
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板表面に多数の細孔を有するＳｉ基板と、
　該基板上にエピタキシャル成長された、厚さが１ｎｍから１０μｍまでの間のＺｎＯ系
化合物半導体層と、
を含み、
　前記Ｓｉ基板は、少なくともその一部に、０．０００１Ω・ｃｍから１０００Ω・ｃｍ
までの間の比抵抗を有するｎ型またはｐ型の導電領域を含み、（１００）又は（１１０）
又は（１１１）面のいずれかの表面を有し、
　前記細孔は、１ｎｍから１０μｍまでの間の直径と、３ｎｍから１０μｍ間の深さと、
１０％から９０％までの間の多孔度とを有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　さらに、前記基板と前記半導体層との間に、バッファ層が形成されている請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項３】
　（ａ）ｎ型またはｐ型の導電性を有し、０．０００１Ω・ｃｍから１０００Ω・ｃｍま
での間の比抵抗を有し、（１００）又は（１１０）又は（１１１）面のいずれかを基板表
面とするＳｉ基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記Ｓｉ基板表面の少なくとも一部に、その表面から裏面に向けて延びる細孔を
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、直径が１ｎｍから１０μｍまでの間であり、深さが３ｎｍから１０μｍまでの間であり
、多孔度が１０％から９０％までの間となるように形成する工程と、
　（ｃ）細孔が形成された前記基板上にＺｎＯ系化合物半導体層を成長する工程と
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記（ｂ）工程は、弗化化合物ガスを用いた反応性イオンエッチングにより前記基板表
面から基板裏面の方向に向けて延びる細孔を形成する工程である請求項３に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項５】
　前記（ｂ）工程は、集束イオンビーム法により前記基板をエッチングする工程を含む請
求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記（ｂ）工程は、濃度が１％から５０％の弗化水素酸を用いて前記基板と弗化水素酸
との間に流す電流の電流密度を１ｍＡ／ｃｍ 2から５００ｍＡ／ｃｍ 2までの間とし、反応
時間を１秒から２０分までの間とする陽極化成工程を含む請求項３に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項７】
　前記（ｂ）工程は、濃度が０．０１ｍｏｌ／リットルから１０ｍｏｌ／リットルまでの
ＫＯＨ水溶液を用い、電流密度を１ｍＡ／ｃｍ 2から５００ｍＡ／ｃｍ 2までとして１秒か
ら２０分までの間の陽極酸化を行う工程と、陽極化成を行った後、前記陽極酸化工程によ
って形成された酸化膜を弗化水素酸によって除去する工程とを含む請求項３に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記（ｂ）工程は、スタールエッチング（ＨＦ、Ｃｒ 2Ｏ 3、Ｈ 2Ｏ）と、ダッシュエッ
チング（ＨＦ、ＨＮＯ 3、ＣＨ 3ＣＯＯＨ）と、セコエッチング（ＨＦ、Ｋ 2Ｃｒ 2Ｏ 7）と
、ライトエッチング（ＨＦ、ＨＮＯ 3、Ｃｒ 2Ｏ 3、Ｃｕ（ＮＯ 3） 2、Ｈ 2Ｏ、ＣＨ 3ＣＯＯ
Ｈ）と、ＫＯＨの異方性エッチング液と、からなる群から選択した少なくとも１種を用い
て基板をエッチングする工程を含む請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記（ｂ）工程と前記（ｃ）工程との間に、さらに、バッファ層を形成する工程を含む
請求項３から８までのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体技術に関し、特に、光半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
化学式Ｇａ uＡｌ v lｎ wＮ x（但し、０＝＜ｕ＝＜１、０＝＜ｖ＝＜１、０＝＜ｗ＝＜１、
０＝＜ｘ＝＜１である。尚、記号Ａ＝＜Ｂは、ＡはＢ以下であることを示す。）などで表
されるＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体（窒化物を含む化合物半導体）を用いた半導体装置とし
ては、例えば、青色発光素子や常温動作可能なトランジスタや、高速動作の可能なトラン
ジスタなどが注目されている。窒化物系化合物半導体を採用する場合に、基板をＧａＮ単
体のみで作製することは難しい。
【０００３】
そこで、窒化物系化合物半導体膜をそれとは異なる基板上にエピタキシャル成長させるこ
とになる。基板としてサファイア、またはＳｉＣ基板などが用いられている。また、近年
、Ｓｉ基板上に窒化物系化合物半導体を成長する手法が試みられている (例えば、特開平
５－３４３７４１号又は特開平９－９２８８２号公報を参照 )。Ｓｉ基板を用いると、１
２インチ以上の大面積の基板を比較的安価な価格で入手出来る点、表面の平坦性が他の材
料を用いた基板と比較して優れている点、種々の比抵抗、ドーピング濃度、又は結晶方位
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を有する基板を入手することが容易な点、導電性が高い基板を得られる点、スクライブが
容易である点、熱伝導性が高く基板上に発光素子などの半導体素子を作製した際の放熱性
が優れている点など、他の半導体基板を用いた場合と比較して、様々な利点を有している
。
【０００４】
別途、安価で大口径の基板を用いる試みとして、アモルファスＳｉや多結晶Ｓｉを用いた
半導体装置の研究も行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、Ｓｉ基板を用いた場合、Ｓｉ基板とその上に成長する窒化物系化合物半導
体エピタキシャル層との格子整合性が問題となる。両者の格子不整合を十分に緩和するこ
とが出来ないと、窒化物系化合物半導体エピタキシャル層の結晶性が悪くなり、実用的な
デバイスを製造することが難しくなるからである。
【０００６】
アモルファスＳｉや多結晶Ｓｉを基板として用いた場合にも、その上に結晶性が良い膜を
成長することが難しい。加えて、窒化物系化合物半導体エピタキシャル層の方が、アモル
ファスＳｉや多結晶Ｓｉよりも硬度が大きいため、窒化物系化合物半導体エピタキシャル
層に歪みが生じ、クラックが発生し易いという問題点を有していた。
【０００７】
本発明は、表面平坦性および結晶性が良好な窒化物系化合物半導体エピタキシャル層を含
む半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の一観点によれば、基板表面に多数の細孔を有するＳｉ基板と、該基板上にエピタ
キシャル成長された、厚さが１ｎｍから１０μｍまでの間のＺｎＯ系化合物半導体層と、
を含み、前記Ｓｉ基板は、少なくともその一部に、０．０００１Ω・ｃｍから１０００Ω
・ｃｍまでの間の比抵抗を有するｎ型またはｐ型の導電領域を含み、（１００）又は（１
１０）又は（１１１）面のいずれかの表面を有し、前記細孔は、１ｎｍから１０μｍまで
の間の直径と、３ｎｍから１０μｍ間の深さと、１０％から９０％までの間の多孔度とを
有することを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１３】
本発明の他の観点によれば、（ａ）ｎ型またはｐ型の導電性を有し、０．０００１Ω・ｃ
ｍから１０００Ω・ｃｍまでの間の比抵抗を有し、（１００）又は（１１０）又は（１１
１）面のいずれかを基板表面とするＳｉ基板を準備する工程と、（ｂ）前記Ｓｉ基板表面
の少なくとも一部に、その表面から裏面に向けて延びる細孔を、直径が１ｎｍから１０μ
ｍまでの間であり、深さが３ｎｍから１０μｍまでの間であり、多孔度が１０％から９０
％までの間となるように形成する工程と、（ｃ）細孔が形成された前記基板上にＺｎＯ系
化合物半導体層を成長する工程とを含む半導体装置の製造方法が提供される。
【００１５】
【発明の実施の形態】
発明者は、鋭意実験を重ねた結果、表面に多数の細孔を有する基板（以下「細孔基板」と
称する。）を用いて結晶成長を行うと、基板とその上に成長する結晶層との間の格子不整
合に起因する問題点を解決できることを発見した。
【００１６】
以下、本発明の第１の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について、図１から
図６までを参照しながら説明する。まず、細孔基板の製造方法について説明する。
【００１７】
図１は、細孔形成装置を用いて細孔基板の製造方法を示す概略図である。図１に示すよう
に、細孔形成装置Ａは、フッ素樹脂等の対薬品性に優れた、例えば、テフロンからなる電
解漕３と、電解層３内の温度を一定に保つための恒温槽１５とを含む。電解漕３の下部に
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は基板を保持するためのステージ８が設けられている。
【００１８】
ステージ８上にＳｉ基板１が載せられている。電解漕３中にＳｉ基板１の表面に接触する
電解液５、例えばＨＦ：Ｃ 2Ｈ 5ＯＨ＝１：１の溶液が満たされている。電解液５中にＰｔ
製のメッシュ電極７が浸けられている。Ｓｉ基板１の裏面にはＡｌ電極１ａが形成されて
いる。Ａｌ電極１ａとメッシュ電極７との間は電気的に接続されており、その間に直流電
源（電流源）１１ａと電流計１１ｂとが設けられている。電解漕３の上に、ランプ１７が
設けられている。電気化学的エッチングの促進のためには、正孔を必要とする。ｎ型基板
中には正孔が存在しないので、正孔を供給するために光の照射が必要となる場合がある。
そこで、ランプ１７を電解漕３の上に設けた。
【００１９】
Ｓｉ基板１の比抵抗、ドーピング不純物のタイプ、電解質５中のＨＦ濃度、化成電流密度
を制御することにより、基板表面から裏面側に向けて延びる種々のサイズの細孔を形成す
ることができる。特に、Ｓｉ基板上に結晶成長を行うのに好ましい１ｎｍから１０ｎｍ径
の細孔を形成するには、ｐ型の不純物がドーピングされたＳｉ基板を用いると良い。基板
に１０ｎｍから１００ｎｍ径の細孔を形成するためには、ｎ型の不純物をドーピングした
基板を用いると良い。例えば、導電型がｎ型であり、基板の面方位が（１００）であり、
基板の比抵抗が０．０１ΩｃｍであるＳｉ基板を用いて化成処理を行った。
【００２０】
Ｓｉ基板１の裏面にＡｌ電極１ａが形成されている。Ａｌ電極１ａとＰｔメッシュ電極７
との間に、例えば電流密度１０ｍＡ／ｃｍ 2で１０分間通電した。電解漕３全体の温度は
、ほぼ０℃に保たれている。上記の装置を用いると、Ｓｉ基板１に、基板表面に対して法
線方向に細孔を形成することができる。
【００２１】
細孔を再現性良く形成するために、Ｓｉ基板１と、その裏面に蒸着するＡｌ電極１ａとの
オーミックコンタクトのコンタクト抵抗を下げることが重要である。そこで、Ｓｉ基板１
の裏面にＡｌを真空蒸着器により蒸着する際に、Ｓｉ基板１を４００℃程度に加熱しなが
ら、３００ｎｍから５００ｎｍの厚さのＡｌを蒸着した。
【００２２】
細孔形成工程が終了した後に、液体ＣＯ 2またはペンタン等の有機溶媒を用い、超臨界条
件下において超臨界洗浄を施す。これにより、細孔形成時に付着した、水や有機物或いは
Ｓｉ化合物などを除去する。これらを除去することが、細孔基板上に別の半導体をエピタ
キシャル成長するためには重要となる。
【００２３】
図２は、ＨＦ濃度と電流密度を変化させた場合における基板に形成された細孔の形状を模
式的に示す断面図である。Ａｌ電極１ａとＰｔメッシュ電極７との間の電流密度は、５ｍ
Ａ／ｃｍ 2の条件と１０ｍＡ／ｃｍ 2の条件とを用いた。図２に示すように、ＨＦの濃度を
３％から１０％までに変化させると、いずれの電流密度条件を用いた場合でも、ＨＦ濃度
の増大とともに細孔の径が小さくなることがわかった。また、電流密度を５ｍＡ／ｃｍ２
から１０ｍＡ／ｃｍ２に増加すると、細孔の径は一般的に増大している。尚、図２では、
ハッチを施した部分に細孔が形成されている。
【００２４】
図３は、電流密度として５ｍＡ／ｃｍ 2の条件を用いて細孔を形成した場合の、細孔の直
径のＨＦ濃度依存性を示す。
【００２５】
図３に示すように、細孔の直径は、ＨＦ濃度の増加とともに小さくなる。細孔の深さの制
御は、化成時間によって調整する。細孔の直径は、上記のＨＦ濃度のほかに、電流密度等
によっても制御できる。
【００２６】
Ｓｉ基板と格子整合しないＩＩＩ－Ｖ族半導体、またはＩＩ－ＶＩ族半導体、またはＩＶ
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族半導体等、種々の半導体を用い、それらの各格子間隔（格子定数）に合せて細孔の径を
コントロールすることが出来る。出発基板や成長層の種類に応じて細孔の径を変化させる
ことにより、上記の種々の基板上に良好なエピタキシャル層を形成することができる。
【００２７】
図４を参照して、細孔を形成したＳｉ基板上に、ＧａＮをエピタキシャル成長させる場合
を例に説明する。
【００２８】
図４に示すように、細孔２１ａが多数形成されている細孔基板２１と未処理のＳｉ基板と
の両方に、ＭＯＣＶＤ法によりＧａＮ層を成長し、結晶性の比較を行った。
【００２９】
まず、両方の基板上に、バッファ層２３としてＡｌＮ層を１０ｎｍから３００ｎｍの厚さ
でエピタキシャル成長する。結晶成長温度は、５００℃から１１００℃である。結晶成長
に用いる材料ガスは、ＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）とＮＨ 3とを用いた。キャリア
ガス（雰囲気ガス）として、Ｈ 2とＮ 2との混合ガスを用いた。常圧に近いガス圧、すなわ
ち、例えば７００Ｔｏｒｒ（９３．３Ｐａ）から８００Ｔｏｒｒ（１０６．７Ｐａ）の間
のガス圧の条件下で結晶成長を行う。
【００３０】
ＧａＮ層を、１μｍから３μｍの厚さ分エピタキシャル成長する。結晶成長温度は６００
℃から１１００℃の間である。材料ガスは、ＴＭＧ（トリメチルガリウム）とＮＨ 3を用
いる。キャリアガス（雰囲気ガス）はＨ 2とＮ 2との混合ガスである。常圧に近いガス圧、
例えば７００Ｔｏｒｒ（９３．３Ｐａ）から８００Ｔｏｒｒ（１０６．７Ｐａ）で成長を
行う。
【００３１】
図５は、上記の条件下でエピタキシャル成長を行ったＧａＮ結晶をＸＲＤ（Ｘ線回折）測
定して得られたロッキングカーブである。
【００３２】
縦軸の単位は任意単位である。横軸の単位は、θ（ｄｅｇ）である。
【００３３】
図６は、ＧａＮ結晶のＰＬ発光特性を示すスペクトルである。尚、図５及び図６には、細
孔基板上に成長させた結晶と、通常のＳｉ基板上に同条件で成長させた結晶とを比較して
示している。
【００３４】
図５及び図６に示すように、細孔基板上に成長したＧａＮ膜は、通常のＳｉ基板上に成長
したＧａＮ膜よりも結晶性が良いことがわかる。
【００３５】
例えば図５に示すロッキングカーブによれば、通常のＳｉ基板上に成長させたＧａＮ結晶
の場合（破線で示す）は、１７．２１ｄｅｇ付近でのピークの半値幅は４００ａｒｃｓｅ
ｃ程度である。これに対して、細孔基板上のＧａＮ結晶の場合（実線で示す）は、１７．
２１ｄｅｇ付近でのピークの半値幅が２８０ａｒｃｓｅｃと小さい値を示す。ピークの高
さも細孔基板上に成長したＧａＮ結晶の方が高い。このことより、細孔基板上に成長した
ＧａＮ結晶の方が結晶性が良好であることがわかる。
【００３６】
図６に示すように、ＰＬ発光スペクトルのデータによれば、通常のＳｉ基板上に成長させ
たＧａＮ結晶の場合には、高エネルギー側のエネルギーの分離が見られない。加えて、自
由励起子のＬＯレプリカが鮮明でない。
【００３７】
細孔基板上に成長したＧａＮ結晶の場合には、高エネルギー側のエネルギーの分離が見ら
れる。中性のドナーまたはアクセプタに束縛された励起子のピークもはっきりと現れてい
る。ピーク自体の高さも２倍ほど大きい。さらに、ＥＸ－ＬＯに起因するピークが３．３
３ｅＶ付近に見られる。細孔基板上のＧａＮ層の結晶性が良好であることが確認できた。
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【００３８】
細孔基板上に成長したＧａＮ膜の結晶性の向上は、細孔基板の凸部がｗｉｎｄｏｗ、凹部
がｗｉｎｇの働きをしてエピタキシャル・ラテラル・オーパーグロース (Ｅｐｉｔａｘｉ
ａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ）を起こしているためと考えられる。
【００３９】
ＥＬＯに関して、ＧａＡｓ／Ｓｉ成長技術を例に図１５を参照して説明する。
【００４０】
図１５に示すように、Ｓｉ基板の表面にＧａＡｓ層を成長する。ＧａＡｓ層中には、Ｓｉ
とＧａＡｓとの格子定数の違いに起因して転位（ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ）が入る。この
ＧａＡｓ層上を、例えばＳｉＯ 2膜などのマスクで覆い、一部領域に開口（ウインドウ）
を形成しておく。この状態において、ＧａＡｓ層をエピタキシャル成長すると、ＧａＡｓ
層は開口領域に選択成長する。さらに、ＧａＡｓ層のエピタキシャル成長を継続すると、
成長条件を選択することによりマスク上に沿ってＧａＡｓ層を横方向に成長させることが
できる。基板からの転位（貫通転位）は、横方向には伝搬せず、開口以外の領域（ウイン
グ：ｗｉｎｇ）には、無転位のＧａＡｓ結晶が成長できる。
【００４１】
以上のように、細孔基板上に、基板と格子定数の異なる結晶を成長させると、成長した結
晶の結晶性が良好になる。細孔の存在が結晶性を向上させるもう１つの要因は、基板と基
板上に成長する結晶の格子不整合が、基板に形成された細孔の存在により緩和されるので
はないかと考えられる。
【００４２】
次に本発明の第２の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について図７から１０
までを参照して説明する。
【００４３】
第２の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について、上記細孔基板上にＺｎＯ
をエピタキシャル成長する技術を例にして説明する。以下に、所定の条件で細孔基板上に
成長させたＺｎＯ単結晶成長の具体的な成長例について説明する。尚、ＺｎＯ単結晶層は
、ＲＳ－ＭＢＥ法により成長を行った。
【００４４】
図７に、ＲＳＭＢＥによる結晶成長装置（以下「ＭＢＥ装置」という。）を示す。
【００４５】
ＭＢＥ装置Ｂは、結晶成長が行われるチャンバ３１と、チャンバ３１を超高真空状態に保
つ真空ポンプＰとを含む。チャンバ３１は、Ｚｎを蒸発させるためのＺｎ用ポート４０と
、Ｏラジカルを照射するためのＯラジカルポート４１と、Ｎラジカルを照射するためのＮ
ラジカルポート４３とを含む。
【００４６】
Ｚｎ用ポート４０は、Ｚｎ（純度７Ｎ）原料４５を収容するとともに加熱・蒸発させるク
ヌーセンセル（Ｋｎｕｄｓｅｎ　ｃｅｌｌ：　以下Ｋセルと呼ぶ。）４７とＫセルの開口
を開閉するためのシャッタＳ 1とを備えている。
【００４７】
Ｏラジカルポート４１は、無電極放電管内に原料ガスである酸素ガスを導入し、高周波（
１３ .５６ＭＨｚ）を用いて生成したＯラジカルを、ＭＢＥチャンバ３１内に噴出させる
。Ｏラジカルのビームに対して流量を調整するためのオリフィス４１ａが設けられている
。
【００４８】
Ｎラジカルポート４３は、無電極放電管を備えている。無電極放電間内に原料ガスである
窒素ガスを導入する。高周波（１３ .５６ＭＨｚ）を用いてＮをラジカル化し、ＭＢＥチ
ャンバ３１内に噴出する。Ｎラジカルポート４１にもシャッタＳ 2が設けられている。
【００４９】
チャンバ３１内には、結晶成長の下地となる細孔基板１を保持する基板ホルダー５１と、
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基板ホルダー５１を加熱するためのヒータ５３とが設けられている。細孔基板１の基板温
度は熱電対５５によって測定可能である。基板ホルダー５１の位置は、ベローズを用いた
マニュピュレータ５７によって移動可能である。
【００５０】
チャンバ３１内に、成長した結晶層の特性をモニタリングするためのＲＨＥＥＤガン６１
とＲＨＥＥＤスクリーン６３とが設けられている。ＲＨＥＥＤガン６１とＲＨＥＥＤスク
リーン６３とを用いて、ＭＢＥ装置Ｂ内での結晶成長の様子（成長量、成長した結晶層の
質）をモニタリングしながら成長を行うことができる。
【００５１】
結晶成長の温度、結晶成長膜の厚さ、チャンバ内の真空度等は、制御装置Ｃによって適宜
制御される。
【００５２】
以下に、細孔基板１上にＺｎＯ層を成長する工程について、図８も参照して詳細に説明す
る。結晶成長はＭＢＥ法により行う。
【００５３】
ガスソースの流量は、ｃｃｍ単位で示したが、これは、周知のように２５℃、１気圧での
流量を示したものである。
【００５４】
細孔７１ａを形成した細孔基板７１を、装置内の基板ホルダにセットする。その後、基板
温度７００℃、高真空下で１時間、細孔基板７１の熱処理を行った。次いで、細孔基板７
１上にＺｎＯバッファ層７３を成長させる。ＺｎＯバッファ層７３は、細孔基板７１と結
晶成長層との間の歪みを緩和させるための層であり、かつ、バッファ層７３の上に単結晶
ＺｎＯ層を成長させるための種（ｓｅｅｄ）となる層である。
【００５５】
従って、バッファ層７３の表面に平坦性が要求される。ＺｎＯバッファ層７３の成長条件
は、ＺｎＯ単結晶層の成長条件とは異なり、低温かつＺｎリッチな成長条件の下で行う。
具体的には、Ｚｎのビーム量は７．０×１０ - 7Ｔｏｒｒ（９．３×１０ - 5Ｐａ）に設定す
る。酸素供給源としてＲＦプラズマソース（純度６Ｎの酸素を導入）を用いる。酸素の流
量は、チャンバ内圧力値Ｐｏが５×１０ - 5Ｔｏｒｒ（６．６７×１０ - 3Ｐａ）、ガス流量
が２ＳＣＣＭであり、ＲＦパワーは１５０Ｗである。成長温度は、３００℃から５００℃
の間である。成長するＺｎＯバッファ層７３の厚みは、１０ｎｍから１００ｎｍの間であ
る。
【００５６】
ＺｎＯバッファ層７３を成長した後、ＺｎＯバッファ層７３表面を結晶化させるため、例
えば７００℃程度の温度で１０分から２０分程度熱処理を行う。その後、ＺｎＯ単結晶層

７５の成長を行う。基板温度を６００℃とする。Ｚｎのビー
ム量は７．０×１０ - 7Ｔｏｒｒ（９．３×１０ - 5Ｐａ）である。酸素流量は、チャンバ内
の酸素の分圧として、Ｐｏ 2＝５×１０ - 5Ｔｏｒｒ（６．６７×１０ - 3Ｐａ）、ガス流量
が２ＳＣＣＭ、ＲＦパワーが３００Ｗである。成長するＺｎＯ単結晶層の厚みは、２μｍ
である。
【００５７】
上記の条件により成長した単結晶ＺｎＯ層の結晶評価を行った。図９は、単結晶ＺｎＯ層
を測定した場合のロッキングカーブ、図１０はＰＬ発光スペクトルである。通常のＳｉ基
板と細孔基板とを用いてＺｎＯ層を成長した場合について比較を行った。
【００５８】
図９に示すロッキングカーブによれば、１７．３ｄｅｇ付近のピークの半値幅は、通常の
Ｓｉ基板上に成長したＺｎＯ単結晶の場合（破線）が５００から６００ａｒｃｓｅｃであ
る。一方、細孔基板上に成長したＺｎＯ単結晶の場合（実線）が２５０から３００ａｒｃ
ｓｅｃである。細孔基板上に成長したＺｎＯ単結晶の方が、ロッキングカーブの半値幅が
大幅に小さくなっている。
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【００５９】
図１０に示すＰＬ発光スペクトルによれば、細孔基板上に成長したＺｎＯ単結晶層では、
３６０ｎｍ近傍のピークの強度が高くなっている。加えて、通常の基板上に成長したＺｎ
Ｏ単結晶層において観測されていた５６０ｎｍを中心とするブロードなピークが、細孔基
板上に成長したＺｎＯ結晶の場合（実線）では観測されなかった。
【００６０】
以上の結果より、細孔基板を用いてＺｎＯ単結晶層を成長した方が、通常の基板上にＺｎ
Ｏ単結晶層を成長した場合よりも、結晶性に優れていることがわかる。
【００６１】
次に、本発明の第３の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について、図１１及
び図１２を参照して説明する。
【００６２】
本実施の形態による半導体装置に用いられる基板中には、ｐ型の不純物がドーピングされ
ており、半導体基板の比抵抗が１Ωｃｍから１０Ωｃｍまでの間である。Ｓｉ基板の表面
の面方位が（１００）である基板に対して細孔形成処理を行った。
【００６３】
尚、基板の化成処理条件は、電流密度が２０ｍＡ／ｃｍ 2とし、通電時間が１０分間であ
る。前述のように、化成条件の再現性を良くするためには、Ｓｉ基板の裏面に蒸着するＡ
ｌ電極のオーミックコンタクトを良好にすることが重要となる。本実施の形態においては
、Ｓｉ基板の裏面にＡｌを真空蒸着する際、Ｓｉ基板を４００℃程度に加熱しながら、３
００ｎｍから５００ｎｍの厚さのＡｌ層を蒸着した。
【００６４】
その後、第１の実施の形態による半導体製造方法と同様の装置を用いて化成処理を行った
。化成処理溶液としては、ＨＦ：Ｃ 2Ｈ 5ＯＨの混合溶液を用いた。化成処理工程の終了後
は、液体ＣＯ 2またはペンタン等の有機溶媒を使用して、超臨界洗浄を施した。
【００６５】
図１１に細孔の直径のＨＦ濃度依存性を示す。ＨＦの濃度を１０％から８０％まで変化さ
せて化成処理を行うと、１ｎｍから１２ｎｍまでの領域で多孔質Ｓｉの細孔の径を調整す
ることができる。細孔の深さは、化成時間により制御する。ｐ型Ｓｉ基板に細孔を形成し
た場合には、細孔の径が非常に小さい。そこで、図１１のグラフを求める際に必要な細孔
の直径の測定には、小角Ｘ線散乱法を用いた。フッ酸濃度及び電流密度等により制御する
ことで、所望の細孔の大きさを得ることが出来る。Ｓｉ基板と格子整合しないＩＩＩ－Ｖ
族半導体、またはＩＩ－ＩＶ族半導体、またはＩＶ族半導体等、種々の半導体に適合する
ように細孔の径を制御することが出来る。出発基板の種類を変えずに、細孔の径を変化さ
せる処理を行うことにより種々の半導体層を、出発基板上にエピタキシャル成長すること
が出来る。
【００６６】
細孔処理を施したＳｉ基板上と未処理のＳｉ基板上とに、ＭＯＣＶＤ法によりＧａＮ層を
成長し、両ＧａＮ層の結晶特性を比較した。
【００６７】
図１２に半導体装置の構造を示す。ｐ型シリコン基板に多数の細孔８１ａを形成するため
の細孔処理を施す。細孔が形成された細孔基板８１上にバッファ層８３としてＡｌＮ層を
１０ｎｍから３００ｎｍまでの厚さでエピタキシャル成長する。成長温度は５００℃から
１１００℃、材料ガスはＴＭＡとＮＨ 3である。雰囲気ガスはＨ 2とＮ 2との混合ガスを用
いた。ガス圧は、常圧付近、例えば、７００Ｔｏｒｒ（９．３×１０ 4Ｐａ）から８００
Ｔｏｒｒ（１．０７×１０ 5Ｐａ）までの圧力である。
【００６８】
次に、ＧａＮ層８５を１μｍから３μｍ程度の厚さエピタキシャル成長する。成長温度は
６００℃から１１００℃である。材料ガスは、ＴＭＧとＮＨ 3である。キャリアガス（雰
囲気ガス）はＨ 2とＮ 2の混合ガスである。
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【００６９】
細孔基板８１と未処理基板とに関して、それらの上に成長したＧａＮ層のロッキングカー
ブ測定及びＰＬスペクトル測定を行った。その結果、細孔基板８１上に結晶成長したＧａ
Ｎ層は、未処理基板上に結晶成長したＧａＮ層に比べて、結晶性の良い結晶層が形成され
ていることがわかった。細孔基板８１を用いた場合には、細孔基板の凸部がｗｉｎｄｏｗ
、凹部（細孔部）がｗｉｎｇの働きをしてエピタキシャル・ラテラル・オーバーグロース
（Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ）がなされたと考えられ
る。
【００７０】
次に、本発明の第４の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について図１３を参
照して説明する。第３の実施の形態による半導体装置及びその製造方法の場合と同様に、
基板に細孔９１ａを形成する処理を行う。細孔基板９１が形成される。
【００７１】
以下に、細孔基板上にＺｎＯ単結晶を成長させる例について説明する。第２の実施の形態
による半導体装置及びその製造方法の場合と同様に、ＲＳ－ＭＢＥ法により結晶成長を行
った。
【００７２】
細孔形成処理を行ったｐ型Ｓｉ基板を、基板ホルダーに装着する。ＭＢＥ装置内の基板マ
ニピュレーターに基板をセットした後、基板温度＝７００℃、高真空下で 1時間の熱処理
を施した。
【００７３】
上記の基板前処理の後、まずＺｎＯバッファ層９３を成長する。ＺｎＯバッファ層９３は
上述のように、基板との歪みを緩和させるための層である。加えて、ＺｎＯバッファ層９
３は、その上に単結晶ＺｎＯ層を成長させるため平坦性が必要である。従って、ＺｎＯバ
ッファ層９３の成長条件は単結晶層の成長条件とは異なり低温かつＺｎリッチの条件下で
の成長を行う。
【００７４】
より具体的には、固体ソースのＺｎ（７Ｎ）をＫセル中に入れ、ビーム量Ｐ Z n：７．０×
１０ - 7Ｔｏｒｒ（９．３×１０ - 5Ｐａ）に設定する。酸素供給源としてＲＦプラズマソー
ス (純度６Ｎの酸素ガスを導入する )を用い、酸素流量はそのチャンバ内の圧力値としてＰ
（Ｏ 2）：５．０×１０ - 5Ｔｏｒｒ（６．６７×１０ - 5Ｐａ）、流量を２ＳＣＣＭとする
。ＲＦパワーは、１５０Ｗとした。成長温度は３００℃から５００℃の範囲で行う。Ｚｎ
Ｏバッファ層９３の厚みは１０ｎｍから１００ｎｍまでの間である。
【００７５】
ＺｎＯバッファ層９３を成長した後に、バッファ層の表面を結晶化させるために、所定の
温度 (例えば７００℃ )で１０から２０分程度の熱処理を行う。その後ＺｎＯの単結晶を成
長する。ＺｎＯ単結晶層９５の成長条件は、例えば基板温度が６００℃、Ｚｎ（７Ｎ）の
ビーム量：Ｐ Z n＝７．０×１０ - 7Ｔｏｒｒ、酸素流量はそのチャンバ圧力値としてＰ（Ｏ

2）：５．０×１０ - 5Ｔｏｒｒ、流量を２ＳＣＣＭとする。ＲＦパワーは、３００Ｗとし
た。
【００７６】
細孔基板と未処理基板との上に、以上の条件下でＺｎＯ単結晶層９５を成長した。サンプ
ルのロッキングカーブ測定及びＰＬ発光スペクトル測定から、細孔基板を用いると、未処
理基板を用いた場合と比較して結晶性の良いＺｎＯ単結晶層が得られていることがわかる
。
【００７７】
尚、例えばフォトリソグラフィー技術などを用いて、基板上に所定の領域のみに細孔を形
成することも可能である。細孔を形成した領域とその上に形成された結晶層とは、細孔領
域以外の領域上に成長した層と比べて良好な結晶性を示す。
【００７８】
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次に、本発明の第５の実施の形態による半導体装置及びその製造方法について図１４を参
照して説明する。
【００７９】
図１４に示すように、シリコン基板９１に細孔９１ａを多数形成した基板上に、バッファ
層１０３を形成する。バッファ層１０３上に半導体層１０５を形成する。半導体層１０５
は、基板と格子定数の異なるＩＩＩ－Ｖ族半導体層、またはＩＩ－ＶＩ族半導体層、また
はＩＶ族半導体層であり、例えば、エピタキシャル成長された半導体層である。
【００８０】
例えば、半導体層１０５は、Ｓｉ xＧｅ yＣ 1 - x - y（０＜＝ｘ，ｙ＜＝１）とＩｎ xＧａ yＡ
ｌ 1 - x - yＰ zＡｓ 1 - z（０＜＝ｘ，ｙ，ｚ＜＝１）とＺｎ WＣｄ 1 - WＴｅ XＯ 1 - x - y - z（（０＜
＝ｗ，ｘ，ｙ，ｚ＜＝１）とからなる群のうちから選択した少なくとも１種を用いること
ができる。
【００８１】
上記のような種々の基板や結晶層を用いれば、周知の半導体製造技術と組み合わせること
により、種々の半導体装置や光半導体装置、液晶表示装置などを製造することができる。
【００８２】
基板１０１は、Ｓｉ基板以外の基板も用いることができる。例えば、ＧａＡｓ又はＧａＰ
又はＩｎＰ又はＩｎＡｓ基板や、ＺｎＯ又はＺｎＳ又はＺｎＳｅ又はＺｎＴｅ又はＣｄＴ
ｅなどの化合物半導体基板やＳｉＣ基板を用いても良い。ガラス基板上にＩＴＯ（Ｉｎｄ
ｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）などの透明画素電極を形成した基板を用いても良い。
【００８３】
また、上記細孔形成工程に用いることができるエッチング液は、ＨＦ系の溶液に限定され
るものではなく、ＫＯＨ等のアルカリ溶液を用いてこともできる。ＫＯＨ水溶液の濃度を
０．０１から１０ｍｏｌ／リットルとし、電流密度１から５００ｍＶ・ｃｍ 2として、化
成処理時間を１秒から１０分の間とする。
【００８４】
その後、フッ化水素酸を用いて酸化膜を除去し、液体ＣＯ 2またはペンタン等の有機溶媒
を使用して超臨界洗浄を施し、化成時に付着する水又は有機物又はＳｉ化合物を除去する
。ＨＦを用いた細孔形成工程の場合と同様に、多孔度が１０％から９０％となる程度に多
数の細孔を有する半導体基板を形成することが出来る。細孔を形成する膜厚の制御は、化
成時間にて行う。上記の方法を用いても、細孔の大きさをＫＯＨ濃度、電流密度等を制御
することによって所望の値に制御することが出来る。尚、多孔度とは、基板表層部全体の
体積のうち、細孔による空洞が形成された部分の体積の割合で表される。
【００８５】
そのため、基板に対して格子不整合を有するＩＩＩ－Ｖ族半導体層、またはＩＩ－ＶＩ族
半導体層、またはＩＶ族半導体層等、種々の半導体層の格子間隔に合せて、細孔の径をコ
ントロールすることが出来る。基板の種類を変えずに、細孔の径を変化させるだけで、上
記の半導体層を結晶性良くエピタキシャル成長することができる。また、上記のような電
解液を用いたエッチング方法以外に、フッ素化合物のガスを用いた反応性イオンエッチン
グ又はＧａイオン等用いた集束イオンビームエッチングにより、基板に、１０ｎｍから１
０μｍまでの深さを有し、１０ｎｍら１０μｍまでの径を有する細孔を形成できる。
【００８６】
エッチングされた領域とエッチングされていない領域との体積比が０．１：０．９から０
．９：０．１までの比になるように多数の細孔を形成し、その上に基板と格子定数が一致
しないＩＩＩＶ族半導体層、またはＩＩ－ＶＩ族半導体層、またはＩＶ族半導体層をエピ
タキシャル成長するのに適した出発基板を提供することが出来る。
【００８７】
また、上記、電解液を用いたエッチング手法ならびに弗化化合物ガスを用いたエッチング
手法だけでなく、スタールエッチング（Ｓｔｉｒｌ　ｅｔｃｈｉｎｇ：例えば、ＨＦ＝１
００ｃｃ、Ｃｒ 2Ｏ 3＝５０ｇ、Ｈ 2＝１００ｃｃの組成のもの）、ダッシュエッチ（Ｄａ
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ｓｈ　ｅｔｃｈｉｎｇ：例えば、ＨＦ＝１００ｃｃ、ＨＮＯ 3＝３０ｃｃ、ＣＨ 3ＣＯＯＨ
＝１２０ｃｃの組成のもの）、セコエッチング（Ｓｅｃｃｏ　ｅｔｃｈｉｎｇ：例えば、
ＨＦ＝１００ｃｃ、Ｋ 2Ｃｒ 2Ｏ 7＝５０ｇ（０．１５ｍｏｌ／リットル）の組成のもの）
、ライトエッチング（Ｗｒｉｇｈｔ　ｅｔｃｈｉｎｇ：例えば、ＨＦ＝６０ｃｃ、ＨＮＯ

3＝３０ｃｃ、Ｃｒ 2Ｏ 3＝３０ｃｃ（５ｍｏｌ／リットル）、Ｃｕ（ＮＯ 3） 2＝２．２ｇ
、Ｈ 2Ｏ＝６０ｃｃ、ＣＨ 3ＣＯＯＨ＝６０ｃｃの組成のもの）、ＫＯＨの異方性エッチン
グ液などの溶液のみによるエッチングにおいても１ｎｍから１０μｍ径までの細孔を、３
ｎｍから１０μｍまでの間の深さで形成し、エッチングされた領域とエッチングされてい
ない領域との体積比が１：９から５：５までの比になるように多数の細孔を形成すること
もできる。
【００８８】
このような方法によっても、格子定数の異なるＩＩＩ－Ｖ族半導体層、またはＩＩ－ＶＩ
族半導体層、またはＩＶ族半導体層をエピタキシャル成長する場合に適した基板を提供す
ることが出来る。
【００８９】
以上、実施の形態に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではな
い。
【００９０】
例えば、半導体層の構成薄層の厚さは所望の特性を満足する範囲で任意に変更することが
できる。超格子層を形成しても良い。ガスの供給シーケンスも上述のものに制限されない
。成長条件その他のプロセスパラメータも種々選択することができる。その他、種々の変
更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者には自明あろう。
【００９１】
【発明の効果】
細孔を形成した半導体基板上に、これらの基板と格子不整合を有するＩＩＩ－Ｖ族半導体
層、またはＩＩ－ＶＩ族半導体層、またはＩＶ族半導体層をエピタキシャル成長する際に
、基板と半導体層との格子不整合が存在しても、それに起因する歪み応力が緩和され、基
板上に結晶性の良い、表面平坦性の良いエピタキシャル成長膜を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態による半導体製造技術に用いられる細孔形成装置の
断面図である。
【図２】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置において、フッ酸濃度と電流密度
とを変えて、基板に細孔を形成した際の細孔の形状を模式的に示す断面図である。
【図３】　本発明の第１の実施の形態による半導体製造技術を用いて、基板に細孔を形成
する際の、フッ酸濃度と細孔の直径との関係を示す図である。
【図４】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置の構造断面図である。
【図５】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置のＸＲＤのスペクトル図である。
併せて、Ｓｉ基板上に形成した場合のスペクトルも示す。
【図６】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置のＰＬ発光スペクトルである。併
せて、Ｓｉ基板上に形成した場合のスペクトルも示す。
【図７】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置を製造するためのＲＳ－ＭＢＥ法
に用いる結晶成長装置である。
【図８】　本発明の第１の実施の形態による半導体装置の構造断面図である。
【図９】　本発明の第２の実施の形態による半導体装置のＸＲＤのスペクトル図である。
併せて、Ｓｉ基板上に形成した場合のスペクトルも示す。
【図１０】　本発明の第２の実施の形態による半導体装置のＰＬ発光スペクトルである。
併せて、Ｓｉ基板上に形成した場合のスペクトルも示す。
【図１１】　本発明の第３の実施の形態による半導体装置において、基板に細孔を形成す
る際の、フッ酸濃度と細孔の直径との関係を示す図である。
【図１２】　本発明の第３の実施の形態による半導体装置の構造断面図である。
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【図１３】　本発明の第４の実施の形態による半導体装置の構造断面図である。
【図１４】　本発明の第５の実施の形態による半導体装置の構造断面図である。
【図１５】　ＥＬＯ成長の原理を説明するための断面図である。
【符号の説明】
Ａ　細孔形成装置
１　シリコン基板
３　セル
５　電解液
７　メッシュ電極
１１ａ　電流源
２１、７１、８１、９１、１０１　基板
２１ａ、７１ａ、８１ａ、９１ａ、１０１ａ　細孔
２３、７３、８３、９３、１０３　バッファ層
２５、７５、８５、９５、１０５　半導体層
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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