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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　III－Ｖ族窒化物系半導体結晶からなる自立したIII－Ｖ族窒化物系半導体基板であって
、
　前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶の少なくとも基板表面における転位密度分布が実質
的に均一であり、前記基板表面から１０μｍの深さまでの前記基板表面と平行な任意の断
面での平均転位密度が５×１０6cm-2以下で、かつ前記断面の任意の場所の４００μｍ2の
単位面積を横切る転位線の数が４００より少なく、前記基板の厚さは、２００μｍ以上１
ｍｍ以下であることを特徴とするIII－Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項２】
　前記基板表面とほぼ垂直な軸に転位線が集まり、転位線が密となっている領域と、転位
線が疎となっている領域を有する第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層の上に、転位密
度分布が実質的に均一な第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を１０μｍ以上の厚さに
わたって基板表面まで形成したことを特徴とする請求項１記載のIII－Ｖ族窒化物系半導
体基板。
【請求項３】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層と前記第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶
層との間で、転位密度分布が連続的に変化していることを特徴とする請求項２記載のIII
－Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項４】
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　前記基板表面における平均転位密度が基板裏面における平均転位密度よりも小さいこと
を特徴とする請求項１記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項５】
　前記基板表面における転位密度のばらつきの範囲が、前記基板裏面の転位密度のばらつ
きの範囲と同じかそれより小さいことを特徴とする請求項４記載のIII－Ｖ族窒化物系半
導体基板。
【請求項６】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層は、前記転位線が密となっている領域が複
数存在し、かつそれらの領域の間隔がそれぞれ１０μｍ以上あることを特徴とする請求項
２記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項７】
　前記基板の表面に研磨加工が施されていることを特徴とする請求項１記載のIII－Ｖ族
窒化物系半導体基板。
【請求項８】
　前記基板の裏面に研磨加工が施されていることを特徴とする請求項１記載のIII－Ｖ族
窒化物系半導体基板。
【請求項９】
　前記基板の表面が（０００１）のIII族面であることを特徴とする請求項１記載のIII－
Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項１０】
　前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶の組成がＩｎxＧａyＡｌ1-x-yＮ（０≦ｘ≦１、０≦
ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）で表されることを特徴とする請求項１記載のIII－Ｖ族窒化物
系半導体基板。
【請求項１１】
　前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶に不純物がドープされていることを特徴とする請求
項１記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板。
【請求項１２】
　前記請求項１に記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板上に、ホモエピタキシャル成長さ
れたIII－Ｖ族窒化物系半導体層を設けたことを特徴とするIII－Ｖ族窒化物系半導体。
【請求項１３】
　前記請求項１に記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を得るための製造方法であって、
　異種基板の上面に、ＧａＮ層と、さらにその上にＴｉ薄膜を形成し、熱処理を施してＧ
ａＮ層にボイドを形成すると共に前記Ｔｉ薄膜を窒化して穴形成ＴｉＮ層を形成し、その
上にＨＶＰＥ法によりIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶を結晶成長界面に複数の凹凸を出し
ながら成長させる工程と、前記複数の凹凸を埋めるように前記III－Ｖ族窒化物系半導体
結晶の結晶成長を行い、前記結晶成長界面を平坦化する工程により、結晶内に発生した転
位線を集積させつつ、前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶全体での転位密度の低減を図り
、前記平坦化された結晶界面とほぼ垂直な軸に転位線が集まり、転位線が密となっている
領域と、転位線が疎となっている領域を有する第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を
形成し、
　更に、平坦化した結晶成長界面の形状を保ったまま継続して結晶成長を行う工程により
、一旦集積した転位線が再度前記結晶中に均一に分散していく過渡的な層を形成すると共
に、さらにその上に、転位密度が低くその分布が実質的に均一な第二のIII－Ｖ族窒化物
系半導体結晶層を１０μｍ以上の厚さにわたって形成し、
　更に、分離工程により、前記異種基板の上面に形成した前記III－Ｖ族窒化物系半導体
結晶を前記異種基板から分離することを特徴とするIII－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造
方法。
【請求項１４】
　更に、前記基板の厚さが２００μｍ未満にならないように前記基板の表面に鏡面研磨加
工を施す鏡面研磨工程を備えたことを特徴とする請求項１３記載のIII－Ｖ族窒化物系半
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導体基板の製造方法。
【請求項１５】
　更に、前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層の全てを除去する完全除去工程を備
えることを特徴とする請求項１３記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法。
【請求項１６】
　更に、切断工程により、前記第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を結晶成長方向と
垂直に切断し、結晶基板を取得することを特徴とする請求項１３記載のIII－Ｖ族窒化物
系半導体基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成する工程において、結晶成長の途中
で成長雰囲気ガスの水素濃度をそれまでより高くすることにより、前記結晶成長界面の前
記凹凸を埋め、前記結晶成長界面を平坦化することを特徴とする請求項１３項記載のIII
－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成する工程において、結晶成長の途中
でIII族原料の分圧をそれまでより高くすることにより、前記結晶成長界面の前記凹凸を
埋め、前記結晶成長界面を平坦化することを特徴とする請求項１３記載のIII－Ｖ族窒化
物系半導体基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記複数の凹凸を出しながら成長させる工程において、前記凹凸の凹部の結晶成長方向
と平行な断面での形状が、ファセット面で囲まれたすり鉢状であることを特徴とする請求
項１３記載のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、III－Ｖ族窒化物系半導体基板及びその製造方法並びにIII－Ｖ族窒化物系半
導体に関し、更に詳しくは、表面における転位密度分布が均一で低転位なIII－Ｖ族窒化
物系半導体基板及びその製造方法、並びに該半導体基板上に窒化物系半導体層をエピタキ
シャル成長させたIII－Ｖ族窒化物系半導体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）、窒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）、窒化ガリウムアル
ミニウム（ＧａＡｌＮ）等のIII－Ｖ族窒化物系半導体材料は、禁制帯幅が充分大きく、
バンド間遷移も直接遷移型であるため、短波長発光素子への適用が盛んに検討されている
。また、電子の飽和ドリフト速度が大きいこと、ヘテロ接合による２次元キャリアガスの
利用が可能なこと等から、電子素子への応用も期待されている。
【０００３】
　これらの素子を構成する窒化物半導体層は、有機金属気相成長法（ＭＯＶＰＥ）、分子
線気相成長法（ＭＢＥ）、ハイドライド気相成長法（ＨＶＰＥ）等の気相成長法を用いて
下地基板上にエピタキシャル成長を行うことにより得られる。ところが、窒化物半導体層
と格子定数が整合する下地基板が存在しないため、良質の成長層を得ることが困難であり
、得られる窒化物半導体層中には多くの結晶欠陥が含まれていた。結晶欠陥は素子特性の
向上を阻害する要因であるので、これまで窒化物半導体層中の結晶欠陥を低減する検討が
盛んに行われてきた。
【０００４】
　結晶欠陥が比較的少ないIII族元素窒化物系結晶を得る方法として、サファイア等の異
種基板上に低温堆積緩衝層（バッファ層）を形成し、その上にエピタキシャル成長層を形
成する方法が知られている。低温堆積緩衝層を用いた結晶成長法では、まずサファイア等
の基板上にＡｌＮ又はＧａＮを５００℃付近で堆積し、アモルファス状の膜ないし一部多
結晶を含む連続膜を形成する。これを１０００℃付近に昇温することにより一部を蒸発さ
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せ、又は結晶化させて、密度の高い結晶核を形成する。これを成長の核として比較的結晶
性のよいＧａＮ膜が得られる。しかしながら、低温堆積緩衝層を形成する方法を用いても
、得られる基板には貫通転位や空孔等の結晶欠陥が相当程度存在し、現在望まれている高
性能の素子を得るには不充分であった。
【０００５】
　以上の事情に鑑み、結晶成長用の基板としてＧａＮ基板を用い、この上に素子部を構成
する半導体多層膜を形成する方法が盛んに検討されている。本明細書では、結晶成長用の
ＧａＮ基板を自立したＧａＮ基板（ＧａＮ自立基板）と呼ぶ。ＧａＮ自立基板を得る方法
として、ＥＬＯ（Epitaxial Lateral Overgrowth:例えば、非特許文献１参照）技術が知
られている。ＥＬＯ法は、下地基板に開口部を有するマスクを形成し、開口部からラテラ
ル成長させることにより転位の少ないＧａＮ層を得る技術である。特許文献１では、この
ＥＬＯ法を用いてサファイア基板上にＧａＮ層を形成した後、サファイア基板をエッチン
グ等により除去し、ＧａＮ自立基板を得ることを提案している。
【０００６】
　ＥＬＯ法をさらに発展させた方法として、ＦＩＥＬＯ（Facet-Initiated Epitaxial La
teral Overgrowth:例えば、非特許文献２参照）法が開発された。ＦＩＥＬＯ法は、酸化
シリコンマスクを用いて選択成長を行う点でＥＬＯ法と共通するが、選択成長の際にマス
ク開口部にファセットを形成する点で相違している。ファセットを形成することにより、
転位の伝搬方向を変え、エピタキシャル成長層の上面に至る貫通転位を低減する。ＦＩＥ
ＬＯ法を用いて、例えばサファイア等の下地基板上に厚膜のＧａＮ層を成長させ、その後
下地基板を除去すれば、結晶欠陥の比較的少ない良質のＧａＮ自立基板を得ることができ
る。
【０００７】
　また、低転位のＧａＮ自立基板を得る方法として、ＤＥＥＰ（Dislocation Eliminatio
n by the Epi-growth with Inverted-Pyramidal Pits:例えば、非特許文献３、特許文献
２参照）法が開発された。ＤＥＥＰ法は、ＧａＡｓ基板上にパターニングした窒化珪素等
のマスクを用いてＧａＮを成長させることにより、結晶表面に意図的にファセット面で囲
まれたピットを複数形成し、前記ピットの底部に転位を集積させることにより、その他の
領域を低転位化するものである。
【０００８】
　上記のＥＬＯ法やＤＥＥＰ法では、結晶成長の初期に結晶成長界面にファセット面を出
しながら結晶を成長させる。結晶成長中に伝播してくる転位は、ファセット面があるとそ
の進行方向を曲げる性質がある。これを利用して転位が結晶表面に到達しないようにする
ことで、基板表面の転位密度を下げることができる。また、結晶成長界面に、ファセット
で囲まれたピットを出しながら結晶を成長させると、転位はピットの底部に高密度に集積
する。転位が集積すれば、互いにぶつかった転位が消滅する、あるいは転位ループを形成
して表面への進行が止まるという作用も期待でき、より効果的に転位密度を減少させるこ
とができる。
【０００９】
　また、特許文献３では、転位密度の低いIII族窒化物系半導体基板の製造方法として、
基材上に第一のIII族窒化物系半導体層が設けられた下地基板または第一のIII族窒化物系
半導体からなる下地基板上に金属膜を形成し、水素ガスまたは水素含有化合物ガスを含む
雰囲気中で前記下地基板を熱処理して前記第一のIII族窒化物系半導体層中に空隙を形成
し、前記金属膜の上に第二のIII族窒化物系半導体層を形成する方法（ＶＡＳ法）が記載
されている。
【００１０】
　ＥＬＯ法やＤＥＥＰ法等の異種基板上にＨＶＰＥ法でＧａＮ膜を成長し、その後、下地
基板からＧａＮ層を剥離することで得られたＧａＮ基板は、通常アズグロウンの状態では
、その表面にピットやヒロック等のモフォロジが現れており、また、裏面も梨地状に荒れ
ている。このため、そのままではデバイス作製のためのエピタキシャル層を成長させるこ
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とが難しく、基板の表面と裏面を研磨加工して鏡面に仕上げてから、デバイス作製に使用
するのが一般的である。
【特許文献１】特開平１１－２５１２５３号公報
【特許文献２】特開２００３－１６５７９９号公報
【特許文献３】特開２００３－１７８９８４号公報
【非特許文献１】Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７１(１８)２６３８（１９９７）
【非特許文献２】Ａ．Ｕｓｕｉ， ｅｔ ａｌ．， Ｊｐｎ． Ｊ． Ａｐｐｌ． Ｐｈｙｓ．
 Ｖｏｌ． ３６（１９９７）ｐｐ．Ｌ８９９－Ｌ９０２
【非特許文献３】Ｋ．Ｍｏｔｏｋｉ ｅｔ．ａｌ．， Ｊｐｎ．Ｊ． Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ
． Ｖｏｌ．４０（２００１）ｐｐ．Ｌ１４０－Ｌ１４３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そもそも、ＳｉやＧａＡｓといった従来から用いられている半導体基板では、結晶イン
ゴットから基板を切り出すというその製造方法からして、基板の表裏で転位密度やその分
布が大きく異なるという問題は発生し得ない。しかし、ＧａＮ自立基板では、異種基板上
に厚くエピタキシャル成長した結晶を、成長後に剥離させることで基板として用いるので
、結晶成長初期のヘテロエピ成長界面近傍は、どうしても転位の発生を低く抑えることが
難しい。このため、高密度に発生した転位を、基板とする厚膜エピ結晶成長中に低減し、
最終的に基板表面で低転位化を実現しなければならない。そこで、前述のＥＬＯ法、ＦＩ
ＥＬＯ法、ＤＥＥＰ法のような転位低減の方法が考案された。
【００１２】
　しかしながら、このような方法で作製したＧａＮ自立基板は転位密度が低減されている
ものの、基板表面における転位密度の分布にばらつきが大きい。特に、転位密度が局所的
に高い領域が基板表面に散見される場合がある。
【００１３】
　結晶成長界面に、ファセット面を出したままの凹凸が存在する状態で結晶成長を続けれ
ば、いつまでもその表面に転位密度の密集領域が形成されたままになる。前述のＤＥＥＰ
法は、この成長形態により転位の密集領域の間にできる低転位領域を積極的に利用するア
イデアであるが、この方法によれば、非常に転位密度の低い領域が得られる反面、基板表
面全体での転位密度分布の均一性は犠牲になる。
【００１４】
　また、特許文献３のようにキャリアガス中の水素混合量を増やしたり、結晶成長の途中
で結晶成長条件を変える等の手段により、ファセット成長を終息させたりすると、結晶成
長界面が平坦化し、前述のピットの底部に集積していた転位が、結晶成長の進行につれて
、再びばらけだすことが知られている。しかしながら、従来は、基板の深さ方向に対する
転位密度分布を考慮することなく、基板の成長や研磨加工を行なっていた。このため、集
積した転位が完全にばらけていなかったり、せっかく均一に転位が分散した層を、基板表
面の研磨により削り取ってしまい、その結果、鏡面仕上げした基板表面では、転位密度分
布が大きくばらついているということが往々にして起こっていた。
【００１５】
　基板表面に、転位密度の集積した領域が存在していると、その領域上に成長したデバイ
ス特性を劣化させる、例えば、レーザーダイオードの出力を低下させたり、寿命を劣化さ
せる等の問題が生じる。
【００１６】
　従って、本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、低
転位密度であるとともに、転位密度分布が実質的に均一な表面層を所定の厚さで有するII
I－Ｖ族窒化物系半導体基板、及び同基板を再現良く製造する方法、並びにそのような基
板を用いて結晶の均一性が高いIII－Ｖ族窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させたI
II－Ｖ族窒化物系半導体を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者は、III－Ｖ族窒化物系半導体基板上に特性の揃った発光素子を歩留まり良く
形成するためには基板の深さ方向に対する転位密度分布を考慮することが重要であるとい
う観点から鋭意研究し、III－Ｖ族窒化物系半導体基板の表面近傍（例えば、少なくとも
深さ１０μｍまでの領域）における転位密度分布が実質的に均一であれば、その上に成長
させるＧａＮ系エピタキシャル層の表面モフォロジや特性の均一性が阻害されることがな
いことを見出した。本発明はかかる知見に基づいてなされたものである。
【００１８】
　即ち、本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板は、III－Ｖ族窒化物系半導体結晶からな
る自立したIII－Ｖ族窒化物系半導体基板であって、前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶の
少なくとも基板表面における転位密度分布が実質的に均一であり、前記基板表面から１０
μｍの深さまでの前記基板表面と平行な任意の断面での平均転位密度が５×１０6cm-2以
下で、かつ前記断面の任意の場所の４００μｍ2の単位面積を横切る転位線の数が４００
より少なく、前記基板の厚さは、２００μｍ以上１ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００１９】
【００２０】
【００２１】
　また、前記基板表面とほぼ垂直な軸に転位線が集まり、転位線が密となっている領域と
、転位線が疎となっている領域を有する第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層の上に、
転位密度分布が実質的に均一な第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を１０μｍ以上の
厚さにわたって基板表面まで形成したことを特徴とする。
【００２２】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層と前記第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶
層との間で、転位密度分布が連続的に変化していることが好ましい。
【００２３】
【００２４】
　前記基板表面における平均転位密度が基板裏面における平均転位密度よりも小さいこと
が好ましく、前記基板表面における転位密度のばらつきの範囲が前記基板裏面の転位密度
のばらつきの範囲と同じかそれより小さいことが好ましい。
【００２５】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層は、前記転位線が密となっている領域が複
数存在し、かつそれらの領域の間隔がそれぞれ１０μｍ以上あることが好ましい。
【００２６】
　前記基板の表面及び／又は裏面に研磨加工が施されていることが好ましい。
【００２７】
　前記基板の表面が（０００１）のIII族面であることが好ましい。
【００２８】
【００２９】
　前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶の組成がInxGayAl1-x-yＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１
、０≦ｘ＋ｙ≦１）で表すことができる。
【００３０】
　前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶に不純物がドープされていることが好ましい。
【００３１】
【００３２】
【００３３】
　また、本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法は、異種基板の上面に、Ｇａ
Ｎ層と、さらにその上にＴｉ薄膜を形成し、熱処理を施してＧａＮ層にボイドを形成する
と共に前記Ｔｉ薄膜を窒化して穴形成ＴｉＮ層を形成し、その上にＨＶＰＥ法によりIII
－Ｖ族窒化物系半導体結晶を結晶成長界面に複数の凹凸を出しながら成長させる工程と、
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前記複数の凹凸を埋めるように前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶の結晶成長を行い、前
記結晶成長界面を平坦化する工程により、結晶内に発生した転位線を集積させつつ、前記
III－Ｖ族窒化物系半導体結晶全体での転位密度の低減を図り、前記平坦化された結晶界
面とほぼ垂直な軸に転位線が集まり、転位線が密となっている領域と、転位線が疎となっ
ている領域を有する第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成し、更に、平坦化した
結晶成長界面の形状を保ったまま継続して結晶成長を行う工程により、一旦集積した転位
線が再度前記結晶中に均一に分散していく過渡的な層を形成すると共に、さらにその上に
、転位密度が低くその分布が実質的に均一な第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を１
０μｍ以上の厚さにわたって形成し、更に、分離工程により、前記異種基板の上面に形成
した前記III－Ｖ族窒化物系半導体結晶を前記異種基板から分離することを特徴とする。
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
　前記除去工程は、前記基板の厚さが２００μｍ未満にならないように前記基板の裏面に
研磨加工を施すことにより行うことが好ましい。また、更に、前記基板の厚さが２００μ
ｍ未満にならないように前記基板の表面に鏡面研磨加工を施す鏡面研磨工程を備えること
が好ましい。
【００３８】
　更に、前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層の全てを除去する完全除去工程を備
えることが好ましい。
【００３９】
　前記第二のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成する工程において、前記第二のIII－
Ｖ族窒化物系半導体結晶層を厚く形成し、更に、切断工程により、前記第二のIII－Ｖ族
窒化物系半導体結晶層を結晶成長方向と垂直に切断し、結晶基板を取得することができる
。
【００４０】
　また、異種基板を用いる方法では、更に、切断工程により、前記第二のIII－Ｖ族窒化
物系半導体結晶層を結晶成長方向と垂直に切断し、結晶基板を取得することができる。
【００４１】
　前記切断した結晶基板の表裏両面を研磨加工することが好ましい。
【００４２】
【００４３】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成する工程において、結晶成長の途中
で成長雰囲気ガスの水素濃度をそれまでより高くすることにより、前記結晶成長界面の前
記凹凸を埋め、前記結晶成長界面を平坦化することができる。
【００４４】
　前記第一のIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶層を形成する工程において、結晶成長の途中
でIII族原料の分圧をそれまでより高くすることにより、前記結晶成長界面の前記凹凸を
埋め、前記結晶成長界面を平坦化することもできる。
【００４５】
　前記複数の凹凸を出しながら成長させる工程において、前記凹凸の凹部の結晶成長方向
と平行な断面での形状が、ファセット面で囲まれたすり鉢状であることができる。
【００４６】
　また、本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体は、基板表面から１０μｍの深さまでの表面
層における転位密度分布が実質的に均一であるIII－Ｖ族窒化物系半導体結晶からなる自
立した基板上に、ホモエピタキシャル成長されたIII－Ｖ族窒化物系半導体層を設けたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００４７】
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　本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板によれば、当該基板上に窒化物系半導体をエピ
タキシャル成長させた際に、歪が蓄積されにくく、また、結晶成長中の成長界面温度の均
一性も高く、結晶性の良好なエピタキシャル成長層を得ることができる。また、歪の蓄積
が起きにくいことから、プロセス時の基板の割れや欠けといった問題も生じにくくなる。
【００４８】
　また、本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法によれば、転位密度が低く、
かつ表面における転位密度が実質的に均一な自立したIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を安
定的かつ再現性良く得ることができる。
【００４９】
　更に、本発明のIII－Ｖ族窒化物系半導体によれば、結晶性が向上し、均一性が高く、
歪の蓄積も起きにくいエピタキシャル成長層が得られているので、発光素子や電子素子等
のデバイスを作製する際に、素子特性の向上や、歩留りの大幅な向上が期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　本発明は、III－Ｖ族窒化物系半導体基板上に特性の揃った発光素子を歩留まり良く形
成するために、低転位密度であるとともに転位密度分布が実質的に均一な表面層を所定の
厚さで有するIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を提供しようとするものである。
【００５１】
（転位密度分布が実質的に均一な表面層が得られる原理）
　まず、上記のような低転位密度であるとともに転位密度分布が実質的に均一な表面層を
有するIII－Ｖ族窒化物系半導体基板が得られる原理について説明する。
　図１は、本発明の一実施形態としてのIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を得るための原理
工程の概略を示すものである。
【００５２】
　まず最初に、III－Ｖ族窒化物系半導体結晶を成長界面に凹凸を出しながら成長させる
（工程Ｉ）。例えば、III－Ｖ族窒化物系半導体基板の成長初期に意図的に成長界面にフ
ァセットを出現させたままの凹凸が存在する状態で結晶成長を続けると、結晶成長中に伝
播してくる転位は、ファセット面によりその進行方向を曲げる。また、結晶成長界面に、
ファセットで囲まれたピットを出しながら結晶を成長させると、転位はピットの底部に高
密度に集積する。転位が集積すれば、互いにぶつかった転位が消滅する、あるいは転位ル
ープを形成して表面への進行が止まるという作用も期待でき、より効果的に転位密度を減
少させることができる。このようにして、III－Ｖ族窒化物系半導体結晶を成長界面に凹
凸を出しながら成長させることにより、転位の伝搬方向を曲げて集積させ、基板表面に達
する転位を少なくして全体の転位密度を下げることができる。
【００５３】
　次に、凹凸を埋めるようにして結晶成長を行って、成長界面を平坦化させる（工程ＩＩ
）。
　工程Ｉを継続し、結晶成長界面にファセット面を出したままの凹凸が存在する状態で結
晶成長を続ければ、いつまでもその表面に転位密度の密集領域が形成されたままになる。
そこで、キャリアガス中の水素混合量を増やしたり、結晶成長の途中で結晶成長条件を変
える等の手段により、ファセット成長を終息させたりして結晶成長界面を平坦化させる。
【００５４】
　最後に、平坦化した状態で結晶成長を行い、一旦集積した転位線が再び分散していく過
渡的な層を形成し、さらにその上に転位線を結晶中に均一に分散させた結晶層を１０μｍ
以上形成する（工程ＩＩＩ）。
　結晶成長界面が平坦化すると、前述のピットの底部に集積していた転位が、結晶成長の
進行につれて、再びばらけだす。ここで、一旦集積した転位線が再び分散してIII－Ｖ族
窒化物系半導体層において転位線が実質的に均一に分散するためには、平坦化した状態で
結晶成長を１０μｍ以上、望ましくは３０μｍ以上行う必要がある。さらに、引き続き平
坦化した状態で結晶成長を行い、転位線が実質的に均一に分散した層を少なくとも１０μ
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ｍ以上成長させることにより、III－Ｖ族窒化物系半導体基板上に成長させるＧａＮ系エ
ピタキシャル層の表面モフォロジや特性の均一性を良好なものとすることができる。
【００５５】
（III－Ｖ族窒化物系半導体基板の製造方法）
　以下、図２を参照しつつ、上記原理に基づき、異種基板を用いて本実施形態に係るIII
－Ｖ族窒化物系半導体基板を製造する方法について説明する。
【００５６】
　まず、サファイア基板等の異種基板を用意する（工程イ）。サファイア基板は、ＧａＮ
結晶の成長温度である１０００℃以上の高温域でも安定で、結晶成長の原料ガスや雰囲気
ガスであるＨ2やＮＨ3，ＨＣｌとも反応しないため好ましい。また、基板の表面は（００
０１）のIII族面であるのが望ましい。ＧａＮ系の結晶は極性が強く、III族面の方がＶ族
面（窒素面）より化学的及び熱的に安定で、デバイスの作製が容易であるからである。
【００５７】
　次いで、この異種基板上に、III－Ｖ族窒化物系半導体結晶を成長界面に凹凸を出しな
がら成長させる（工程ロ）。
【００５８】
　III－Ｖ族窒化物系半導体としては、ＩｎxＧａyＡｌ1-x-yＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１
、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成で表される半導体が挙げられる。このうち、ＧａＮ、ＡｌＧａ
Ｎ等の半導体が好ましく用いられる。これは強度、製造安定性等、基板材料に求められる
特性を満足するからである。
【００５９】
　III－Ｖ族窒化物系半導体中でも、結晶成長後にエピタキシャル成長層を異種基板から
剥離してエピタキシャル成長させた層の自立基板を作成する場合は、結晶成長速度の速い
ＨＶＰＥ法を用いることが好ましい。
【００６０】
　また、成長界面に凹凸を出しながら結晶成長させるには、上記キャリアガス中の水素分
圧を低くする。
【００６１】
　第一の層は、結晶成長表面に凹凸を出しながら成長させる工程（工程ロ）と、結晶成長
面を平坦化する工程（工程ハ）の２つの工程で形成される。この２つの工程により、結晶
内に発生した転位線を集積させつつ、結晶全体での転位密度の低減を図り、前記平坦化さ
れた結晶界面とほぼ垂直な軸に転位線が集まり、転位線が密となっている領域と、転位線
が疎となっている領域を有する第一層が形成される。
【００６２】
　成長界面を平坦化するには、気相成長の途中でキャリアガス中の水素分圧を増加させる
のが効果的であるが、結晶成長初期から水素分圧やＧａＣｌ分圧がある程度高い場合には
、結晶成長過程の途中で成長条件を変更しなくても成長界面を平坦化することができる。
また、その他にも、III－Ｖ族窒化物系半導体の横方向成長を促進させる不純物、例えば
Ｍｇ等を添加する方法によっても、成長界面を平坦化することができる。
【００６３】
　次に、平坦化した結晶成長界面の形状を保ったまま継続して結晶成長を行う工程（工程
ニ）により、一旦集積した転位線が再度前記結晶中に均一に分散していく過渡的な層を形
成すると共に、さらにその上に、転位密度が低くその分布が実質的に均一な第二のIII－
Ｖ族窒化物系半導体結晶層を１０μｍ以上の厚さにわたって形成する。
【００６４】
　上記した過渡的な層は、転位線を均一に分散させるために１０μｍ以上、望ましくは３
０μｍ以上必要である。また、転位密度が低くその分布が実質的に均一な第二の層は、上
記した通り、表面から少なくとも１０μｍ以上であるが、望ましくは５０μｍ以上必要で
ある。第二の層が少なくとも１０μｍ以上必要な理由は、第二の層の上に品質良くエピタ
キシャル成長を行うためには比熱が不均一な第一の層から離しておく必要があるためであ
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る。
【００６５】
　更に、III－Ｖ族窒化物系半導体エピタキシャル成長層を異種基板から分離する（工程
ホ）。異種基板の分離方法としては、ＶＡＳ法やエッチングによる方法等を適用すること
ができる。この中でも、いわゆるＶＡＳ法を用いて製造されることが望ましい。ＶＡＳ法
では、成長するＧａＮ基板の反りの発生量が比較的小さく、ばらつき量の小さな基板の作
製が可能となるからである。
【００６６】
（表面研磨）
　得られたIII－Ｖ族窒化物系半導体は、表面を鏡面研磨するのが望ましい。一般に、厚
く成長させたアズグロウンのIII－Ｖ族窒化物系半導体エピタキシャル層表面には、ヒロ
ック等の大きな凹凸や、ステップバンチングによって現れると思われる微少な凹凸が多数
存在している。これらは、その上にエピタキシャル層を成長させたときのモフォロジや、
膜厚、組成等を不均一にする要因となるばかりでなく、デバイス作製プロセスにおいても
、フォトリソグラフィ工程の露光精度を落とす要因となる。従って、基板表面は平坦な鏡
面であるのが望ましい。鏡面を研磨加工で得ようとすると、結晶の表面から数μｍ～数百
μｍを削り落とす必要がある。本発明においては、研磨で表面層を削り落とした後でも、
転位密度分布の実質的に均一な層を１０μｍ以上の厚さに残すことが必要である。従って
、基板表面を研磨仕上げする場合、研磨代を見越して、結晶成長時に転位密度分布の均一
な層をあらかじめ厚く成長させておく必要がある。従って、第二層の表面層の鏡面研磨前
の深さは、少なくとも１０μｍ＋鏡面研磨代とすべきである。
【００６７】
（裏面研磨）
　III－Ｖ族窒化物系半導体基板に反りがあると、基板上にデバイス構造のエピタキシャ
ル成長を行う際に、基板の裏面とサセプタとが密着せず、このため基板を加熱した際の基
板への熱の伝わり方が不均一になって、基板面内で温度分布が生じてしまう。基板面内で
温度に差があると、エピタキシャル成長を行う際に、成長膜厚、組成、不純物濃度等にば
らつきが生じてしまい、面内で均一な成長を行うことができず、ひいてはデバイス特性の
ばらつきを大きくする要因となる。
【００６８】
（自立基板）
　このようにして自立したIII－Ｖ族窒化物系半導体基板（自立基板）が得られる。
　ここで、本明細書における用語の「自立した基板」又は「自立基板」とは、自らの形状
を保持できるだけでなく、ハンドリングに不都合が生じない程度の強度を有する基板をい
う。このような強度を有するためには、自立基板の厚さを２００μｍ以上とするのが好ま
しい。また素子形成後の劈開の容易性等を考慮して、自立基板の厚さを１ｍｍ以下とする
のが好ましい。１ｍｍを超えると劈開が困難となって劈開面に凹凸が生じ、その結果、た
とえば半導体レーザ等に適用した場合、反射のロスによるデバイス特性の劣化が問題とな
るからである。
【００６９】
　図３に、自立基板の一例としてのＧａＮ自立基板を示す。このＧａＮ自立基板１は、転
位線２が高密度に集積した領域（転位線が密の領域）を有する第一層（Ａ層）と、その上
に形成された、転位密度分布が実質的に均一な第二層（Ｂ層）との２つに大きく分類され
る。ここで、Ｂ層は、厚さ１０μｍ以上であり、ＧａＮ自立基板１表面まで形成されてい
る。前記転位線２が高密度に集積した領域をＧａＮ自立基板１の表面と平行な面で切った
断面の当該領域の４００μｍ2の単位面積を横切る転位線の数は、４００～４００００で
ある。従って、前記第一層は、基板表面に平行な任意の断面において、各断面内のいづれ
かの場所で、４００μｍ2の単位面積を横切る転位線の数が４００～４００００となる層
とも言える。前記第二層は、基板表面から１０μｍの深さまでの基板表面と平行な任意の
断面での平均転位密度が５×１０7cm-2以下で、かつ前記断面の任意の場所の４００μｍ2
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の単位面積を横切る転位線の数が４００より少ない層とも言える。
【００７０】
（転位密度）
　ここで、本明細書において、「転位密度」とは、単位面積あたりを横切る転位線の数で
あり、一般的に単位面積として数百～数千μｍ2程度の領域で計数される。通常、単位面
積は、単位面積を横切る転位線の数が１００程度になるように設定する。「平均転位密度
」とは、この転位密度を基板面内の複数の点で測定した平均値として算出される。また、
一般に、転位密度のばらつきは、（ａ）転位密度の（最大値－最小値）／平均値、（ｂ）
平均からの偏差、又は（ｃ）標準偏差等で表すことができるが、本明細書における「転位
密度のばらつき」とは、（ａ）の（最大値－最小値）／平均値により算出したものをいう
。
【００７１】
（転位密度の絶対値）
　III－Ｖ族窒化物系半導体基板の転位密度の絶対値は、低ければ低いほど良いが、その
上限値は、目的とするデバイスにより異なっており、一律に決めることはできない。発光
デバイスの場合、目的とするデバイスの発光波長が短くなるほど、低転位密度の基板が要
求される。また、発光ダイオード（ＬＥＤ）よりもレーザダイオード（ＬＤ）の方が、よ
り転位密度の低い基板が要求される。しかし、発光ダイオード用であっても、実用に十分
な信頼性を確保するという観点から、少なくとも５×１０7ｃｍ-2以下の平均転位密度で
あることが望ましい。レーザーダイオード用にあっては、更に一桁低い５×１０6ｃｍ-2

以下の平均転位密度が要求されることが一般的である。
【００７２】
（実質的に均一な転位密度分布）
　本明細書において、「転位密度分布が実質的に均一である」とは、基板の位置によらず
転位密度分布が完全に一定であることを意味するのではなく、基板上に形成するデバイス
の特性が一定になる程度に転位密度のばらつきが小さいことを意味する。ばらつきの値は
、目的とするデバイスやそのプロセスによって決まるため、一義的には決められない。
　上述したように、「転位密度のばらつき」は、（最大値－最小値）／平均値により算出
したものである。転位密度のばらつきの許容範囲は、転位密度の絶対値が小さくなるほど
、大きくなる。これは、転位密度が低くなるほど、ばらつきが大きくなることによって及
ぼされるデバイス特性への影響が小さくなるからである。例えば平均転位密度が１×１０
7ｃｍ-2の場合、そのばらつきは２００％以内であることが望ましく、１×１０6ｃｍ-2の
場合は、そのばらつきは４００％以内であることが望ましい。
【００７３】
（転位線が密となっている領域）
結晶表面において転位線が密となっている領域は目視では判別できないが、基板表面を加
熱した燐酸と硫酸の混合液に浸漬することで、転位に対応するピットを生じせしむること
ができる。このエッチピットの分布を顕微鏡観察すれば、前記の転位線が密となっている
領域を容易に検出することができる。また、この他にも、透過電子顕微鏡やカソードルミ
ネッセンス像から転位の分布を検出することも可能である。
【００７４】
（基板の導電型）
　自立基板の導電型は、目的とするデバイスに合わせて適宜制御すべきであり、一律に決
めることはできない。本発明において適用可能な導電型としては、例えば、Ｓｉ、Ｓ、Ｏ
等をドープしたｎ型や、ＭｇやＺｎ等をドープしたｐ型、ＦｅやＣｒ等をドープしたりｎ
型とｐ型のドーパントを同時にドープしたりした半絶縁性が挙げられる。また、自立基板
のキャリア濃度の絶対値も、目的とするデバイスに合わせて適宜制御すべきであるから、
一律に決めることはできない。
【００７５】
（III－Ｖ族窒化物系半導体の切り出し）
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　本発明において、III－Ｖ族窒化物系半導体層を厚くホモエピタキシャル成長させた後
、このIII－Ｖ族窒化物系半導体層を切り出し、自立基板とすることができる。この際、
厚く成長させたIII－Ｖ族窒化物系半導体層の結晶から切出した自立基板は、その表裏両
面を研磨加工で仕上げるのが好ましい。結晶の切断面には、一般に切断時に導入されるソ
ーマーク等の凹凸が存在しており、そのままでは良好なエピタキシャル成長を行うことが
難しいためである。なお結晶の切断には、外周刃スライサー、内周刃スライサー、ワイヤ
ーソー等を用いることができる。中でも、ワイヤーソーを用いるのが好ましい。
【００７６】
　なお、本発明の技術思想はIII－Ｖ族窒化物系半導体の自立基板に適用されるが、下地
基板をつけたままのIII－Ｖ族窒化物系半導体エピタキシャル基板（テンプレート）にも
応用可能である。
【００７７】
　本発明を以下の実施例によってさらに詳細に説明するが、本発明はそれらに限定される
ものではない。
［参考例１］
【００７８】
（転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域を有する層上に、転位密度
分布が実質的に均一な層を形成したＧａＮ自立基板の製造）
　サファイア基板上にＧａＮエピタキシャル層を成長させ、その後サファイア基板を除去
することにより、図３に模式的に示すように、転位線が密となっている領域と転位線が疎
になっている領域を有するＡ層の上に、転位密度分布が実質的に均一なＢ層を形成したＧ
ａＮ自立基板を作製し、評価した。以下、ＧａＮ自立基板の製造方法について、図４を参
照しつつ説明する。
【００７９】
　まず、図４（ａ）に示すサファイア基板１１を用いて、ＨＶＰＥ法でＧａＮ結晶１２を
エピタキシャル成長させた。ＨＶＰＥ法は、III族元素のハロゲン化物であるＧａＣｌを
加熱した基板表面に輸送し、これを基板領域でＮＨ3と混合して、これらを反応させるこ
とにより基板上でＧａＮ結晶を気相成長させる方法である。原料ガスはＨ2又はＮ2のよう
なキャリアガスとともに流した。基板領域の温度は、電気炉で１０００℃に設定した。ま
たＧａＮ結晶の成長過程でドーピング原料ガスとしてＳｉＨ2Ｃｌ2を基板領域に供給する
ことによりドーピングを行い、Ｓｉをドープした。
【００８０】
　原料となるＧａＣｌ及びＮＨ3の分圧は、基板領域でそれぞれ５×１０-3ａｔｍ及び０
．３ａｔｍとした。キャリアガスとして２％のＨ2と９８％のＮ2の混合ガスを用いた。こ
の条件で、サファイア基板１１上にＧａＮ結晶１２の核が３次元の島状に生成し、次いで
結晶核の側壁にファセット面が現れて、結晶成長が進行していった（工程(ｂ)）。この様
子は、成長時間を変えて炉外に取り出した基板表面及び断面を顕微鏡観察することにより
確認した。
【００８１】
　成長時間を長くするに従って、ＧａＮ結晶１２の頂上部は平坦化し（工程(ｃ)）、その
後結晶同士が横方向に成長して互いに結合し、表面の平坦化が進行した。しかし、成長界
面は完全には平坦化せず、表面にはファセット面で囲まれた多くのピット１３が存在し、
サファイア基板１１とＧａＮ結晶１２のヘテロ成長界面で発生した多数の転位線１４が、
ファセット面で囲まれたピット１３の底部に向かってその伝播方向を曲げられた状態で結
晶成長が進行した（工程(ｄ)）。ピット１３は、真上から見ると直径が数μｍ～数十μｍ
程度のほぼ円形であった。
【００８２】
　工程（ｄ）の状態までＧａＮ結晶１２を成長させた後、結晶成長界面に複数の凹凸を出
しながら結晶成長させることにより、結晶内に発生した転位線１４を集積させつつ、結晶
全体での転位密度の低減を図った。その後、原料ガス流量をそのままにして、キャリアガ
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スだけ１０％のＨ2と９０％のＮ2の混合ガスに切替えてＧａＮ結晶の成長を続けたところ
、ＧａＮ結晶１２の成長界面は平坦化する傾向が見られた（工程（ｅ））。ここまでの工
程により、転位密度の高い領域１５が形成された。ＧａＮ結晶１２の成長界面が平坦化し
た後、さらに１００μｍ以上の厚さにＧａＮ結晶１２を成長させ、最終的にサファイア基
板１１上に総厚さ２５０μｍのＧａＮ結晶１２を成長させた（工程（ｆ））。この工程で
は、一旦集積して転位密度分布の高い領域１５を形成した転位線１４が再び分散し、転位
密度分布が均一になって安定化した層を形成した。なお、ＧａＮ結晶１２の平均成長速度
は約５０μｍ／ｈであった。
【００８３】
　以上のようにしてＧａＮエピタキシャル層１２を形成したサファイア基板１１を反応管
から取り出し、サファイア基板１１を取り除き、ＧａＮ自立基板１６を得た（工程（ｇ）
）。サファイア基板を除去する方法として、サファイア基板は透過するが、ＧａＮでは吸
収されるような波長の高出力の紫外線レーザ光を、サファイア基板側から照射して、Ｇａ
Ｎ結晶の界面付近を融解して除去する、いわゆるレーザーリフトオフ法を用いた。この他
にも、例えば、機械的研磨、又は強アルカリ性あるいは強酸性薬品によるエッチングによ
りサファイア基板を除去することも可能である。またサファイア基板の除去に、荷電ビー
ム又は中性ビームによる物理的エッチングを行っても良い。
【００８４】
　サファイア基板１１から剥離したＧａＮ自立基板１６を割り、その断面の透過電子顕微
鏡（ＴＥＭ）観察を行って、転位の分布の様子を観察した。
【００８５】
　図５に、その結果を模式的に示す。ＧａＮ自立基板１６中の転位分布は、図５に示すＣ
～Ｆの４つの層に分けることができる。Ｃ層は、サファイア基板１１とＧａＮ結晶１２の
ヘテロ成長界面で発生した多数の転位線１４が、ファセット面で囲まれたピットの底部に
向かってその伝播方向を曲げられ、集積領域である転位密度の高い領域１５を形成してい
く層である。Ｄ層は、前記の転位の集積が進行し、ＧａＮ結晶層中に転位密度の高い領域
１５がいくつも形成された層である。この層の形成時点では、まだ結晶成長界面にはピッ
トが存在している。Ｅ層は、成長中にキャリアガス組成を変更したことにより結晶成長界
面が平坦化し、これより一旦集積した転位線１４が再び分散していく過渡的な層である。
Ｆ層は、Ｅ層での転位線１４の分散が完了し、転位密度分布が均一になって安定化した層
である。ここで、転位線１４は、一旦Ｄ層で集積化した際に、一部のものは、転位同士が
衝突して消滅したり、転位ループを形成したりして上方に伝播してこなくなる。このため
、再度転位が分散するＦ層においては、Ｃ層に較べて平均転位密度が大幅に減少していた
。
【００８６】
　こうして得られたＧａＮ自立基板１６の表面及び裏面をそれぞれ１０μｍづつ除去し、
鏡面研磨加工することにより、平坦性を向上させた。ＧａＮ自立基板１６の最終厚さは２
３０μｍであり、ピンセットを用いたハンドリングにも十分に耐える強度を有していた。
ＧａＮ自立基板１６の断面のＴＥＭ観察により、ＧａＮ自立基板１６の表面近傍（少なく
とも１０μｍの深さまで）では転位密度分布が十分に均一であることが確認できた。
【００８７】
　このＧａＮ自立基板１６表面の転位密度分布を測定した。測定方法は、２４０℃に加熱
した燐酸と硫酸の混酸によるエッチングで検出したピットを係数する方法により基板の直
径方向に５ｍｍの間隔で複数ヶ所の転位密度を測定することにより行った。
　図６に、測定した転位密度分布結果を示す。この図において、横軸は、基板の中心を通
る直線上の中心からの距離を表わしており、中心から一方の方向を正の数、反対方向を負
の数としている。これより、ＧａＮ自立基板１６の表面における転位密度は、基板面内全
域で６．５±１．５×１０6ｃｍ-2の範囲内であり、十分に均一であることが確認できた
。
【００８８】
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　更に、図７に示すように、ＧａＮ自立基板１６上に、ＭＯＶＰＥ法を用いて、ＧａＮエ
ピタキシャル層１８を１μｍ成長させた。その表面モフォロジを調べたところ、基板全面
にわたって均一な鏡面状態になっていることが確認された。
［比較例１］
【００８９】
（転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域からなるＧａＮ自立基板の
製造）
　原料となるＧａＣｌ及びＮＨ3の分圧を基板領域でそれぞれ５×１０-3ａｔｍ及び０．
３ａｔｍとし、キャリアガスとして２％のＨ2と９８％のＮ2の混合ガスを用いた以外は参
考例１と同様にして、サファイア基板上にＧａＮの厚膜結晶を成長させた。その結果、Ｇ
ａＮの厚さが３００μｍになるまで、表面にある多くのピットは埋まらずに残ったままで
あった。
【００９０】
　この基板を反応管から取り出し、前述のレーザーリフトオフ法を用いて、サファイア基
板を取り除き、ＧａＮ自立基板を得た。ＧａＮ自立基板の表裏両面をそれぞれ３０μｍ及
び１０μｍの深さまで鏡面研磨することにより、平坦性を向上させた。鏡面研磨により、
基板の表面に残っていたピットはほとんど消失した。ＧａＮ自立基板の最終厚さは２６０
μｍであった。
【００９１】
　次に、ＧａＮ自立基板の断面をＴＥＭを用いて観察した。
　図８に、このＧａＮ自立基板の転位分布構成を示す概略断面図を示す。
　この図において、ＧａＮ自立基板１９の表面と裏面をつなぐように、転位密度の極端に
高い領域１７が、柱状にいくつも観察された。この転位密度の極端に高い領域１７は、幅
が数十μｍ、隣接する同領域との間隔は、数十～数百μｍであった。このＧａＮ自立基板
１９においては、基板表面で転位密度が均一になっていると呼べる領域は存在しなかった
。
【００９２】
　このＧａＮ自立基板１９表面の転位密度分布を測定した。測定方法は、２４０℃に加熱
した燐酸と硫酸の混酸によるエッチングで検出したピットを係数する方法により基板の直
径方向に５ｍｍの間隔で複数ヶ所の転位密度を測定することにより行った。
　図９に、このＧａＮ自立基板１９表面における転位密度分布を示す。この図において、
横軸は、基板の中心を通る直線上の中心からの距離を表わしており、中心から一方の方向
を正の数、反対方向を負の数としている。これより、ＧａＮ自立基板１９の表面における
転位密度は、基板面内全域で大きくばらついていた。参考例１と比較して、転位密度が１
桁程度高く観察されている点が存在しているのは、前述の転位密度の極端に高い領域１７
が、観察領域にかかってしまったためである。
【００９３】
　このＧａＮ自立基板１９上に、ＭＯＶＰＥ法を用いてＧａＮのエピタキシャル膜を１μ
ｍ成長させ、その表面モフォロジを調べたところ、高転位密度領域の位置に対応するよう
にエピ表面に直径１０～６０μｍ程度の六角形状の凹凸が多数発生していることが確認さ
れた。これらの凹凸は、実際にデバイスを作製する際に、障害となることが予想される。
［参考例２］
【００９４】
（転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域を有する層上に、転位密度
分布が実質的に均一な層を形成したＧａＮ自立基板の製造）
　ＨＶＰＥ法の結晶成長条件を僅かに変えた以外、実質的に参考例１と同様にしてサファ
イア基板上にＧａＮエピタキシャル層を成長させ、その後サファイア基板を除去すること
により、図３に模式的に示すように、転位線が密となっている領域と転位線が疎となって
いる領域を有するＡ層の上に、転位密度分布が実質的に均一なＢ層を形成したＧａＮ自立
基板を作製し、評価した。以下、ＧａＮ自立基板の製造方法について、図４を参照しつつ
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説明する。
【００９５】
　まず、図４（ａ）に示すサファイアのＣ面基板１１を用いて、参考例１と同じＨＶＰＥ
法によりＧａＮ結晶１２をエピタキシャル成長させた。基板領域の温度は電気炉で１０５
０℃に設定した。原料となるＧａＣｌ及びＮＨ3の分圧は、基板領域でそれぞれ６×１０-

3ａｔｍ及び０．４ａｔｍとし、キャリアガスとして、はじめから１０％のＨ2と９０％の
Ｎ2の混合ガスを用いた。ＧａＮ結晶の成長過程で、ドーピング原料ガスとしてＳｉＨ2Ｃ
ｌ2を基板領域に供給することによりドーピングを行い、ＧａＮ結晶にＳｉをドープした
。
【００９６】
　この条件で、ＧａＮ結晶１２の核がサファイア基板１１上に３次元の島状に生成し、次
いで結晶核の側壁にファセット面が現れて、結晶成長が進行していった（工程（ｂ））。
この様子は、成長時間を変えて炉外に取り出した基板表面及び断面を顕微鏡観察すること
により確認した。成長時間を長くするに従って、ＧａＮ結晶１２の頂上部は上面を（0001
）Ｇａ面として平坦化し、その後結晶同士は横方向に成長して互いに結合し、表面の平坦
化が進行した。また、サファイア基板１１とＧａＮ結晶１２のヘテロ成長界面で発生した
多数の転位線１４は、ファセット面で囲まれたピット１３の底部に向かってその伝播方向
を曲げられた状態で結晶成長が進行した（工程（ｃ）、工程（ｄ））。
【００９７】
　結晶成長と共に、転位線１４が集積して転位密度の高い領域１５が形成されていき、さ
らに同条件で結晶成長を続けたところ、ＧａＮ結晶１２の成長界面にあったピットは自然
に終端し、平坦化する傾向が見られた（工程（ｅ））。こうしてＧａＮ結晶１２の成長界
面が平坦化した後も、さらに１００μｍ以上の厚さまでＧａＮ結晶１２の成長を継続した
（工程（ｆ））。この工程では、一旦集積して転位密度の高い領域１５を形成した転位線
１４が再び分散し、転位密度分布が均一になって安定化した層を形成した。
【００９８】
　このようにしてサファイア基板１１上に総厚さ５５０μｍのＧａＮ結晶１２を成長させ
た。ＧａＮ結晶１２の平均成長速度は約６５μｍ／ｈであった。
【００９９】
　この基板を反応管から取り出し、前述のレーザーリフトオフ法を用いて、サファイア基
板１１を取り除き、ＧａＮ自立基板１６を得た（工程（ｇ））。更に、ＧａＮ自立基板１
６の表裏両面を鏡面研磨加工することにより、表面を３０μｍ及び裏面を９０μｍ除去し
、平坦性を向上させた。鏡面研磨により、ＧａＮ自立基板の最終厚さは４３０μｍとなっ
た。
【０１００】
　このＧａＮ自立基板１６の表面における転位密度分布の測定を、カソードルミネッセン
ス観察により基板の直径方向に５ｍｍの間隔で複数ヶ所の転位密度を測定することにより
行った。その結果、基板表面における転位密度は３．８×１０6ｃｍ-2～７．９×１０6ｃ
ｍ-2の範囲内であり、十分に均一であることが確認できた。また、ＧａＮ自立基板１６の
裏面の転位密度を、カソードルミネッセンス観察により求めたところ、２．１×１０7ｃ
ｍ-2～４．９×１０8ｃｍ-2と、表面に較べて転位密度が高くなっていた。また、基板の
裏面では、ところどころに高密度に転位が集積した領域が観察された。
【０１０１】
　得られたＧａＮ自立基板１６の断面をＴＥＭ観察したところ、基板表面から深さ１００
μｍ以上の領域にわたって、転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域
は存在していないことが確認された。
【実施例１】
【０１０２】
（ＶＡＳ法による、転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域を有する
層上に転位密度分布が実質的に均一な層を形成したＧａＮ自立基板の製造）
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　ボイド形成剥離法（Void-assisted Separation Method：ＶＡＳ法）を用いてサファイ
ア基板上にＧａＮエピタキシャル層を成長させ、その後、サファイア基板を除去すること
により、転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域を有する層上に転位
密度分布が実質的に均一な層を形成したＧａＮ自立基板を作製し、評価した。ＶＡＳ法は
、サファイア基板とＧａＮ成長層との間に網目構造を有する窒化チタンの薄膜を挟み込ん
で結晶成長を行う方法であるが、その詳細は特開２００３－１７８９８４号公報に記載さ
れている。
　以下、本実施例のＧａＮ自立基板の製造方法について、図１０を参照しつつ説明する。
【０１０３】
　まず、図１０（ａ）に示す直径２インチの単結晶サファイアＣ面基板２１上に、ＭＯＶ
ＰＥ法により、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）とＮＨ3を原料として、アンドープＧａＮ
層２２を３００ｎｍの厚さに成長させた（工程（ｂ））。次に、このＧａＮエピタキシャ
ル基板上に、Ｔｉ薄膜２３を２０ｎｍの厚さに蒸着し（工程(ｃ)）、これを電気炉に入れ
て、２０％のＮＨ3と８０％のＨ2の混合ガスの気流中で、１０５０℃×２０ｍｉｎの熱処
理を施した。その結果、アンドープＧａＮ層２２の一部がエッチングされて高密度の空隙
が発生してボイド形成ＧａＮ層２４に変化するとともに、Ｔｉ薄膜２３が窒化されて表面
にサブミクロンの微細な穴が高密度に形成された穴形成ＴｉＮ層２５に変化した（工程（
ｄ））。
【０１０４】
　この基板をＨＶＰＥ炉に入れ、ＧａＮ結晶２６を全体で４００μｍの厚さに堆積させた
。まずＧａＮ結晶２６の成長に用いた原料はＮＨ3とＧａＣｌで、キャリアガスとして５
％のＨ2と９５％のＮ2の混合ガスを用いた。成長条件は、常圧、基板温度１０４０℃であ
った。供給ガス中のＧａＣｌ及びＮＨ3の分圧は、成長の開始時には、それぞれ８×１０-

3ａｔｍ及び５．６×１０-2ａｔｍであり、Ｖ/III比を７とした。またＧａＮ結晶２６の
成長過程で、ドーピング原料ガスとしてＳｉＨ2Ｃｌ2を基板領域に供給することによりＳ
ｉのドーピングを行った。
【０１０５】
　この条件で、ＧａＮの核がまず基板のＴｉＮ層２５上に３次元の島状に生成し（工程(
ｅ)）、次いで結晶同士が横方向に成長して互いに結合し、表面の平坦化が進行していっ
た。この様子は、成長時間を変えて炉外に取り出した基板表面及び断面を顕微鏡観察する
ことにより確認した。成長時間を長くするに従って、ＧａＮ結晶２６の成長界面における
ピット２７の数は減少していったが、完全にはなくならず、表面には依然多くのピットが
存在する状態で結晶成長は進行し、サファイア基板２１とＧａＮ結晶２６のヘテロ成長界
面で発生した多数の転位線２８が、ファセット面で囲まれたピット２７の底部に向かって
その伝播方向を曲げられた状態で結晶成長が進行した（工程(ｆ)）。ピット２７は、真上
から見ると直径が数μｍ～数十μｍ程度のほぼ円形か１２角形であった。工程(ｆ)におけ
る試料の断面のＴＥＭ観察では、ＴｉＮ層２５の界面からＧａＮ表面に存在するピット２
７の底部に向かって貫通転位が集積している領域が認められた。
【０１０６】
　ＧａＮ結晶２６の成長と共に、転位線２８が集積して高転位密度領域２９が形成された
。その後、供給ガス中のＧａＣｌ分圧だけ１２×１０-2ａｔｍに増大させて結晶成長を続
けたところ、ピット２７が終端してＧａＮ結晶２６の成長界面はさらに平坦化する傾向が
見られた（工程(ｇ)）。ＧａＮ結晶２６の成長界面が平坦化した後、さらに２００μｍ以
上の厚さにＧａＮ結晶２６の成長を継続した。成長界面の平坦化後に成長した領域では、
断面のＴＥＭ観察により、一旦集積して高転位密度領域２９を形成した転位が再度分散し
ながら伝播し（工程(ｈ)）、ＧａＮ結晶２６の途中でほぼ均一に分散して、ＧａＮ結晶の
最表面まで高転位密度領域２９は到達していないことが確認できた。
【０１０７】
　ＧａＮ結晶成長の終了後ＨＶＰＥ装置を冷却する過程で、ＧａＮ層２６はボイド層を境
にサファイアの下地基板から自然に剥離し、ＧａＮ自立基板３０が得られた（工程(ｉ)）
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。このＧａＮ自立基板３０の表裏両面を鏡面研磨加工することにより表面を２０μｍ及び
裏面を５０μｍ除去し、平坦性を向上させた。鏡面研磨により、ＧａＮ自立基板３０の最
終厚さは３３０μｍとなった（工程(ｊ)）。
【０１０８】
　得られたＧａＮ自立基板３０の表面における転位密度分布の測定を、参考例１と同様の
方法により基板の直径方向に５ｍｍの間隔で複数ヶ所の転位密度を測定することにより行
った。
　図１１に、測定した転位密度分布結果を示す。この図において、横軸は、基板の中心を
通る直線上の中心からの距離を表わしており、中心から一方の方向を正の数、反対方向を
負の数としている。これより、ＧａＮ自立基板３０の表面における転位密度は、基板面内
全域で１．４±０．７×１０6ｃｍ-2の範囲内であり、十分に均一であることが確認でき
た。
【０１０９】
【０１１０】
【０１１１】
【０１１２】
【０１１３】
【０１１４】
【０１１５】
【０１１６】
【０１１７】
【０１１８】
【０１１９】
【０１２０】
【実施例２】
【０１２１】
（ＧａＮ自立基板上にＧａＮ結晶の形成）
　実施例１で得られたＧａＮ自立基板３０（図１０の工程（ｉ)で得られたＧａＮ自立基
板）を下地基板に用いて、この上にＨＶＰＥ法で厚さ２０ｍｍのＧａＮ結晶を成長させた
。ＨＶＰＥの成長条件は、参考例１と同じである。
【０１２２】
　厚さ約２０ｍｍのＧａＮ層を成長した結晶を、固定治具に貼り付け、ダイヤモンド砥粒
を電着したワイヤーソーを用いて切断した。ＧａＮ結晶の切断は、結晶の成長方向に垂直
（下地基板表面に平行）に行った。こうして、厚く成長したＧａＮ層から、直径５０ｍｍ
及び厚さ４５０μｍのＧａＮ基板を１９枚切出した。切出した各ＧａＮ基板の表裏両面を
鏡面研磨し、無色透明のＧａＮ自立基板を得た。
【０１２３】
　こうして得られた各ＧａＮ自立基板の任意の表面及び断面をＴＥＭで観察したところ、
転位線が密となっている領域と転位線が疎となっている領域は全く観察されなかった。こ
れは、転位が高密度に集積した高転位密度領域２９が形成されないように結晶成長を２回
に分けて行ったためである。
【０１２４】
　各ＧａＮ自立基板上にＭＯＶＰＥ法によりＧａＮのエピタキシャル膜を２μｍの厚さに
成長させ、その表面モフォロジを調べたところ、基板全面にわたって均一な鏡面状態にな
っていることが確認された。
【０１２５】
　以上本発明を実施例に基づいて詳細に説明したが、これらは例示であり、それらの各プ
ロセスの組合せ等にいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲
にあることは当業者に理解されるところである。
【０１２６】
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　また、実施例では下地基板にサファイア基板を用いたが、ＧａＡｓやＳｉ、ＺｒＢ2、
ＺｎＯ等の従来ＧａＮ系エピタキシャル層用基板として報告例のある基板は、すべて適用
が可能である。
【０１２８】
　また、実施例ではＳｉドープのＧａＮの自立基板の製造方法を例示したが、アンドープ
や他のドーパント、例えばＭｇやＦｅ、Ｓ、Ｏ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｓｅ等をドープした
ＧａＮの自立基板に適用することもできる。また、実施例ではＧａＮの自立基板の製造方
法を例示したが、勿論ＡｌＧａＮの自立基板に適用することもできる。
【０１２９】
　さらに応用例として、本発明のIII-Ｖ族窒化物系半導体基板を種結晶に用いてIII-Ｖ族
窒化物系半導体のバルク結晶を行うことで、転位密度の低いIII-Ｖ族窒化物系半導体結晶
が容易に得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の一実施形態としてのIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を得るための原理工
程の概略図である。
【図２】本実施形態のIII－Ｖ族窒化物系半導体基板を製造する工程を説明するフローチ
ャートである。
【図３】本実施形態のＧａＮ自立基板の転位分布構成を示す概略断面図である。
【図４】参施例１のＧａＮ自立基板の製造工程の一例を示す概略図である。
【図５】参施例１で得られた研磨加工実施前のＧａＮ自立基板の転位分布構成を示す概略
断面図である。
【図６】参施例１で得られたＧａＮ自立基板表面における転位密度分布を測定した結果を
示すグラフである。
【図７】参施例１で、ＧａＮ自立基板上にＧａＮエピタキシャル層を成長させた構成を示
す断面図である。
【図８】比較例１で得られたＧａＮ自立基板の転位分布構成を示す概略断面図である。
【図９】比較例１で得られたＧａＮ自立基板表面における転位密度分布を測定した結果を
示すグラフである。
【図１０】実施例１のＧａＮ自立基板の製造工程の一例を示す概略図である。
【図１１】実施例１で得られたＧａＮ自立基板表面における転位密度分布を測定した結果
を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１３１】
１、１６、１９、３０　ＧａＮ自立基板
２、１４、２８　転位線
１１、２１　サファイア基板
１２、２６　ＧａＮ結晶
１３、２７　ピット
１５、２８　転位密度の高い領域
１７　転位密度の極端に高い領域
１８　ＧａＮエピタキシャル層
２２　アンドープＧａＮ層
２３　Ｔｉ薄膜
２４　ボイド形成ＧａＮ層
２５　穴形成ＴｉＮ層
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