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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の選択部分の上に配置された積層体内に形成されたウィンドウを通じて、前記基板
の前記選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法であって、前記積層体は、前記基
板上の第１の誘電体層、該第１の誘電体層上のシリコン層、及び該シリコン層上の第２の
誘電体層を有し、前記シリコン層は、シリコンベースのデバイスが形成される層であり、
当該方法は、
　前記ウィンドウに隣接する前記第２の誘電体層の領域の上に多結晶層を形成することと
、
　ＭＯＣＶＤによって、前記多結晶層の上の多結晶ＩＩＩ－Ｖ族材料と、前記ウィンドウ
内の前記基板の選択部分の上の単結晶ＩＩＩ－Ｖ族材料とを成長させることと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記多結晶層は多結晶材料として堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成に先立って、前記第２の誘電体層上に堆積され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成に先立って、アモルファスに堆積され且つ熱的
に再結晶化される、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後にアモルファスに堆積され、且つ熱的に再結
晶化されることで、前記ウィンドウの形成後に露出された前記基板の部分上に単結晶層を
提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後にアモルファスに堆積され、その後に、熱的
に再結晶化されて前記ウィンドウの底に単結晶層を提供することで、前記単結晶ＩＩＩ－
Ｖ族材料のための成長テンプレートを提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後に、前記ウィンドウ内の単結晶材料と前記ウ
ィンドウの外側の前記第２の誘電体層の上の多結晶材料とを合わせたものとして堆積され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後且つＩＩＩ－Ｖ族成長の前に、前記ウィンド
ウ内の単結晶材料と前記ウィンドウの外側の前記第２の誘電体層の上の多結晶材料とを合
わせたものとして堆積される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記多結晶層は、前記第２の誘電体層と前記ウィンドウのエッジの側面との上に堆積さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記多結晶層は、前記第２の誘電体層及び前記ウィンドウの側面の上と、前記基板の露
出された前記選択部分の上の前記ウィンドウの底とに、アモルファス材料として堆積され
、その後に熱的に再結晶化されて、前記ウィンドウの底にＩＩＩ－Ｖ族層のための単結晶
成長テンプレートを提供し、前記ウィンドウの底の外側のアモルファスに堆積された前記
多結晶層の部分は、再結晶化されて多結晶部分を提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記多結晶層は、前記第２の誘電体層と、前記ウィンドウの側面と、前記ウィンドウの
底の前記基板の前記選択部分の上に残存する前記第１の誘電体層の部分と、の上にアモル
ファス材料として堆積され、
　当該方法は、
　前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分から前記第１の誘電体層の部分と前記ア
モルファス材料とを除去することと、
　アモルファスに堆積された前記多結晶層の残りの部分を熱的に再結晶化させることと、
　前記ウィンドウの底の前記基板の露出された前記選択部分上に、単結晶材料としてＩＩ
Ｉ－Ｖ族材料を成長させることと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記多結晶層は、前記第２の誘電体層と、前記ウィンドウの側面と、前記ウィンドウの
底の前記基板の前記選択部分の上に残存する前記第１の誘電体層の部分と、の上にアモル
ファス材料として堆積され、
　当該方法は、
　アモルファスに堆積された前記多結晶層を熱的に再結晶化させることと、
　前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分から前記第１の誘電体層の部分と多結晶
材料とを除去することと、
　前記ウィンドウの底の前記基板の露出された前記選択部分上に、単結晶材料としてＩＩ
Ｉ－Ｖ族材料を成長させることと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記多結晶層は、前記第２の誘電体層と、前記ウィンドウの側面と、前記ウィンドウの
底の前記基板の前記選択部分の上に残存する前記第１の誘電体層の部分との上に堆積され
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、
　当該方法は、
　前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分から前記第１の誘電体層の部分と多結晶
材料とを除去することと、
　前記ウィンドウの底の前記基板の露出された前記選択部分上に、単結晶材料としてＩＩ
Ｉ－Ｖ族材料を成長させることと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　基板の選択部分の上に配置された積層体内に形成されたウィンドウを通じて、前記基板
の前記選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法であって、前記積層体は、前記基
板上の第１の誘電体層、該第１の誘電体層上のシリコン層、及び該シリコン層上の第２の
誘電体層を有し、前記シリコン層は、シリコンベースのデバイスが形成される層であり、
当該方法は、
　ＭＯＣＶＤによって、前記ウィンドウ内の前記基板の選択部分上に、ＩＩＩ－Ｖ族材料
を単結晶として成長させる一方で、前記ウィンドウに隣接する前記第２の誘電体層の領域
上に形成された多結晶層の上に、前記ＩＩＩ－Ｖ族材料を多結晶材料として成長させるこ
と
　を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、ＩＩＩ－Ｖ族材料を成長させる方法に関し、より具体的には、誘電
体層に形成されたウィンドウ内に有機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ）によってＩＩＩ
－Ｖ族材料を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術的に知られているように、シリコン回路及びＩＩＩ－Ｖ族回路の特有の性能特性の
ために、多くのエレクトロニクス応用が、これら双方の回路を組み入れている。シリコン
回路は典型的に、デジタル信号に関して使用されるＣＭＯＳ回路であり、ＩＩＩ－Ｖ族回
路は、マイクロ波、ミリ波、及び光の信号用である。ＣＭＯＳ回路及びＩＩＩ－Ｖ族回路
の双方を持つ１つの構造が、本願と同じ出願人に譲渡された特許文献１（米国特許第８２
１２２９４号、発明者：Ｈｏｋｅ等、発行日：２０１３年７月３日）、及び本願と同じ出
願人に譲渡された特許文献２（米国特許第７９９４５５０号、発明者：Ｂｅｔｔｅｎｃｏ
ｕｒｔ等、発行日：２０１１年８月９日）に記載されている。
【０００３】
　そこに記載されているように、シリコン基板はその上に、ＣＭＯＳデバイスを有する頂
部シリコン半導体層の上に位置する誘電体層（例えば、二酸化シリコン層）と、頂部シリ
コン半導体層と基板との間に配置された第２の二酸化シリコン層とを有している。これら
の層を貫いてシリコン基板の上面部分を露出させるようにウィンドウ（窓）がエッチング
され、ウィンドウによって露出されたシリコン基板を覆ってＩＩＩ－Ｖ族半導体材料がエ
ピタキシャル成長される。このＩＩＩ－Ｖ族材料上に、例えば高電子移動度トランジスタ
（ＨＥＭＴ）及びヘテロ接合バイポーラトランジスタ（ＨＢＴ）などの化合物半導体デバ
イスが形成される。
【０００４】
　技術的に知られているように、ＩＩＩ－Ｖ族のエピタキシャル層を形成するのに使用さ
れる１つの技術は、分子線エピタキシ法（ＭＢＥ）であり、別の１つの技術は、単結晶又
は多結晶の薄膜を作り出すのに使用される化学気相成長法である有機金属化学気相成長法
（ＭＯＣＶＤ）によるものである。一般に、ＩＩＩ－Ｖ族ＭＯＣＶＤ結晶成長は、ＭＢＥ
成長よりも百度から数百度高い温度で、そして、遥かに高い圧力で行われる。ＭＯＣＶＤ
成長は、熱分解分子の化学反応によるが、ＭＢＥ成長は、典型的に、その後に反応して材
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料を形成する蒸着元素のものである。ＭＢＥの、その低めの成長温度及び圧力による利点
は、以下を含む：
・非天然基質に対するエピタキシャル層の熱膨張係数（ＣＴＥ）不整合による残留応力の
低減（温度）
・より正確なレイヤ制御（圧力及び温度）
・ＣＭＯＳとの化合物半導体の異種インテグレーションに関するラインオブサイト（非選
択）成長が、ウィンドウ内の化合物半導体材料の任意の配置及び大きさを可能にする（圧
力）
・シリコン基板、シリコンデバイス層、及び誘電材料からのオートドーピングの抑制又は
排除（温度）。
【０００５】
　一方で、特に窒化物材料に関しての、ＭＯＣＶＤの利点は、より高い成長速度及びウエ
ハー径のスケーラビリティを含む。しかし、残念ながら、（ＣＭＯＳデバイスが形成され
ているシリコン層を覆って堆積された）誘電体層内のウィンドウを通じて、ＭＯＣＶＤを
用いてＩＩＩ－Ｖ層を形成するとき、堆積が均一でない。この不均一性の原因は、ＭＯＣ
ＶＤ成長の高めの成長圧力及び温度と、試薬分子の、（ＭＢＥ成長においてのような）成
分原子と比較して低い、下地表面との反応性とに起因する。ＭＯＣＶＤ成長において、こ
れは、ウィンドウ内に材料が首尾良く堆積されながら同時に、誘電体上に堆積される反応
物質が核とならずに、再び気化して、あるいは高い表面移動性を持ってウィンドウ端へと
進んで（ウィンドウ端での反応物質濃度を上昇させて）、選択的なエリア成長につながる
。結果として、ウィンドウの端部で上昇された反応物質濃度が、そこで高められたＩＩＩ
－Ｖ族材料の成長速度をもたらす。さらに、小さめのウィンドウでの成長は大きめのウィ
ンドウの場合よりも速くなることがあり、密なウィンドウ領域は疎なウィンドウ領域より
も遅く成長することがあり、上述の効果の全てが一挙に現れることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８２１２２９４号明細書
【特許文献２】米国特許第７９９４５５０号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　本発明者が認識したことには、ＩＩＩ－Ｖ成長不均一性の程度が成長ウィンドウの間隔
、大きさ及び密度に大きく依存しそうであるので、この成長不均一性は特に異種インテグ
レーション応用にとって有害であるということである。故に、ＧａＮとＣＭＯＳデバイス
との異種インテグレーションに関するＭＯＣＶＤ選択エピタキシは、デバイスの分布、間
隔、及び最小サイズを制限してしまい得る。従って、これらの効果は、ＣＭＯＳとの異種
インテグレーションに関してＩＩＩ－Ｖ系デバイスを任意に配置するＭＯＣＶＤ系成長の
能力を深刻に制限してしまい得る。
【０００８】
　これは、ＭＯＣＶＤにおいて、ウィンドウの外側に多結晶材料が首尾良く堆積される点
に成長温度及び圧力を調節することによって、部分的に対処され得る。しかしながら、こ
れは、ウィンドウ内に成長されるデバイス材料の品質を損ねることがある。ウィンドウの
底で露出された基板（又はその他のＩＩＩ－Ｖテンプレート層）上でのデバイス材料の初
期核形成は、典型的に、材料成長のクリティカルな段階のうちの１つであり、成長条件の
非常に狭い範囲内に最適条件があり得る。結果として、本発明者は、ウィンドウに隣接す
る誘電体層のフィールド領域上での多結晶材料の形成から、デバイス材料（例えば、ＩＩ
Ｉ－Ｖ族堆積材料）の核形成を切り離すこととした。
【０００９】
　本発明者は、ＭＯＣＶＤによってＩＩＩ－Ｖ族材料を形成するのに先立って、アモルフ
ァス誘電体層のフィールド領域（ウィンドウの外側の誘電体層の部分）を覆う表面部分上
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に単結晶層又は多結晶層（例えば、ＡｌＮ、Ｓｉ、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ｓ
ｉＣ、ＴｉＮ、例えばＧａＮなどのＩＩＩ－Ｖ族半導体層、又は、例えばＷなどの金属）
を形成することによって、この不均一性問題を解決した。形成される材料は、堆積のまま
多結晶であってもよく、あるいは、アモルファスに堆積されて、ウィンドウ内へのＩＩＩ
－Ｖ族成長に先立つ熱処理によって再結晶化されてもよい。これらの層は、例えば化学気
相成長法（ＣＶＤ）、原子層成長法（ＡＬＤ）、電子ビーム蒸着法、分子線エピタキシ法
（ＭＢＥ）、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）などの方法によって形成されることがで
き、あるいは、例えばスパッタリングによって形成されてもよい。
【００１０】
　この単結晶層又は多結晶層の主な有利な効果は、ウィンドウ領域の外側（典型的に、Ｉ
ＩＩ－Ｖ族材料が再び気化したりウィンドウ端へと進んだりするところ）で、ＭＯＣＶＤ
材料のための実行可能な核形成層として作用することである。そして、これが、ＭＯＣＶ
Ｄ反応物質の均一な消費をもたらし、ひいては、ウエハーにわたるウィンドウのサイズ、
密度及び分布とはほぼ無関係なウィンドウ内及びウィンドウ間で均一な成長速度を持った
、ウィンドウ内のＩＩＩ－Ｖ族材料の形成をもたらす。さらに、形成されるこの層は、成
長されるＩＩＩ－Ｖ層のオートドーピングを抑制するよう、拡散バリアとしての役割を果
たすことができ、あるいは、その他の層と組み合わせて形成されることができる。このバ
リア効果は、ウィンドウ端で露出される誘電体層（例えばＳｉＯ２及びＳｉＮｘなど）及
び半導体層（例えばＳｉなど）が、堆積される材料によって覆われるように、ウィンドウ
エッチング後に多結晶材料を堆積することによって更に高められ得る。故に、形成される
層の、拡散バリア特性と、（フィールド領域の上での）結晶核形成のためのサイトとして
作用する能力とが組み合わさって、ＭＯＣＶＤ成長中に、ＩＩＩ－Ｖ層の意図しないドー
ピングを抑制するとともに、ＩＩＩ－Ｖ層反応物質種の均一な消費を促す。結果として、
成長されるＩＩＩ－Ｖ材料のドーピングが正確に制御されるとともに、成長されるＩＩＩ
－Ｖ層の均一性に対して成長ウィンドウの大きさ／配置／密度が有するであろう影響が抑
制あるいは排除される。
【００１１】
　本開示によれば、基板の選択部分の上に配置された誘電体層内に形成されたウィンドウ
を通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法が提供される。当該方
法は、ウィンドウに隣接する前記誘電体層の領域の上に単結晶層又は多結晶層を形成する
ことと、ＭＯＣＶＤによって、単結晶層又は多結晶層の上に、及びウィンドウを通じて基
板の選択部分の上に、ＩＩＩ－Ｖ族材料を成長させることとを有する。
【００１２】
　一実施形態において、多結晶層は多結晶材料として堆積される。
【００１３】
　一実施形態において、多結晶層は、ウィンドウの形成に先立って誘電体層上に堆積され
る。
【００１４】
　一実施形態において、多結晶層は、ウィンドウの形成に先立って、アモルファスに堆積
され且つ熱的に再結晶化される。
【００１５】
　一実施形態において、多結晶層は、アモルファスに堆積され、その後に、熱的に再結晶
化されてウィンドウの底に単結晶層を提供することで、ＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレートを
提供する。この実施形態においては、アモルファスに堆積されてその後に熱的に再結晶化
された層がウィンドウの底でもはや単結晶層であるので、多結晶層は、ＩＩＩ－Ｖ族材料
成長に先立ってウィンドウの底で除去されず、その代わりに、ＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレ
ートとして成長される。これの一例は、スパッタリング又はＡＬＤ（原子層成長）によっ
て堆積されるＡｌＮである。
【００１６】
　一実施形態において、多結晶層は、ウィンドウ形成後且つＩＩＩ－Ｖ族成長前に、結晶
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（ウィンドウ内）と多結晶（ウィンドウの外側のアモルファス誘電体フィールド領域の上
）とを合わせたものとして堆積される。この実施形態においては、アモルファスに堆積さ
れてその後に熱的に再結晶化されたアモルファス堆積多結晶層がウィンドウの底で単結晶
層ではないので、単結晶層は、ＩＩＩ－Ｖ族材料成長に先立ってウィンドウの底で除去さ
れず、その代わりに、ＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレートとして成長される。これの一例は、
ＭＢＥによって堆積されるＡｌＮである。
【００１７】
　一実施形態において、ほんの薄い残存誘電体層がＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレート層又は
基板の上のウィンドウの底に残るとき、ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体
及びウィンドウエッジの上に、多結晶層が多結晶材料として堆積される。その後、ウィン
ドウ内の多結晶層及び残存誘電体層が除去されて、ウィンドウ内のＩＩＩ－Ｖ族層の成長
が可能にされる。
【００１８】
　一実施形態において、ほんの薄い残存酸化物層がＩＩＩ－Ｖ成長テンプレート層又は基
板の上のウィンドウの底に残るとき、ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体及
びウィンドウエッジの上に、多結晶層がアモルファス材料として堆積される。そして、多
結晶層が熱的に再結晶化される。その後、ウィンドウ内で多結晶層及び残存誘電体層が除
去されて、ウィンドウ内のＩＩＩ－Ｖ層の成長が可能にされる。
【００１９】
　一実施形態において、ほんの薄い残存誘電体層がＩＩＩ－Ｖ成長テンプレート層又は基
板の上のウィンドウの底に残るとき、ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体及
びウィンドウエッジの上に、多結晶層がアモルファス材料として堆積される。そして、ア
モルファス層及び残存誘電体層が除去されて、ウィンドウ内のＩＩＩ－Ｖ層の成長が可能
にされる。その後、ＩＩＩ－Ｖ成長に先立って、多結晶層が熱的に再結晶化される。
【００２０】
　本開示の１つ以上の実施形態の細部が、添付の図面及び以下の記載にて説明される。本
開示のその他の特徴、目的及び利点が、これらの記載及び図面並びに請求項から明らかに
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本開示に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層に形成されたウィ
ンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法の、様々な工程
のうちの１つにおける断面の略図である。
【図１Ｂ】本開示に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層に形成されたウィ
ンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法の、様々な工程
のうちの１つにおける断面の略図である。
【図１Ｃ】本開示に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層に形成されたウィ
ンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法の、様々な工程
のうちの１つにおける断面の略図である。
【図１Ｄ】本開示に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層に形成されたウィ
ンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方法の、様々な工程
のうちの１つにおける断面の略図である。
【図２Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図２Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図２Ｃ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
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法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図２Ｄ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図２Ｅ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ｃ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ｄ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ｅ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図３Ｆ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図４Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図４Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図５Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図５Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図５Ｃ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図６Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図６Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図６Ｃ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図６Ｄ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
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に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図７Ａ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図７Ｂ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図７Ｃ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。
【図７Ｄ】本開示の他の一実施形態に従った、基板の選択部分の上に堆積された誘電体層
に形成されたウィンドウを通じて、基板の選択部分の上にＩＩＩ－Ｖ族材料を堆積する方
法の、様々な工程のうちの１つにおける断面の略図である。　様々な図中の似通った参照
符号は同様の要素を指し示している。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　ここで図１Ａを参照するに、ここでは例えばＳｉ、ＳｉＣ又はサファイアである基板１
２と、基板１２上の、ここでは例えば二酸化シリコンである埋込酸化物の誘電体層（ＢＯ
Ｘ）１４と、ＢＯＸ層１４上のシリコン層１６と、シリコン層１６上の、ここでは二酸化
シリコンである第２の誘電体層１８とを有する構造１０が示されている。第２の誘電体層
１８は、フィールド誘電体層と見なされ得る。また、ＣＭＯＳ又はその他のシリコンデバ
イスが、シリコン層１６内に形成され得る。
【００２３】
　次に、図１Ｂを参照するに、原子層成長（ＡＬＤ）、プラズマＡＬＤ、分子線エピタキ
シ（ＭＢＥ）、プラズマＭＢＥ、有機金属化学気相成長（ＭＯＣＶＤ）、物理気相成長（
ＰＶＤ／スパッタリング）、化学気相成長（ＣＶＤ）、反応性スパッタリング、蒸着、又
は反応性蒸着によって、図示のように、シリコン酸化物層１８の表面を覆って多結晶層２
０が形成される。ここでは、多結晶層２０は、例えば、ＡｌＮ、Ｓｉ、Ａｌ２Ｏ３、Ｈｆ
Ｏ２、ＺｒＯ２、ＳｉＣ、ＴｉＮ、例えばＧａＮなどのＩＩＩ－Ｖ族半導体層、又は例え
ばＷなどの金属とすることができる。次に、図１Ｂに示すように、層２０、１８、１６を
貫いて部分的に層１４の中までウィンドウ２２がドライエッチングされ、ＢＯＸ層１４の
薄層１４ａが残される。
【００２４】
　次に、図１Ｃを参照するに、ＢＯＸ層１４の薄層１４ａがウェットエッチングで除去さ
れ、図示のように、基板１２の表面の選択された部分２３が露出される。
【００２５】
　次に、図１Ｄを参照するに、図１Ｃに示した構造の表面の上に、ここではＭＯＣＶＤに
よって、ここでは例えばＧａＮであるＩＩＩ－Ｖ族材料の層が成長される。なお、このＭ
ＯＣＶＤ成長は、図示のように、多結晶層２０上に多結晶ＧａＮ層２４ｂを形成するが、
基板１２の選択された表面部分２３上に単結晶エピタキシャルＧａＮ層２４ａを形成する
。
【００２６】
　故に、図１Ａ－１Ｄに関して上述した実施形態との関連で、ウィンドウ２２の形成に先
立って、フィールド誘電体層１８上に多結晶層２０が堆積される。
【００２７】
　上述のように、ＭＯＣＶＤによってＩＩＩ－Ｖ族材料２４ａ、２４ｂを形成するのに先
立って、誘電体層１８の誘電体フィールド領域の上の表面部分上に多結晶層２０を堆積す
ることにより、多結晶層２０が、ウィンドウ領域の外側（典型的に、ＩＩＩ－Ｖ族材料が
再び気化するところ）で、ＭＯＣＶＤ材料のための実行可能な核形成層として作用する。
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そして、これが、ＭＯＣＶＤ反応物質の均一な消費をもたらし、ひいては、ウエハーにわ
たるウィンドウのサイズ、密度及び分布とはほぼ無関係な均一な成長速度を持った、ウィ
ンドウ２２内のＩＩＩ－Ｖ族材料２４ａの形成をもたらす。さらに、堆積された多結晶層
２０は、成長されるＩＩＩ－Ｖ層のオートドーピングを抑制するよう、拡散バリアとして
作用することができ、あるいは、その他の層と組み合わせて堆積されることができる。意
図しないドーパント拡散を制限する拡散バリア層をも提供する堆積多結晶層２０の使用は
関心あるフィールド又は領域での多結晶成長を促して、ＭＯＣＶＤプロセス中のドーパン
ト拡散を更に抑圧するとともに、そのフィールドでの多結晶成長を用いて、ＭＯＣＶＤ成
長中の反応物質種の均一な消費を促し、それにより、成長ウィンドウのサイズ／配置／密
度に依存した不均一性を抑制／排除する。層２４ｂ及び２０は後に、デバイス処理中に除
去され、あるいは、Ｓｉ層１６に存在するデバイスとの異種インテグレーションを可能に
するように、その中にビアを形成される。
【００２８】
　次いで、図２Ａ－２Ｃを参照するに、この実施形態においては、多結晶層２０が先ず、
図２Ａの層２０’として、例えばＡＬＤ及びプラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）などの
方法によってアモルファスに堆積される。層２０’はその後、図２Ｃに示すウィンドウ２
２の形成に先立って、図２Ｂに示すように、多結晶層２０へと熱的に再結晶化される。そ
して、図示のように、また、図１Ｃ及び１Ｄに関連して上述したように、処理が続けられ
る。
【００２９】
　次いで、図３Ａ－３Ｆを参照するに、先ず、図３Ａに示す構造１０が、層１８、１６を
貫いて部分的に層１４の中までドライエッチングに掛けられ、図３Ｂに示すように、ＢＯ
Ｘ層１４の薄層１４ａが残される。次に、図３Ｃを参照するに、ＢＯＸ層１４の薄層１４
ａ（図１Ｂ）がウェットエッチングで除去され、図示のように、基板１２の表面の選択さ
れた部分２３が露出される。
【００３０】
　次に、図３Ｃに示した構造の表面を覆って、図３Ｄに示すようにウィンドウ２２の側面
部分の上及び基板１２の露出された表面部分２３の上を含めて、多結晶層２０が、図３Ｄ
の層２０’として、例えばＡＬＤ及びプラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）などの方法に
よって、先ずアモルファスに堆積される。層２０’はその後、図２Ｂに示したように、多
結晶層２０へと熱的に再結晶化される。なお、基板１２の露出表面部分２３上に堆積され
たアモルファス堆積層２０’の部分は、図３Ｅに示すように、（熱的な再結晶化プロセス
の結果として）単結晶層２０”として形を成す。この単結晶層２０”は、ＩＩＩ－Ｖ族材
料のための成長テンプレートとして機能する。より具体的には、図３Ｅに示す構造は、図
３Ｅに示す構造の表面の上に、ここではＭＯＣＶＤによって成長される、ここでは例えば
ＧａＮであるＩＩＩ－Ｖ族材料の層を有する。なお、このＭＯＣＶＤ成長は、図３Ｆに示
すように、多結晶層２０上に多結晶ＧａＮ層２４ｂを形成するが、単結晶層２０”のＩＩ
Ｉ－Ｖ族成長テンプレート上に単結晶エピタキシャルＧａＮ層２４ａを形成する。
【００３１】
　故に、図３Ａ－３Ｆに関して上述した実施形態では、アモルファス堆積層２０’の熱的
に再結晶化された層がここではウィンドウの底にある単結晶層２０”であるので、熱的に
再結晶化された層２０”は、ＩＩＩ－Ｖ族材料成長に先立ってウィンドウの底で除去され
ず、その代わりに、ＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレートとして成長される。これの一例は、ス
パッタリング、原子層成長（ＡＬＤ）、又は反応性蒸着によって堆積されるＡｌＮである
。
【００３２】
　次いで、図４Ａ－４Ｂを参照するに、図３Ａ及び３Ｂに関連して上述したように構造１
０が処理される。しかし、ここでは、ＢＯＸ層１４の薄層１４ａ（図３Ｂ）の除去後に、
ウィンドウ形成後且つＩＩＩ－Ｖ族成長前に、多結晶層２０が、単結晶層２０”（ウィン
ドウ２２内）と多結晶層２０（ウィンドウ２２の外側のアモルファス誘電体フィールド領
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域の上）とを合わせたものとして堆積される。この実施形態における単結晶層２０”は、
ＩＩＩ－Ｖ族材料成長に先立ってウィンドウの底で除去されず、その代わりに、図４Ｂに
示すように、ウィンドウ２２の底にあるＩＩＩ－Ｖ族成長テンプレートとして成長される
。これの一例は、スパッタリング、ＭＢＥによって堆積されるＡｌＮである。他の一例は
、ＡｌＮの反応性蒸着とし得る。その場合には、しかしながら、ＡｌＮは、単結晶として
堆積されそうになく、故に、ウィンドウ２２の底で２０’層から２０”層へと熱的に再結
晶化される必要があろう。
【００３３】
　次いで、図５Ａ－５Ｃを参照するに、ＢＯＸ層１４の薄層１４ａをなおも有する図３Ｂ
に示した構造が、図５Ａに示すように、ほんの薄い残存層である誘電体層１４ａがウィン
ドウ２２の底に残るとき、ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体層１８上に多
結晶に堆積された多結晶層２０とともに、ウィンドウ２２の側面又はエッジの上の部分２
０Ｓ及び２０Ｐをも有している。そして、図５Ｂに示すように、ウィンドウ２２の底上の
多結晶層２０Ｐの部分と残存誘電体層１４ａが除去されて、図５Ｃに示すように、ウィン
ドウ２２内のＩＩＩ－Ｖ族層２４ａの成長が可能にされる。
【００３４】
　次いで、図６Ａ－６Ｄを参照するに、ＢＯＸ層１４の薄層１４ａをなおも有する図３Ｂ
に示した構造が、図６Ａに示すように、シリコン酸化物のほんの薄い残存層１４ａがウィ
ンドウの底に残るとき、ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体１８、ウィンド
ウ内、及びウィンドウ側壁に沿ってアモルファス層２０’を形成するように例えばＡＬＤ
及びプラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）などの方法によってアモルファス材料として先
ずは堆積された多結晶層２０（図６Ｂ）を有している。アモルファス層２０’は、その後
、図６Ｂに示すように、多結晶層２０へと熱的に再結晶化される。そして、図６Ｃ及び６
Ｄに示すように、ウィンドウ領域２２の底で多結晶層２０及び残存誘電体層１４ａが除去
されて、ウィンドウ内のＩＩＩ－Ｖ層２４ａの成長が可能にされる。
【００３５】
　次いで、図７Ａ－７Ｄを参照するに、ＢＯＸ層１４の薄層１４ａをなおも有する図３Ｂ
に示した構造において、誘電体のほんの薄い残存層１４ａがウィンドウの底に残るとき、
ウィンドウ形成の完成近くで、フィールド誘電体層１８及びウィンドウエッジの上にアモ
ルファス層２０’を形成するように、例えばＡＬＤ及びプラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶ
Ｄ）などの方法によって、多結晶層２０（図７Ｃ）がアモルファス材料として堆積される
。その後、図７Ｂに示すように、ウィンドウ領域２２の底でアモルファス層２０’及び残
存酸化物層１４ａが除去される。その後、図７Ｃにて、アモルファス層２０’が、多結晶
層２０へと熱的に再結晶化される。図７Ｄに示すように、ＩＩＩ－Ｖ層がウィンドウ内に
成長される。
【００３６】
　図１Ａ－７Ｄに関連して上述したようにしてＩＩＩ－Ｖ層を形成した後、多結晶層２０
が、下に位置する酸化物層１８まで、ドライエッチング又はウェットエッチングによって
選択的に除去される。例えば、ＩＩＩ－Ｖ材料の窒化ガリウム（ＧａＮ）は通常、反応性
イオンエッチング（ＲＩＥ）又は誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）エッチングのチャンバ内で
、ＢＣ１３／Ｃｌ２ミクスチャを用いてドライエッチングされる。ウェット及びドライの
エッチングプロセス中、（ウィンドウ内の基板の選択部分の上に成長された）単結晶層２
４ａは、マスキングによって保護される。マスキング材料は、金属、レジスト、若しくは
誘電体（例えば、ＳｉＮｘ、ＳｉＯ２、又は誘電体スタックなど）、又はこれらの組み合
わせとし得る。層２０の除去後、何らかの従来からの技術によって、シリコン層１６内に
ＣＭＯＳデバイス（図示せず）が形成される。
【００３７】
　もはや理解されるはずであることには、本開示に従った、基板の選択部分の上に配置さ
れた誘電体層内に形成されたウィンドウを通じて、前記基板の前記選択部分の上にＩＩＩ
－Ｖ族材料を堆積する方法は、前記ウィンドウに隣接する前記誘電体層の領域の上に単結
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晶層又は多結晶層を形成することと、ＭＯＣＶＤによって、前記ウィンドウ内の前記基板
の選択部分上へと、前記単結晶層を覆って単結晶ＩＩＩ－Ｖ族材料を成長させることとを
含む。この方法は、以下の特徴のうちの１つ以上を、独立に、あるいは別の特徴と組み合
わせて含み得る：前記多結晶層は多結晶材料として堆積される；前記多結晶層は、前記ウ
ィンドウの形成に先立って、前記誘電体層上に堆積される；前記多結晶層は、前記ウィン
ドウの形成に先立って、アモルファスに堆積され且つ熱的に再結晶化される；前記多結晶
層は、前記ウィンドウの形成後にアモルファスに堆積され、且つ熱的に再結晶化されるこ
とで、前記ウィンドウの形成後に露出された前記基板の部分上に単結晶層を提供する；前
記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後にアモルファスに堆積され、その後に、熱的に再
結晶化されて前記ウィンドウの底に単結晶層を提供することで、前記単結晶ＩＩＩ－Ｖ族
材料のための成長テンプレートを提供する；前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後に
、前記ウィンドウ内の単結晶材料と前記ウィンドウの外側の前記誘電体層の上の多結晶材
料とを合わせたものとして堆積される；前記多結晶層は、前記ウィンドウの形成後且つＩ
ＩＩ－Ｖ族成長の前に、前記ウィンドウ内の単結晶材料と前記ウィンドウの外側の前記誘
電体層の上の多結晶材料とを合わせたものとして堆積される；前記多結晶層は、前記誘電
体層と前記ウィンドウのエッジの側面との上に堆積される；前記多結晶層は、前記誘電体
層及び前記ウィンドウの側面の上と、前記基板の露出された前記選択部分の上の前記ウィ
ンドウの底とに、アモルファス材料として堆積され、その後に熱的に再結晶化されて、前
記ウィンドウの底にＩＩＩ－Ｖ族層のための単結晶成長テンプレートを提供し、前記ウィ
ンドウの底の外側のアモルファスに堆積された前記多結晶層の残存部分は、再結晶化され
て多結晶部分を提供する。この方法は、なおもさらに、以下の特徴のうちの１つ以上を、
独立に、あるいは別の特徴と組み合わせて含み得る：前記多結晶層は、前記誘電体層と、
前記ウィンドウの側面と、前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分の上に置かれた
残存する誘電体の部分と、の上にアモルファス材料として堆積され、当該方法は、前記ウ
ィンドウの底の前記基板の前記選択部分から前記誘電体の部分と前記アモルファス材料と
を除去することと、アモルファスに堆積された前記多結晶層の残りの部分を熱的に再結晶
化させることと、前記ウィンドウの底の前記基板の露出された前記選択部分上に、単結晶
材料としてＩＩＩ－Ｖ族材料を成長させることとを含む；前記多結晶層は、前記誘電体層
と、前記ウィンドウの側面と、前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分の上に置か
れた残存する誘電体の部分と、の上にアモルファス材料として堆積され、当該方法は、ア
モルファスに堆積された前記多結晶層を熱的に再結晶化させることと、前記ウィンドウの
底の前記基板の前記選択部分から前記誘電体の部分と多結晶材料とを除去することと、前
記ウィンドウの底の前記基板の露出された前記選択部分上に、単結晶材料としてＩＩＩ－
Ｖ族材料を成長させることとを含む；前記多結晶層は、前記誘電体層と、前記ウィンドウ
の側面と、前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分の上に置かれた残存する誘電体
の部分との上に堆積され、当該方法は、前記ウィンドウの底の前記基板の前記選択部分か
ら前記誘電体の部分と多結晶材料とを除去することと、前記ウィンドウの底の前記基板の
露出された前記選択部分上に、単結晶材料としてＩＩＩ－Ｖ族材料を成長させることとを
含む。
【００３８】
　もはや理解されるはずであることには、本開示に従った、基板の選択部分の上に配置さ
れた誘電体層内に形成されたウィンドウを通じて、前記基板の前記選択部分の上にＩＩＩ
－Ｖ族材料を堆積する方法は、ＭＯＣＶＤによって、前記ウィンドウ内の前記基板の選択
部分上に、ＩＩＩ－Ｖ族材料を単結晶として成長させる一方で、前記ウィンドウに隣接す
る前記誘電体層の領域の上に、前記ＩＩＩ－Ｖ族材料を単結晶材料として成長させること
を含む。
【００３９】
　本開示の多数の実施形態を説明してきた。そうとはいえ、理解されるように、本開示の
精神及び範囲を逸脱することなく、様々な変更が為され得る。例えば、多結晶層２０の代
わりに、単結晶層が使用されてもよい。例えば、単結晶層は、Ｓｉドナーウエハーからと
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してもよいし、あるいは、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）ウエハー製造に類
似の製造アプローチにて、ドナーウエハー上の単結晶として（ＭＯＣＶＤ又はＭＢＥによ
って）エピタキシャル成長されて誘電体層１８に接合及び転写されたその他の化合物半導
体（例えばＧａＮなど）からとしてもよい。この接合プロセスは、酸化物／酸化物ウエハ
ー接合、又は例えば陽極接合などのその他の技術とし得る。従って、その他の実施形態も
以下の請求項の範囲内にある。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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