【数７】

ｒ平面サファイア基板上における、非極性
【００２１】

【数８】

ａ平面ＧａＮ薄膜の成長を表す。ヘテロエピタキシャル成長した非極性
【００２２】
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【数９】

ａ平面ＧａＮ薄膜は、本発明の横方向過剰成長のための「シード層」を含む。
【００２３】
　ブロック１０２は、非極性
【００２４】

【数１０】

ａ平面ＧａＮフィルム上に、プラズマ増強化学的蒸着堆積（ＰＥＣＶＤ）を介して誘電性
再成長マスク（ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｒｅｇｒｏｗｔｈ　ｍａｓｋ）を堆積させる工程
を示す。好ましい実施形態において、このマスクは、２００ナノメートル（ｎｍ）のＳｉ
Ｏ２から構成されるが、これに限定されない。
【００２５】
　ブロック１０４は、堆積されたマスクをパターン化する工程を表し、ここで、このパタ
ーンは、従来の光リソグラフィー技術および緩衝化されたフッ化水素酸を用いる湿式エッ
チングを使用してＳｉＯ２に移される。好ましくは、堆積されたマスクは、種々の結晶学
的方向で配向された長く、狭いストライプ開口部によりパターン化される。
【００２６】
　マスクをパターン化した後、ブロック１０６は、溶媒を使用してサンプルを洗浄する工
程を表す。
【００２７】
　ブロック１０８は、選択的エピタキシャル再成長を実施して、パターン化されたマスク
に基づく横方向過剰成長を達成する工程を表し、ここで、窒化ガリウムは、初期はマスク
における開口部を通って垂直に成長し、その後、垂直な成長方向に対して垂直な方向でマ
スクを横方向に過剰成長させる。転位密度は、マスクにおける開口部を通って垂直に成長
する領域と比較して、垂直に過剰成長した領域において減少される。さらに成長フィルム
への垂直方向での転位の広がりをブロックするマスクによって、および、垂直から横方向
への成長の移行による転位の屈曲によって、転位は過剰成長領域において減少される。
【００２８】
　好ましくは、ブロック１０８は、サファイア基板上でのヘテロエピタキシャル成長に使
用される条件と同じ反応器条件（すなわち、約１１００℃成長温度。約１３００Ｖ／ＩＩ
Ｉ比、および約０．１気圧（ａｔｍ）成長圧力）を使用するが、改変された条件が使用さ
れ得る。
【００２９】
　ブロック１１０は、得られる横方向過剰成長を表し、ここで、この横方向過剰成長は、
基礎となるマスクパターンによって決定されるように、ストライプを形成した横方向に過
剰成長したＧａＮを含む。過剰成長ストライプ形態学は、マスクストライプの結晶学的配
向に依存する。例えば、
【００３０】
【数１１】

に対して整列されたストライプは、矩形の断面を有し、そして、過剰成長領域においてか
なりの転位の減少を示す。
【００３１】
　この方法を使用して製造され得る可能なデバイスとしては、レーザーダイオード（ＬＤ
）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、共鳴空洞ＬＥＤ（ＲＣ－ＬＥＤ）、垂直空洞表面発光レ
ーザー（ＶＣＳＥＬ）、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）、ヘテロ接合双極トラン
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ジスタ（ＨＢＴ）、ヘテロ接合場効果トランジスタ（ＨＦＥＴ）、ならびにＵＶ光検出器
および近ＵＶ光検出器が挙げられる。
【００３２】
　（実験結果）
　横方向エピタキシャル過剰成長が、非極性
【００３３】
【数１２】

ａ平面ＧａＮフィルムの螺旋転位（ｔｈｒｅａｄｉｎｇ　ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ）密度
を首尾良く減少させたという実験結果が、見出された。この節では、形態学および欠損減
少の結晶学的ストライプ配向に対する依存性を報告する。
【００３４】
　［０００１］および
【００３５】

【数１３】

に沿って整列されたストライプは、最も好ましいａ平面ＧａＮ　ＬＥＯストライプ配向で
あり、良く整えられた（ｗｅｌｌ－ｂｅｈａｖｅｄ）対称的な形態学を保有する。マスク
ブロッキングを介する螺旋転位減少を、最適な矩形断面を有する
【００３６】

【数１４】

ストライプに対する透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）によって観察した。カソードルミネセンス
（ＣＬ）研究は、ウィンドウ領域と比較して過剰成長領域に対して増加した発光を示した
。これらのストライプの横方向過剰成長の程度は、垂直ｃ平面サイドウォールの反体の極
性に起因して非対称的であった。逆に、螺旋転位は、同時に存在する曲がったかつ垂直な
【００３７】

【数１５】

面を保有する［０００１］ストライプの対称的な過剰成長領域に広がった。
【００３８】
　ストライプの形態学をＪＥＯＬ　６３００ＴＭ場放射走査電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）
を使用し、５ｋＶで操作して観察した。横方向過剰成長の微小構造を、ＪＥＯＬ　２００
０ＦＸＴＭ透過電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）を使用し２００ｋＶで操作して、断面におい
て研究した。カソードルミネセンス（ＣＬ）画像を、室温でＪＥＯＬ　６３００ＴＭ　Ｆ
Ｅ－ＳＥＭに装着されたＧａｔａｎ　ＭｏｎｏＣＬＴＭを使用して得、そして横方向過剰
成長ストライプからのルミネセンスの空間マップを提供した。
【００３９】
　横方向に過剰成長したｃ平面ＧａＮについて示されるように、マスクストライプ開口部
の結晶学的配向は、これゆえに、横方向過剰成長の特徴を形成する面を記載する。参考文
献１４を参照のこと。横方向に過剰成長したａ－ＧａＮの配向依存性を調査するために、
ＳｉＯ２マスクを「ワゴンホイール」設計を形成する矩形マスク開口部（ウィンドウ）の
任意のアレイによりパターン化した。ワゴンホイールパターンを作製するウィンドウは、
５μｍ幅および５°間隔で配向し、その結果、結晶学的マスク配向の範囲は、単一のＭＯ
ＣＶＤ成長を実行することで分析し得た。この実験設計は、線形マスク開口部から横方向
に過剰成長したｃ－平面ＧａＮの初期調査に使用した設計と類似する。参考文献１４およ
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び１５を参照のこと。
【００４０】
　図２は、ａ－ＧａＮ　ＬＥＯワゴンホイールパターンの半分を示す平面図操作電子顕微
鏡（ＳＥＭ）画像モンタージュである。この角度は、０°がＧａＮ　ｃ－軸［０００１］
に対応するワゴンホイールパターンへの参照を容易にするように含まれる。（ｃ－ＧａＮ
表面に対して）ａ－ＧａＮ表面の減少した対称性は、図２に示されるストライプ配向依存
性において明らかである。この図は、単一のワゴンホイールパターンの１８０°図である
。主に、この平面図ＳＥＭ画像は、横方向過剰成長が、全ての可能なストライプ配向に対
して生じたことを示す。より近くで検査する際に、３つのストライプ配向は、切子面にさ
れたサイドウォールを伴うことなく均一の形態学を有し：［０００１］に対して平行、Ｇ
ａＮ　ｃ－軸から４５°離れている、およびＧａＮ　ｃ－軸に対して垂直方向（
【００４１】
【数１６】

方向に対して平行）。ｃ－軸から４５°離れて配向したストライプは、
【００４２】
【数１７】

ストライプとして指標とされる。なぜなら、この結晶学的方向は、ｃ－軸との角度を４６
．８°にするためである。図２は、［０００１］から
【００４３】

【数１８】

まで変化したストライプ配向のように、ストライプ幅が、最大幅がｃ－軸から７０°離れ
て整列したストライプに達するまで増加したことを示す。この最大に達した後に、ストラ
イプ幅は、
【００４４】

【数１９】

に達するまで減少した。特定の結晶学的指標付けは、ｃ－ＧａＮと比較して、このフィル
ム／基板系の減少した対称性に起因して、この説明全体を通して一致して使用されること
に留意のこと。
【００４５】
　ａ－ＧａＮ　ＬＥＯ形態学に対するストライプ配向の効果を明確に観察するために、さ
らなる斜視図が必要である。図３（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ［０００１］
、
【００４６】
【数２０】

に対して平行に配向した３つのストライプの曲がった図による一連のＳＥＭ画像である。
ここで、これらの画像は、図２における０°、４５°、および９０°の配向標識に対応す
る（そして、５５μｍに相当するスケールバーを有する）。
【００４７】
　使用される成長条件について、［０００１］および
【００４８】
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【数２１】

のストライプは、曲がったサイドウォールおよび垂直なサイドウォールの種々の組み合わ
せを有した。特に、対称的な形態学を［０００１］ストライプについて観察し、一方、
【００４９】
【数２２】

ストライプは、１つの微小切子面垂直
【００５０】
【数２３】

サイドウォールおよび１つの曲がった
【００５１】
【数２４】

サイドウォールを有する非対称的な形態学を有した。［０００１］ストライプは、
【００５２】

【数２５】

平面の同じ結晶学的ファミリーからの同時に存在する垂直面および曲がった面を有した。
逆に、
【００５３】
【数２６】

ストライプは、垂直な（０００１）基礎平面サイドウォールを有する矩形断面を有した。
全体的に、［０００１］配向および
【００５４】
【数２７】

ストライプ配向は、均一で対称的な形態学を生じた。
【００５５】
　図４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、
【００５６】
【数２８】

ストライプの断面ＴＥＭ画像であり、ここで、図４（ａ）は、非対称的な過剰成長領域に
おける螺旋転位減少を示す。図４（ａ）において破線四角によって規定されるマスク縁部
領域の拡大図が、図４（ｂ）
【００５７】
【数２９】
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【００５８】
【数３０】

ストライプについて示される。この転位線は、ウィンドウ領域から［０００１］に沿って
整列したストライプに対する過剰成長領域へ屈曲し、この間、転位屈曲は、
【００５９】

【数３１】

ストライプについては観察されない。図４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、種々の回折条
件での明瞭場画像である：図４（ａ）ｇ＝
【００６０】

【数３２】

、図４（ｂ）ｇ＝０００６、および図４（ｃ）ｇ＝
【００６１】
【数３３】

。画像化されたストライプは、平行なストライプパターン（および、ワゴンホイールパタ
ーンではない）からのもであるが、類似の形態学をマスクストライプパターンに関わらず
観察した。
【００６２】
　螺旋転位（ｔｈｒｅａｄｉｎｇ　ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ：ＴＤ）の減少は、図４（ａ
）に断面ＴＥＭ画像に示されるように、
 
【００６３】
【数３４】

に沿って整列したＬＥＯストライプについて観察された。転位が、図４（ｂ）に示される
よに、横方向の過剰成長の方向へ屈曲することが観察されないので、マスクブロッキング
は、主な転位減少機構である。
 
【００６４】

【数３５】

ストライプと異なり、図４（ｃ）は、転位が［０００１］に沿って整列するストライプの
過剰成長領域へと広がったことを示す。この転位屈曲の正確な起源は、未だ未知であるが
、［０００１］ストライプ方向について曲げられた面の安定性は、重要な役割を果す。
 
【００６５】
　ＴＤ減少に加えて、図４（ａ）は、
【００６６】
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【数３６】

ストライプに対する横方向過剰成長速度における非対称を明らかにする。極性のｃ平面サ
イドウォールの存在は、この非対称を説明する。ストライプ方向に対して垂直な極性軸で
、１つのサイドウォールは、＋ｃ平面またはＧａ－面であり、一方、反対のサイドウォー
ルは、－ｃ平面またはＮ－面である。予期されるように、Ｇａ－面サイドウォールは、成
長条件に依存して約１０倍Ｎ－面サイドウォールよりも速く成長する。ｒサファイア上の
ａ－ＧａＮの極性は、収束性ビーム電子回折測定を使用して以前に測定されたことが記載
される。参考文献１３を参照のこと。極性は、
【００６７】
【数３７】

ストライプの横方向過剰成長にこのような有意な効果を有するので、図２および３におい
て観察される非対称な形態学が、構造の低い対称性に関連し得る。
【００６８】
　極性ＧａＮに対する横方向過剰成長の非対称性のさらなる証拠は、［０００１］、
【００６９】
【数３８】

および
【００７０】
【数３９】

のＬＥＯストライプの平面多色ＣＬ画像によって提供された。図５（ａ）、（ｂ）および
（ｃ）は、［０００１］、
【００７１】

【数４０】

および
【００７２】
【数４１】

に対して平行に配向されたストライプの平面多色ＣＬ画像であり、一方、図５（ｄ）は、
図５（ａ）、（ｂ）および（ｃ）に対して結晶学的方向を図示する。ＣＬ画像は、図３（
ａ）、（ｂ）および（ｃ）におけるＳＥＭによって画像化されたストライプに直接的に対
応して、図５（ａ）～（ｃ）に示した（そして、５５μｍを示すスケールバーを有する）
。各ストライプ方向内での斑点領域は、ＳｉＯ２マスクにおけるウィンドウを規定し、Ｔ
Ｄは、ＬＥＯストライプの上面に妨げられずに延びる。このＣＬ特徴は、極性ＧａＮ　Ｌ
ＥＯストライプに観察された。参考文献１６～１８を参照のこと。斑点領域は、［０００
１］ストライプの全体の幅を横切って伸び、これは、このストライプの方向に対して横方
向過剰成長領域への転位屈曲のＴＥＭ観察に対応する。図５（ａ）～（ｃ）に示される［
０００１］ストライプは、わずかな横方向過剰成長を有するにもかかわらず、同様の条件
下で成長した幅広いストライプのＣＬ測定は、図４（ｃ）において観察される転位屈曲を
確立した。
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【００７３】
【数４２】

ストライプの過剰成長領域からの均一なルミネセンスは、これらの領域が相対的にＴＤを
含まないことを確認する。
【００７４】

【数４３】

ストライプの横方向過剰成長速度に対する極性の効果がまた、明らかに観察される。
【００７５】
　要約すると、非極性
【００７６】

【数４４】

ａ平面ＧａＮフィルムのＬＥＯは、証明され、そしてＴＤ密度の減少が達成された。低対
称性のａ－ＧａＮ表面は、結晶学的ストライプ整列に依存したＬＥＯストライプ形態学を
示した。２つの主な方向（［０００１］および
【００７７】

【数４５】

）は、均一な対称性ストライプ形態学を有することが観察され；
【００７８】
【数４６】

ストライプは、垂直なサイドウォールを有し、一方、［０００１］ストライプは、同時に
存在する垂直なサイドウォールおよび曲がったサイドウォールを有した。転位減少は、
 
【００７９】
【数４７】

ストライプ中で達成され、一方、転位は、［０００１］ストライプの横方向過剰成長領域
へと広がった。［０００１］と
 
【００８０】
【数４８】

との間の方向（非対称性のストライプ形態学）が、観察された。非極性の横方向成長方向
を有する［０００１］ストライプを除いて、全てのストライプは、非対称性の横方向成長
速度を示した。継続中の研究は、非極性ＧａＮ　ＬＥＯの独特な構造的特性の調査を続け
る。
【００８１】
　（参考文献）
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　以下の参考文献が、本明細書中に参考として援用される：
【００８２】
【表１】

【００８３】
【表２】

【００８４】
【表３】

　（結論）
　これは、発明の好ましい実施形態の説明を結論付ける。以下は、本発明を達成するため
の、いくつかの代替の実施形態を記載する。
【００８５】
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　横方向過剰成長技術の重大な局面は、誘電性のマスク特異性およびＭＯＣＶＤ再成長条
件である。種々の誘電性材料、堆積技術およびパターン化方法を使用して、横方向過剰成
長に有効なマスクを組みたて得る。さらに、マスクパターンの方向、設計および寸法を改
変することは、後の横方向過剰成長の特性を最終的に決定する。転位減少を達成し、そし
てマスクを完全に過剰成長するために横方向過剰成長の十分な制御は、必要であり、その
結果、平面フィルムは再形成される。横方向過剰成長の特定の詳細（横方向～垂直の成長
速度比およびサイドウォール面の安定性を含む）は、ＭＯＣＶＤ再成長条件によって制御
される。ＭＯＣＶＤ成長条件は、反応器に依存性であり、そして特定の反応器設計の間で
変動し得る。成長温度、成長圧力、Ｖ／ＩＩＩ比、前駆体フロー、および原料のような条
件における基礎的なバリエーションが、本発明の可能な改変である。
 
【００８６】
　さらに、転位減少はまた、代替の過剰成長方法を使用して達成され得る。例えば、片持
ちばりエピタキシー、二重横方向エピタキシャル過剰成長（ｄｏｕｂｌｅ　ｌａｔｅｒａ
ｌ　ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ：二重ＬＥＯ）およびＳｉＮナノマスキ
ング技術は、横方向エピタキシャル過剰成長に対する代替として使用され得る。
 
【００８７】
　さらに、非極性のａ平面ＧａＮ薄膜が、本明細書中に記載されるが、同じ技術が、非極
性のｍ平面ＧａＮ薄膜に対して適用可能である。さらに、非極性のＩｎＮ薄膜、ＡｌＮ薄
膜、およびＡｌＩｎＧａＮ薄膜が、ＧａＮ薄膜の代わりに使用され得る。
【００８８】
　最後に、サファイア基板以外の基板が、非極性ＧａＮ成長のために使用され得る。これ
らの基板としては、炭化ケイ素、窒化ガリウム、ケイ素、酸化亜鉛、窒化ホウ素、アルミ
ン酸リチウム、ニオブ酸リチウム、ゲルマニウム、窒化アルミニウム、およびガリウム酸
リチウムが挙げられる。
【００８９】
　要約すると、本発明は、螺旋転位減少を生じる非極性
 
【００９０】
【数４９】

ａ平面ＧａＮシード層の横方向エピタキシャル過剰成長を記載する。第１に、薄いパター
ン化した誘電性マスクが、シード層に適用される。第２に、選択的なエピタキシャル再成
長が行われ、パターン化マスクの横方向過剰成長が達成される。再成長の際に、ＧａＮフ
ィルムは、垂直な成長方向に対して垂直な方向においてマスクを横方向過剰成長する前に
、最初に誘電性マスクの開口部を通って垂直に成長する。螺旋転位は、（１）成長フィル
ムに対して垂直な転位の広がりをブロックするマスクおよび（２）垂直から横方向までの
成長の移行による転位の屈曲によって過剰成長領域を減少する。
 
【００９１】
　本発明の１つ以上の実施形態の上記説明は、例示および説明の目的で提供された。排他
的であることも、本発明を開示された正確な形態に限定することも、意図されない。多く
の改変およびバリエーションが、上記教示を考慮して、可能である。本発明の範囲は、こ
の詳細な説明によって限定されるのではなく、本明細書に添付された特許請求の範囲によ
って限定されることが、意図される。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
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【図１】図１は、本発明の好ましい実施形態に従う、平面ヘテロエピタキシャル「シード
」層の横方向過剰成長によるａ－ＧａＮにおけるスレッディング転位密度を低減するため
の工程を示すフローチャートである。
【図２】図２は、ａ－ＧａＮ　ＬＥＯワゴンホイールパターンの半分を示す平面走査電子
顕微鏡（ＳＥＭ）画像写真である。
【図３】図３（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ、
【数４】

に対して平行に配向された３つのストライプの傾けられた図を含む一連のＳＥＭ画像であ
る。
【図４】図４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、
【数５】

ストライプの断面ＴＥＭ画像である。
【図５】図５（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、
【数６】

に対して平行に配向されたストライプの平面多色ＣＬ画像であり、一方、図５（ｄ）は、
図５（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の結晶学的配向を示す。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５（ａ）】

【図５（ｂ）－（ｄ）】
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