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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＩＩ族窒化物膜を成長するための方法であって、
　（ａ）｛１００｝ＭｇＡｌ2 Ｏ4 スピネル基板のミスカットした表面を形成するステッ
プであって、該ミスカットした表面が＜０１１＞方向に０．５°～３°の範囲のミスカッ
ト角度βを備えるステップと、
　（ｂ）前記基板の前記ミスカットした表面上に半極性｛１０－１１｝窒化ガリウム膜を
成長するステップを備え、
　前記半極性｛１０－１１｝窒化ガリウム膜の上面は平坦で少なくとも幅１０μｍであり
、
　前記半極性｛１０－１１｝窒化ガリウム膜は、ｘ線回折により測定される半値全幅（Ｆ
ＷＨＭ）が０．５５°未満であるロッキング・カーブにより特徴づけられる結晶品質を有
することを特徴とする方法。
【請求項２】
　ＩＩＩ族窒化物膜を成長するための方法であって、
　（ａ）｛１－１００｝Ａｌ2 Ｏ3 サファイヤ基板のミスカットした表面を形成するステ
ップであって、該ミスカットした表面が＜０００１＞方向に０．５°～１°の範囲のミス
カット角度βを備えるステップと、
　（ｂ）前記基板の前記ミスカットした表面上に半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜を
成長するステップを備え、
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　前記半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜の上面は平坦で少なくとも幅１０μｍであり
、
　前記半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜は、ｘ線回折により測定される半値全幅（Ｆ
ＷＨＭ）が０．５５°未満であるロッキング・カーブにより特徴づけられる結晶品質を有
することを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜は、該半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜
上に作製された発光ダイオードが２２０μＷより大きい出力で発光するような結晶品質を
有することを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ミスカット角度は、前記半極性窒化ガリウム膜の以下の諸特性、すなわちエピタキ
シャル関係、結晶対象性、層の極性、転位密度、表面形態および電気的特性、の少なくと
も１つに影響を与えるように選ばれることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ミスカット角度の大きさは成膜条件に依存して変化することを特徴とする、請求項
１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記半極性窒化ガリウム膜の成長表面は、幅１０μｍより大きく、故意にミスカットし
た前記基板の表面に実質的に平行であることを特徴とする、請求項１または２に記載の方
法。
【請求項７】
　前記ミスカットした表面は、前記半極性窒化ガリウム膜の対称性に整合するように前記
基板の対称性を低下させることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項８】
　前記半極性窒化ガリウム膜は、単一の結晶学的ドメインを含むことを特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記｛１１－２２｝窒化ガリウム膜上に作製される発光デバイスが、少なくとも５０μ
Ｗの出力パワーで発光することを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ミスカットした基板は、前記半極性窒化ガリウム膜の成長のための優先的核生成サ
イトとしての役割を果たすステップ・エッジまたはキンクを提供することを特徴とする、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記優先的核生成サイトは、ミスカットしていない基板上での成膜に比べて、核の良好
な合体、欠陥密度の低減、より滑らかでより平坦な界面または表面を含む層の特性の改良
を提供するものであることを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ミスカットした基板上に成膜した前記半極性窒化ガリウム膜は、ミスカットしてい
ない基板上に成膜した半極性窒化ガリウム膜に比べて、よりよい結晶性とより少ない貫通
転位とをもつことを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記半極性窒化ガリウム膜の巨視的表面凹凸およびファセット形成は、ミスカット角度
の増加とともに減少することを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１４】
　（１）前記基板をミスカットするステップと、
　（２）前記基板を反応装置内に装填するステップと、
　（３）窒素、水素またはアンモニアの少なくとも１つを含む流れのもとで前記基板を加
熱するステップと、
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　（４）前記加熱された基板上に前記半極性窒化ガリウム膜を成膜するステップとをさら
に備えることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記成膜するステップ（４）は、
　（ｉ）前記加熱された基板上に核生成層またはバッファ層を成膜するステップと、
　（ｉｉ）前記核生成層またはバッファ層上に半極性窒化ガリウム半導体膜を成膜するス
テップと、
を備えることを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ＩＩＩ族窒化物膜を成長するための方法であって、
　（ａ）｛１－１００｝Ａｌ2 Ｏ3 サファイヤ基板のミスカットした表面を形成するステ
ップであって、該ミスカットした表面が＜０００１＞方向に０．５°～１°の範囲のミス
カット角度βを備えるステップと、
　（ｂ）前記基板の前記ミスカットした表面上に半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜を
成長するステップを備え、
　前記半極性｛１１－２２｝窒化ガリウム膜は平坦な単結晶で、該半極性｛１１－２２｝
窒化ガリウム膜上に作製される発光デバイス構造は２２０μＷより大きい出力パワーで発
光することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照関係
　　本出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて、本発明の譲受人に譲渡された以下
の同時係属の米国特許出願の優先権を主張するものである。
ジョン・ケディング（Ｊｏｈｎ　Ｋａｅｄｉｎｇ）、マイケル・イザ（Ｍｉｃｈａｅｌ　
Ｉｚａ）、トロイ・Ｊ．ベーカー（Ｔｒｏｙ　Ｊ．Ｂａｋｅｒ）、佐藤均（Ｈｉｔｏｓｈ
ｉ　Ｓａｔｏ）、ベンジャミン・Ａ．ハスケル（Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ａ．Ｈａｓｋｅｌｌ
）、ジェームス・Ｓ．スペック（Ｊａｍｅｓ　Ｓ．Ｓｐｅｃｋ）、スティーブン・Ｐ．デ
ンバース（Ｓｔｅｖｅｎ　Ｐ．ＤｅｎＢａａｒｓ）、および中村修二（Ｓｈｕｊｉ Ｎａ
ｋａｍｕｒａ）による米国特許仮出願第６０／７６０，７３９号、２００６年１月２０日
出願、発明の名称「半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長の改良法（ＭＥＴＨＯＤ　
ＦＯＲ　ＩＭＰＲＯＶＥＤ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，
Ｇａ，Ｂ）Ｎ）」、代理人整理番号 ３０７９４．１５０－ＵＳ－Ｐ１（２００６－１２
６）;
この出願は参照として本明細書に組み込まれているものとする。
【０００２】
　本出願は本発明の譲受人に譲渡された以下の同時係属の出願と関係するものである。
　トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、ポール・Ｔ．フィニ（Ｐａｕl 
Ｔ．Ｆｉｎｉ）、スティーブン・Ｐ．デンバース、ジェームス・Ｓ．スペック、および中
村修二による米国特許出願第１１／３７２，９１４号、２００６年３月１０日出願、発明
の名称「平坦な半極性窒化ガリウムの成長技術（ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　
ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＰＬＡＮＡＲ　ＳＥＭＩ－ＰＯＬＡＲ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲ
ＩＤＥ）」、代理人整理番号３０７９４．１２８－ＵＳ－Ｕｌ（２００５－４７１）；こ
の出願は米国特許第１１９条（ｅ）に基づいて次の出願の優先権を主張するものである。
トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、ポール・Ｔ．フィニ、スティーブ
ン・Ｐ．デンバース、ジェームス・Ｓ．スペック、および中村修二による米国特許仮出願
第６０／６６０,２８３号、２００５年３月１０日出願、発明の名称「平坦な半極性窒化
ガリウムの成長技術（ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＰＬ
ＡＮＡＲ　ＳＥＭＩ－ＰＯＬＡＲ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ）」、代理人整理番
号３０７９４．１２８－ＵＳ－Ｐｌ（２００５－４７１）。
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【０００３】
　ロバート・Ｍ．ファレル・ジュニア（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍ．Ｆａｒｒｅｌｌ，Ｊｒ．）、
トロイ・Ｊ．ベーカー、アーパン・チャクラボーティ（Ａｒｐａｎ　Ｃｈａｋｒａｂｏｒ
ｔｙ）、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、Ｐ．モルガン・パチソン（Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ　Ｐ
ａｔｔｉｓｏｎ）、ラジャット・シャーマ（Ｒａｊａｔ　Ｓｈａｒｍａ）、ウメシュ・Ｋ
．ミシュラ（Ｕｍｅｓｈ　Ｋ．　Ｍｉｓｈｒａ）、スティーブン・Ｐ．デンバース、ジェ
ームス・Ｓ．スペック、および中村修二による米国特許出願第１１／４４４，９４６号、
２００６年６月１日出願、発明の名称「半極性（Ｇａ，Ａｌ，Ｉｎ，Ｂ）Ｎ薄膜、ヘテロ
構造およびデバイスの成長と作製のための技術（ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ ＦＯＲ　ＴＨＥ　
ＧＲＯＷＴＨ　ＡＮＤ　ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ｇａ，
Ａｌ，Ｉｎ，Ｂ）Ｎ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ，　ＨＥＴＥＲＯＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ，　
ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ）」、代理人整理番号３０７９４．１４０－ＵＳ－Ｕｌ　(２０
０５－６６８)；この出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて次の出願の優先権を
主張するものである。ロバート・Ｍ．ファレル・ジュニア、トロイ・Ｊ．ベーカー、アー
パン・チャクラボーティ、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、Ｐ．モルガン・パチソン、ラジ
ャット・シャーマ、ウメシュ・Ｋ．ミシュラ、スティーブン・Ｐ．デンバース、ジェーム
ス・Ｓ．スペック、および中村修二による米国特許仮出願第６０／６８６，２４４号、２
００５年６月１日出願、発明の名称「半極性（Ｇａ，Ａｌ，Ｉｎ，Ｂ）Ｎ薄膜、ヘテロ構
造およびデバイスの成長と作製のための技術（ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ ＦＯＲ　ＴＨＥ　Ｇ
ＲＯＷＴＨ　ＡＮＤ　ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ｇａ，Ａ
ｌ，Ｉｎ，Ｂ）Ｎ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ，　ＨＥＴＥＲＯＳＴＲＵＣＴＵＲＥＳ，　Ａ
ＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ）」代理人整理番号３０７９４．１４０　ＵＳ－Ｐｌ　(２００５
－６６８)；
【０００４】
　トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、ジェームス・Ｓ．スペック、お
よび中村修二による米国特許出願第１１／４８６，２２４、２００６年７月１３日出願、
発明の名称「半極性窒化物薄膜の欠陥低減のための横方向成長法（ＬＡＴＥＲＡＬ　ＧＲ
ＯＷＴＨ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＥＦＥＣＴ　ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＥＭＩ
ＰＯＬＡＲ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＦＩＬＭＳ）」、代理人整理番号３０７９４．１４１－Ｕ
Ｓ－Ｕ１（２００５－６７２）；この出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて次の
出願の優先権を主張するものである。トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケ
ル、ジェームス・Ｓ．スペック、および中村修二による米国特許仮出願第６０／６９８，
７４９号、２００５年７月１３日出願、発明の名称「半極性窒化物薄膜の欠陥低減のため
の横方向成長法（ＬＡＴＥＲＡＬ　ＧＲＯＷＴＨ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＥＦＥＣＴ
　ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＦＩＬＭＳ）」、
代理人整理番号３０７９４．１４１－ＵＳ－Ｐ１（２００５－６７２）; 
【０００５】
　マイケル・イザ、トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、スティーブン
・Ｐ．デンバース、および中村修二による米国特許出願第１１／５１７，７９７号、２０
０６年９月８日出願、発明の名称「有機金属化学気相成膜法による半極性（Ａｌ，Ｉｎ，
Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長促進法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＮＨＡＮＣＩＮＧ　ＧＲＯＷＴＨ
　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ　ＶＩＡ　ＭＥＴＡＬＯＲＧ
ＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ）」、代理人整理番号
３０７９４．１４４－ＵＳ－Ｐ１（２００５－７２２）;この出願は米国特許法第１１９
条（ｅ）に基づいて次の出願の優先権を主張するものである。マイケル・イザ、トロイ・
Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ．ハスケル、スティーブン・Ｐ．デンバース、および中
村修二による米国特許仮出願第６０／７１５，４９１号、２００５年９月９日出願、発明
の名称「有機金属化学気相成膜法による半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長促進法
（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＮＨＡＮＣＩＮＧ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡ
Ｒ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ　ＶＩＡ　ＭＥＴＡＬＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡ
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Ｌ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ）」、代理人整理番号３０７９４，１４４－ＵＳ
－Ｐ１（２００５－７２２）;
【０００６】
　シダース・ラジャン（Ｓｉｄｄｈａｒｔｈ　Ｒａｊａｎ）、チャン・ソー・ス（Ｃｈａ
ｎｇ　Ｓｏｏ　Ｓｕｈ）、ジェームス・Ｓ．スペック、およびウメシュ・Ｋ．ミシュラに
よる米国特許出願第１１／５２３，２８６号、２００６年９月１８日出願、発明の名称「
Ｎ極性窒化アルミニウム・ガリウム／窒化ガリウムのエンハンスメント・モード電界効果
トランジスタ（Ｎ－ＰＯＬＡＲ　ＡＬＵＭＩＮＵＭ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ／
ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ－ＭＯＤＥ　ＦＩＥＬＤ　Ｅ
ＦＦＥＣＴ　ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ）」、代理人整理番号３０７９４．１４８－ＵＳ－Ｕ
１（２００６－１０７）；この出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて次の出願の
優先権を主張するものである。シダース・ラジャン、チャン・ソー・ス、ジェームス・Ｓ
．スペック、およびウメシュ・Ｋ．ミシュラによる米国特許仮出願第６０／７１７，９９
６号、２００５年９月１６日出願、発明の名称「Ｎ型有極性窒化アルミニウム・ガリウム
／窒化ガリウムのエンハンスメント・モード電界効果トランジスタ（Ｎ－ＰＯＬＡＲ　Ａ
ＬＵＭＩＮＵＭ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ／ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　
ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ－ＭＯＤＥ　ＦＩＥＬＤ　ＥＦＦＥＣＴ　ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ
）」、代理人整理番号３０７９４．１４８－ＵＳ－Ｐ１（２００６－１０７）；
【０００７】
　佐藤均、ジョン・ケディング、マイケル・イザ、トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン
・Ａ．ハスケル、スティーブン・Ｐ．デンバース、および中村修二による米国特許出願第
　　／　　　，　　　号、本出願と同日出願、発明の名称「有機金属化学気相成膜法によ
る半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長促進法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＮＨＡＮ
ＣＩＮＧ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ　Ｖ
ＩＡ　ＭＥＴＡＬＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩＴＩＯ
Ｎ）」、代理人整理番号３０７９４．１５９－ＵＳ－Ｕ１（２００６－１７８）; この出
願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて次の出願の優先権を主張するものである。佐
藤均、ジョン・ケディング、マイケル・イザ、トロイ・Ｊ．ベーカー、ベンジャミン・Ａ
．ハスケル、スティーブン・Ｐ．デンバース、および中村修二による米国特許仮出願第６
０／７６０，６２８号、２００６年１月２０日出願、発明の名称「有機金属化学気相成膜
法による半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長促進法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＮ
ＨＡＮＣＩＮＧ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）
Ｎ　ＶＩＡ　ＭＥＴＡＬＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩ
ＴＩＯＮ）」、代理人整理番号３０７９４．１５９－ＵＳ－Ｐ１（２００６－１７８）;
【０００８】
　ジョン・Ｆ．ケディング、佐藤均、マイケル・イザ、アサミズ・ヒロクニ（Ｈｉｒｏｋ
ｕｎｉ　Ａｓａｍｉｚｕ）、ホン・ゾーン（Ｈｏｎｇ　Ｚｈｏｎｇ）、スティーブン・Ｐ
．デンバース、および中村修二による米国特許仮出願第６０／７７２，１８４号、２００
６年２月１０日出願、発明の名称「半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの導電性制御の方
法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＣＯＮＤＵＣＴＩＶＩＴＹ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＯＦ　ＳＥＭ
ＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ）」、代理人整理番号３０７９４．１６６－
ＵＳ－Ｐ１（２００６－２８５）;
【０００９】
　ホン・ゾーン、ジョン・Ｆ．ケディング, ラジャット・シャーマ、ジェームス・Ｓ．ス
ペック、スティーブン・Ｐ．デンバース、および中村修二による米国特許仮出願第６０/
７７４，４６７号、２００６年２月１７日出願、発明の名称「半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ
,Ｂ）Ｎ光電子デバイスの成長方法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＳＥ
ＭＩＰＯＬＡＲ　（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ　ＯＰＴＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ　ＤＥ
ＶＩＣＥＳ）」、代理人整理番号３０７９４．１７３－ＵＳ－Ｐ１（２００６－４２２）
; 
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【００１０】
　アーパン・チャクラボーティ、クワン・チュン・キム（Ｋｗａｎｇ－Ｃｈｏｏｎｇ　Ｋ
ｉｍ）、スティーブン・Ｐ．デンバース、ジェームス・Ｓ．スペック、およびウメシュ・
Ｋ．ミシュラによる米国特許仮出願第６０／７９８，９３３号、２００６年５月９日出願
、発明の名称「その場窒化シリコン・ナノマスク法を用いた無極性および半極性窒化ガリ
ウム薄膜における欠陥低減方法（ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯＲ　ＤＥＦＥＣＴ　ＲＥＤＵ
ＣＴＩＯＮ　ＩＮ　ＮＯＮＰＯＬＡＲ　ＡＮＤ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　ＧＡＬＬＩＵＭ　
ＮＩＴＲＩＤＥ　ＦＩＬＭＳ　ＵＳＩＮＧ　ＩＮ－ＳＩＴＵ　ＳＩＬＩＣＯＮ　ＮＩＴＲ
ＩＤＥ　ＮＡＮＯＭＡＳＫＩＮＧ）」、代理人整理番号３０７９４．１８０－ＵＳ－Ｐ１
（２００６－５３０）;
【００１１】
　ニコラス・Ａ．フィヒテンバウム（Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．　Ｆｉｃｈｔｅｎｂａｕｍ
）、ウメシュ・Ｋ．ミシュラ、カール・Ｊ．ノイフェルト（Ｃａｒｌ　Ｊ．　Ｎｅｕｆｅ
ｌｄ）およびステーシア・ケラー（Ｓｔａｃｉａ　Ｋｅｌｌｅｒ）による米国特許仮出願
第６０／８０９，７７４号、２００６年５月３１日、発明の名称「Ｎ極性ナノピラーおよ
びナノストライプ・アレイ上の再成長により形成した光電子デバイス（ＯＰＴＯＥＬＥＣ
ＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＦＯＲＭＥＤ　ＢＹ　ＲＥＧＲＯＷＴＨ　ＯＮ　Ｎ－Ｐ
ＯＬＡＲ　ＮＡＮＯＰＩＬＬＡＲ　ＡＮＤ　ＮＡＮＯＳＴＲＩＰＥ　ＡＲＲＡＹＳ）」、
代理人整理番号３０７９４．１８２－ＵＳ－Ｐ１（２００６－６３８）;
【００１２】
　ステーシア・ケラー、ウメシュ・Ｋ．ミシュラ、およびニコラス・Ａ．フィヒテンバウ
ムによる、米国特許仮出願第６０／８６６，０３５号、２００６年１１月１５日出願、発
明の名称「有機金属化学気相成長法を用いた高品質Ｎ面ＧａＮ，ＩｎＮおよびＡｌＮおよ
びこれらの合金のヘテロエピタキシャル成長方法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＨＥＴＥＲＯ
ＥＰＩＴＡＸＩＡＬ　ＧＲＯＷＴＨ　ＯＦ　ＨＩＧＨ－ＱＵＡＬＩＴＹ　Ｎ－ＦＡＣＥ　
ＧａＮ，ＩｎＮ，ａｎｄ　ＡｌＮ　ＡＮＤ　ＴＨＥＩＲ　ＡＬＬＯＹＳ　ＢＹ　ＭＥＴＡ
Ｌ　ＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＶＡＰＯＲ　ＤＥＰＯＳＩＴＩＯＮ）」、代理
人整理番号３０７９４．２０７－ＵＳ－Ｐ１（２００７－１２１）；
【００１３】
　スティーブン・Ｐ．デンバース、マシュー・Ｃ．シュミット（Ｍａｔｈｅｗ　Ｃ．　Ｓ
ｃｈｍｉｄｔ）、クワン・チュン・キム、ジェームス・Ｓ．スペック、および中村修二に
よる米国特許仮出願第６０／８６９，５４０号、２００６年１２月１１日出願、発明の名
称「無極性（ｍ面）および半極性発光デバイス（ＮＯＮ－ＰＯＬＡＲ　（Ｍ－ＰＬＡＮＥ
）　ＡＮＤ　ＳＥＭＩ－ＰＯＬＡＲ　ＥＭＩＴＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ）」、代理人整
理番号３０７９４．２１３－ＵＳ－Ｐ１（２００７－３１７）;および
【００１４】
　クワン・チュン・キム、マシュー・Ｃ．シュミット（Ｍａｔｈｅｗ　Ｃ．Ｓｃｈｍｉｄ
ｔ）、フェン・ウー（Ｆｅｎｇ　Ｗｕ）、アサコ・ヒライ（Ａｓａｋｏ　Ｈｉｒａｉ）、
メルビン・Ｂ．マクローリン（Ｍｅｌｖｉｎ　Ｂ．ＭｃＬａｕｒｉｎ）、スティーブン・
Ｐ．デンバース、中村修二およびジェームス・Ｓ．スペックによる米国特許仮出願第６０
／８６９，７０１、２００６年１２月１２日出願、発明の名称「各種基板上の（Ａｌ，Ｉ
ｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎのｍ面および半極性面の結晶成長（ＣＲＹＳＴＡＬ　ＧＲＯＷＴＨ　Ｏ
Ｆ　Ｍ－ＰＬＡＮＥ　ＡＮＤ　ＳＥＭＩＰＯＬＡＲ　ＰＬＡＮＥＳ　ＯＦ　（Ａｌ，Ｉｎ
，Ｇａ，Ｂ）Ｎ　ＯＮ　ＶＡＲＩＯＵＳ　ＳＵＢＳＴＲＡＴＥＳ）」、代理人整理番号３
０７９４．２１４－ＵＳ－Ｐ１（２００７－３３４）；
　これらすべての出願は参照として本明細書に組み込まれているものとする。
【背景技術】
【００１５】
１．本発明の技術分野
　本発明は半極性（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎの成長の改良法に関するものである。
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【００１６】
２．関連技術の説明
　（この出願は本明細書を通して、例えば［ｘ］のように、１つ以上の参照番号を括弧内
に示した多くの異なる刊行物と特許文献を参照する。この参照番号順に並べたこれら異な
る刊行物と特許文献のリストは以下の「参考文献」と題されたセクションに見出すことが
できる。これらの刊行物と特許文献のそれぞれは参照として本明細書に組み込まれている
ものとする。）
【００１７】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）およびアルミニウムとインジウムを含むその３元および４元化
合物（ＡｌＧａＮ，ＩｎＧａＮ，ＡｌＩｎＧａＮ）の有用性は可視光および紫外光の光電
子デバイスと高出力電子デバイスの作製について十分確立してきた。これらのデバイスは
、通常は分子線エピタキシー（ＭＢＥ）、有機金属化学気相成膜法 （ＭＯＣＶＤ）、お
よびハイドライド気相エピタキシー（ＨＶＰＥ）法を含む成長技術を用いてエピタキシャ
ルに成長される。
【００１８】
　ＧａＮとその合金は六方晶のウルツ鉱型結晶構造をとるときに最も安定であり、この構
造は、単一のｃ軸に対して全てが直交する、お互いに１２０°回転した２つ（または３つ
）の等価な基底面軸（ａ軸）によって表される。ＩＩＩ族元素と窒素元素は結晶のｃ軸に
沿って交互にｃ－面を占有する。ウルツ鉱型構造に含まれる対称要素によれば、ＩＩＩ族
窒化物はｃ－軸に沿ってバルク自発分極を有し、かつウルツ鉱型構造は圧電分極を示す。
【００１９】
　電子デバイスや光電子デバイスに対する現行の窒化物技術は極性のｃ－方向に沿って成
長した窒化物薄膜を用いている。しかしながら、ＩＩＩ族窒化物ベースの光電子デバイス
および電子デバイスにおける従来のｃ－面を用いた量子井戸構造は、強い圧電分極および
自発分極の存在によって、量子閉じ込めシュタルク効果（ＱＣＳＥ）の望ましくない影響
を受ける。ｃ－方向に沿った強い内部電界が電子と正孔の空間分離を引き起こし、それが
今度は、キャリアの再結合効率の制限、振動子強度の低減、および発光のレッド・シフト
を引き起こすことになる。
【００２０】
　ＧａＮ光電子デバイスにおける自発分極および圧電分極の影響を除去する１つの方法は
、結晶の無極性面上にデバイスを成長することである。そのような面はＧａ原子とＮ原子
とを同数含み、電荷中性である。更に、その次の無極性層はお互いに結晶学的に等価であ
り、それゆえ、結晶は成長方向に沿って分極することはない。ＧａＮにおける対称等価な
無極性面の２つのファミリーは、まとめてａ－面として知られる｛１１－２０｝ファミリ
ーと、まとめてｍ－面として知られる｛１－１００｝ファミリーである。残念なことには
、本発明の譲受人であるカリフォルニア大学の研究者らによる進展にもかかわらず、無極
性窒化物の成長はなお挑戦課題であり、ＩＩＩ族窒化物業界において広く採用されるまで
には至っていない。
【００２１】
　ＧａＮ光電子デバイスにおける分極の影響を低減またはできれば取り除くための他の方
法は、デバイスを結晶の半極性面上に成長することである。半極性面という用語は、ミラ
ー（Ｍｉｌｌｅｒ）指数ｈ、ｉ、ｋのなかで０でない値を２つ含み、かつミラー指数ｌも
０でないような広い範囲の面を指すために用いられる。ｃ－面ＧａＮヘテロエピタキシャ
ル成長においてしばしば見られる半極性面のいくつかの例は、溝のファセットに見られる
ような｛１１－２２｝、｛１０－１１｝および｛１０－１３｝面を含む。これらの面は本
発明者らが平坦な薄膜の形状で成長した面と偶然同じ面でもある。ウルツ鉱型結晶構造に
おける半極性面の他の例は｛１０－１２｝、｛２０－２１｝、および｛１０－１４｝を含
むが、これに限定されるものではない。窒化物結晶の分極ベクトルはそのような面内に在
るのではなく、その面に垂直でもなく、そのような面の表面法線に対してある角度をなし
て傾いて存在する。例えば、｛１０－１１｝と｛１０－１３｝面はｃ－面に対してそれぞ
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れ６２．９８°と３２．０６°をなしている。
【００２２】
　自発分極に加えて、窒化物に存在する分極の第２の形態は圧電分極である。これは該材
料が圧縮歪または伸張歪を受けたときに起こるものであり、異なる組成を持つ（それ故に
異なる格子定数を持つ）（Ａｌ，Ｉｎ，Ｇａ，Ｂ）Ｎ層が窒化物ヘテロ構造内に成長する
ような場合に起こりうる。例えば、ＧａＮテンプレート上の歪を受けたＡｌＧａＮ層は面
内に伸張歪を持ち、ＧａＮテンプレート上の歪を受けたＩｎＧａＮ層は面内に圧縮歪を持
つが、これはどちらもＧａＮに格子整合するためのものである。それ故に、ＧａＮ上のＩ
ｎＧａＮ量子井戸では、圧電分極は、ＩｎＧａＮおよびＧａＮの自発分極とは反対方向を
向いている。ＧａＮに格子整合したＡｌＧａＮ層では、圧電分極は、ＡｌＧａＮおよびＧ
ａＮの自発分極と同じ方向を向いている。
【００２３】
　ｃ－面窒化物と比して半極性面を用いることの利点は、全分極が低減することである。
特定の面上で、特定の合金組成に対しては、分極がゼロになることさえある。重要な点は
、ｃ－面窒化物構造に比べて分極が低減することである。
【００２４】
　ＧａＮのバルク結晶は容易には入手できないので、結晶を単純に切断して引き続くデバ
イスの再成長用の表面を用意することは出来ない。一般に、ＧａＮ薄膜は、最初はヘテロ
エピタキシャルに成長される、すなわち、ＧａＮとほぼ格子整合が取れた異種基板上に成
長される。よく用いられる基板材料は、サファイヤ（Ａｌ２Ｏ３）とスピネル（ＭｇＡｌ

２Ｏ４）である。
【００２５】
　そのような基板材料の大きな結晶は、熟練した当業者によって作製されてもよい。結晶
はそこで基板ウェーハに切断され、そのウェーハ表面は通常はミラー指数（ｈｋｌ）によ
って規定される特定の結晶学的方位を持つ。通常は、上に成膜される材料の結晶の対称性
に整合した、低指数の結晶方位が選ばれる。例えば、六方晶の面内対称性を持つ（０００
１）サファイヤ基板が、やはり六方晶の面内対称性を持つ通常の極性窒化物層の成長のた
めに用いられる。基板と成膜される層との間に結晶学的関係が存在する場合をエピタキシ
ーと呼ぶ。
【００２６】
　更に、異種基板上に窒化物層をヘテロエピタキシャル成長するには、まずはじめに数原
子からなる小さな核から始めねばならない。平坦な原子表面上に形成される核のエネルギ
ーは、ステップまたはキンクが核の表面エネルギーを最小にするので、原子ステップまた
はキンクに成長する核のエネルギーに比べて高い。低指数面（ｈｋｌ）から基板結晶を故
意にミスカットすることで、ステップ・エッジやキンクを生成する。このようなミスカッ
ト表面方位を微傾斜表面と呼ぶ。
【００２７】
　図１は原子ステップまたはキンクを持つ微傾斜表面を概略的にあらわしたものを示す。
表面法線ｎと、ｇで表される主結晶方位［ｕｖｗ］とがなす角度としてミスカット角度β
を定義する。基板は、熟練した当業者によってバルク結晶から特定のミスカット角度の大
きさを持って切断される。更に、ミスカットベクトルｇの方向は、特定の面内の結晶学的
な方向［ｕｖｗ］に対して図１における角度αで記したように規定される。
【００２８】
　半極性ＧａＮ面はパターン化されたｃ－面上の方向付けされたストライプの側壁上で実
施された。ニシズカら［非特許文献１］はこの技術を用いて｛１１－２２｝ＩｎＧａＮ量
子井戸を成長した。彼らは半極性面｛１１－２２｝の内部量子効率が、分極低減の結果と
して、ｃ－面のそれよりも高いことを示した。
【００２９】
　しかしながら、半極性面を製作するためのニシズカらの方法は、それがエピタキシャル
横方向成長（ＥＬＯ）技術の副産物に依存するものであるので、本発明のものとは劇的に
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異なる。ＥＬＯは、ＧａＮおよび他の半導体において欠陥を低減するために用いられる面
倒な処理技術と成長の方法である。それは、ＧａＮの場合はしばしば２酸化シリコン（Ｓ
ｉＯ２）であるマスク材料のストライプをパターン化する工程を含む。次にマスク間の開
いた窓からＧａＮを成長し、次いでマスク上を成長させる。連続した薄膜を形成するため
に、ＧａＮを次に横方向成長によって合体させる。これらのストライプのファセットは、
成長パラメータによって制御することができる。ストライプが合体する前に成長を止める
と、そのときに通常せいぜい１０μｍ幅の小面積の半極性面が露出する。しかし、この実
現可能な表面の面積は、処理して半極性ＬＥＤにするには小さすぎる。更に、該半極性面
は基板表面に平行ではなく、そのため傾いたファセット上にデバイス構造を形成するのは
、通常の面上にこれらの構造を形成するのに比べて著しく困難となる。また、全ての窒化
物組成がＥＬＯプロセスと融合するものではなく、それ故、ＧａＮのＥＬＯだけが広く実
用化されている。
【００３０】
　本発明は、故意にミスカットした基板を用いることによって、（Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｂ
）Ｎの大きな面積が基板表面に平行となるような、半極性窒化物の平坦な薄膜を成長する
ことを可能とする方法を開示するものである。たとえば、試料はしばしば２インチ径の基
板上に成長されるが、これは半極性窒化物の成長において以前に実施された数ミクロン幅
の面積に対比すべきものである。
【００３１】
　厚いｃ－面ＧａＮ結晶をＨＶＰＥ法で成長し、引き続いて｛１１－２２｝面上で切断し
て研磨したという論文が発表されている［非特許文献２］。次いでこの面上に発光ダイオ
ードが成長された。しかしながら、半極性デバイスを作製するためのこの方法は、本発明
の好ましい実施形態とは著しく異なる。上記方法はバルクＧａＮ基板を用いていて、Ｇａ
Ｎ半極性表面が露出されて、引き続くデバイス構造の成膜のために用いられるものであり
、別名ホモエピタキシャル技術として知られているものである。本発明の好ましい実施形
態の鍵となる特徴の１つは、異種材料の基板を半極性窒化物薄膜の作製に用いる、ヘテロ
エピタキシャルプロセスを用いるものである。本発明が上記方法と更に異なる点は、全面
に亘って半極性薄膜となる、大きな、通常は２インチのウェーハを用いることができる点
である。これは、大きな面積を持つＧａＮ結晶が得られないために、半極性薄膜が通常で
はたったの４ｍｍ×１０ｍｍのサイズである上記方法とは非常に対照的である。
【００３２】
　半極性方位をもつ（Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ）Ｎ薄膜の成長は半導体結晶の全分極を除去する
ものではない。しかしながら、半極性方位をもつ（Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ）Ｎ薄膜の成長は、
これらの層から作製される半導体デバイス構造の成長方向に沿っての全分極における不連
続性を緩和する。半導体薄膜のエピタキシャル成長の過程で、表面形態および／または結
晶品質の改善のために故意にミスカットした基板が用いられてきた。ＧａＮの場合では、
例えばヒラマツら［非特許文献３］或いはグルドウスキーら［非特許文献４］を参照のこ
と。しかしながら、（Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ）Ｎヘテロ構造における分極に関係する影響を緩
和する目的で、（Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ）Ｎ半導体薄膜中の分極電界の相対的な方位を制御す
るために故意に行うミスカットを用いることはなかった。
【００３３】
　ミスカット基板は一般に半導体薄膜の成長のために用いられてきた。これは、半導体薄
膜のホモエピタキシャル成長にもヘテロエピタキシャル成長においても同じである。
【非特許文献１】Ｎｉｓｈｉｚｕｋａ，Ｋ．，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔ
ｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．８５　Ｎｕｍｂｅｒ　１５，１１　Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００４．
【非特許文献２】Ｍ．Ｆｕｎａｔｏ，Ｍ．Ｕｅｄａ，Ｙ．Ｋａｗａｋａｍｉ，Ｙ．Ｎａｒ
ｕｋａ，Ｔ．Ｋｏｓｕｇｉ，Ｍ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ，ａｎｄ　Ｔ．Ｍｕｋａｉ，Ｊａｐ
ｎ．Ｊ．ｏｆ　Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．４５，Ｌ６５９（２００６）．
【非特許文献３】Ｋ．Ｈｉｒａｍａｔｓｕ，Ｈ．Ａｍａｎｏ，Ｉ．Ａｋａｓａｋｉ，Ｈ．
Ｋａｔｏ，Ｎ．Ｋｏｉｄｅ，ａｎｄ　Ｋ．Ｍａｎａｂｅ，Ｊ．ｏｆ　Ｃｒｙｓｔ．Ｇｒｏ
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ｗｔｈ　１０７，５０９（１９９１）．
【非特許文献４】Ｐ．Ａ．Ｇｒｕｄｏｗｓｋｉ，Ａ．Ｌ．Ｈｏｌｍｅｓ，Ｃ．Ｊ．Ｅｉｔ
ｉｎｇ，ａｎｄ　Ｒ．Ｄ．Ｄｕｐｕｉｓ，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．６９，３６２
６（１９９６）．
【非特許文献５】Ｊ．Ｆ．Ｋａｅｄｉｎｇ，Ｐｈ．Ｄ．Ｔｈｅｓｉｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉ
ｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，Ｊａｎｕａｒｙ　２
００７．“Ｔｈｅ　ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｓｅｍｉｐ
ｏｌａｒ　ＧａＮ　ｆｏｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ．”
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　本発明は、故意にミスカットした基板上に半極性窒化物半導体薄膜を成膜するステップ
を備えることによって、デバイス品質の平坦な半極性窒化物半導体薄膜の成長を促進する
ための方法を開示するものである。基板は、低指数の結晶方位から故意にミスカットした
ものであり、ミスカットは大きさと方向を備えたものであり、ミスカットの方向と大きさ
は半極性窒化物半導体薄膜のエピタキシャル関係、結晶の対称性、層の極性、転位密度、
表面形態および電気的特性に影響を与えるように選ばれてよい。該大きさは基板材料、半
極性窒化物半導体薄膜の方位、成膜法のタイプ、および成膜条件に依存して変化してよい
。ミスカットの大きさは０．５°から２０°の範囲であってよく、或いは好適には０．５
°から３°の範囲で変化してよい。
【００３５】
　該基板は＜０１１＞方向に故意にミスカットされていてよい。半極性窒化物半導体薄膜
の成長表面は幅１０μｍより大きくてよく、故意にミスカットした基板の表面に実質的に
平行である。半極性窒化物半導体薄膜の成長基板は、所定の結晶学的な方向に故意にミス
カットされていてよく、それによって故意にミスカットした基板を形成し、該基板の対称
性を低下させている。該対称性は該半極性窒化物半導体薄膜の対称性と整合していてもよ
く、この結果、半極性窒化物半導体薄膜が単一の結晶学的ドメインを含むという、特異な
エピタキシャル関係になる。より低い対称性を持つ半極性窒化物半導体薄膜をより高い対
称性を持つ基板上にヘテロエピタキシャルに成膜してもよい。結果として得られる半導体
薄膜は単一の分極方向を持っていてもよく、その結果、改良された、電気的、光学的特性
、およびデバイス特性を持つようになる。
【００３６】
　故意にミスカットした基板は、半極性窒化物半導体薄膜の成長に対して優先的核生成サ
イトとして働くステップ・エッジまたはキンクを提供するものであってもよい。優先的核
生成サイトは、故意にはミスカットしていない基板上での成膜に比べると、核のよりよい
合体、欠陥密度の低減、より平坦で平面的な界面または表面、およびより安定したファセ
ットのような改良された特性をもつ層を提供する。故意にミスカットした基板上に成膜し
た半極性窒化物半導体薄膜は、故意にはミスカットしていない基板上に成膜した半極性窒
化物半導体薄膜に比べて、より良好な結晶性とより低い密度の貫通転位とを持つものであ
る。半極性窒化物半導体薄膜の巨視的な表面凹凸と微結晶面化はミスカット角度の増大と
ともに減少する。
【００３７】
　該半極性窒化物半導体薄膜は化学式ＧａｎＡｌｘＩｎｙＢｚＮを持つ（Ｇａ，Ａｌ，Ｉ
ｎ，Ｂ）Ｎ半導体の合金組成を含んでいてもよい。ここで０≦ｎ≦１、０≦ｘ≦１、０≦
ｙ≦１、０≦ｚ≦１およびｎ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝１である。半極性窒化物半導体薄膜は｛１０
－１１｝窒化ガリウムであってもよく、故意にミスカットした基板は＜０１１＞方向にミ
スカットした｛１００｝ＭｇＡｌ２Ｏ４スピネル基板であってもよい。また、半極性窒化
物半導体薄膜は｛１１－２２｝ＧａＮであってもよく、故意にミスカットした基板は＜０
００１＞方向にミスカットした｛１－１００｝Ａｌ２Ｏ３サファイヤ基板であってもよい
。故意にミスカットした基板は、バルク窒化物結晶を半極性面に沿って切断し、該故意に
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ミスカットした基板上にホモエピタキシャルに半極性窒化物半導体薄膜を成長することに
よって得てもよい。該半極性面は窒素面であっても或いはガリウム面であってもよい。
【００３８】
　該方法は、（ａ）基板を故意にミスカットするステップと、（ｂ）該基板を反応装置に
装填するステップと、（ｃ）窒素、水素、あるいはアンモニアの少なくとも１つを含む流
れのもとで該基板を加熱するステップと、（ｄ）該加熱された基板上に半極性窒化物半導
体薄膜を成膜するステップと、（ｅ）窒素加圧のもとで該基板を冷却するステップとを更
に備えてもよい。該方法は、該加熱された基板上に核生成層を成膜するステップと、該核
生成層上に半極性窒化物半導体薄膜を成膜するステップを更に備えてもよい。
【００３９】
　本発明の方法を用いてデバイスを作製することも出来る。デバイスは、故意にはミスカ
ットしていない基板上に作製されたデバイスよりも明るい発光を示す発光ダイオードであ
ってもよい。
【００４０】
　このように、本発明は、より高い対称性をもつ基板上により低い対称性を持つ層の成長
を促進するための方法を記述するものであり、その方法は、より低い対称性を持つ層の対
称性に整合させるために、より高い対称性をもつ基板を故意にミスカットするステップと
、該故意にミスカットした基板上にヘテロエピタキシャルにより低い対称性を持つ層を成
膜するステップとを備えた方法である。
　以下、図面を参照し、対応する部分には一貫して同じ参照番号を付与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下の好ましい実施形態に関する説明では、添付の図面を参照する。添付の図面は本明
細書の一部を形成し、本発明を実施することができる特定の実施例を例示するために示す
。本発明の範囲を逸脱することなく、他の実施形態を用いてもよく、構造的な変化を施し
ても良いことは明らかである。
概要
【００４２】
　本発明は、ＭＯＣＶＤ、ＨＶＰＥあるいはＭＢＥを含んでいるがこれらに限定されるこ
とはない技術によって、＜０１１＞方向にミスカットした｛１００｝ＭｇＡｌ２Ｏ４(ス
ピネル)基板上に、および＜０００１＞方向にミスカットした｛１－１００｝(ｍ－面)Ａ
ｌ２Ｏ３(サファイヤ)基板上に、半極性窒化物半導体薄膜を成長するための方法を記述し
ている。故意にミスカットした基板を用いると、図１に示すように、ステップ・エッジお
よび／またはキンクが得られ、これらは半極性窒化物層の成長のための優先的核生成サイ
トとしての役割を果たす。これによって、核の合体、欠陥密度の低減、および凹凸のない
平面的な界面、および所望の半極性ファセットの安定化を含むがこれに限られない、層の
特性の改良につながる。これらの特性は半極性窒化物層から作製する半導体デバイスにと
って望ましいものである。
【００４３】
　付け加えるに、図１に示すように、所定の結晶学的方向に故意にミスカットを導入する
ことで、故意にはミスカットしていない基板の対称性に対して、半極性窒化物層の成長の
ために用いられる基板の対称性を下げてもよい。故意にミスカットした基板の対称性を半
極性窒化物層に整合させることは、半極性窒化物層が単一の結晶学的ドメインを含むとい
う特異なエピタキシャル関係をもたらすことになる。
技術的な説明
【００４４】
　本発明は、故意にミスカットした基板を用いて高品質の半極性窒化物層を成長する方法
を開示するものである。この例としては＜０１１＞方向にミスカットした｛１００｝Ｍｇ
Ａｌ２Ｏ４スピネル基板上に成膜した｛１０－１１｝ＧａＮ薄膜と、＜０００１＞方向に
ミスカットした｛１－１００｝Ａｌ２Ｏ３サファイヤ基板上に成膜した｛１１－２２｝Ｇ
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ａＮ薄膜が挙げられる。｛１－１００｝結晶表面の対称性がより低いので、｛１－１０２
｝サファイヤ面の方へ、またはそこから離れるほうへのミスカットは、所望の結果によっ
て特定されてもよい。
【００４５】
　本発明の１つの実施例では、ミスカットの大きさは０．５°から３．０°の範囲で変化
するが、本発明の範囲と相違することなしに、他の基板材料、基板方位、０．５°から２
０°の範囲を含むがこれに限定されないミスカット角度、およびミスカット方向を用いる
ことも出来る。
【００４６】
　更に、不可避的な製造上の公差のために、ミスカット角度および方向は意図したミスカ
ット角度および方向に対して少しだけ変わってもよい。ここで記述するミスカットの大き
さと方向は意図した値であり、本発明の範囲を逸脱することなくわずかな差異はあるもの
と仮定されている。
【００４７】
　付け加えると、製造上の公差のために、窒化物層の成膜のほとんど全ては微傾斜表面上
にて起こる。本発明の範囲は、材料および／またはデバイス特性の改良につながるように
、基板のミスカットが故意に制御された、半極性窒化物層の成膜をすべて含むものである
。
【００４８】
　これらの薄膜は市販のＭＯＣＶＤシステムを用いて成長された。｛１０－１１｝ＧａＮ
に対する成長パラメータの一般的な概要は、圧力が１０ｔｏｒｒから１０００ｔｏｒｒの
範囲であり、温度が４００℃から１４００℃の範囲である。圧力と温度のこの変化の幅の
大きさは、適当な基板を用いるとＧａＮの成長が安定であることを示している。エピタキ
シャルの関係と条件は、反応装置のタイプに関わらず成立すべきである。しかしながら、
これらの面を成長するための反応装置の条件は個々の反応装置と成長方法（例えばＨＶＰ
Ｅか、ＭＯＣＶＤか、ＭＢＥか）によって変化する。
処理工程
【００４９】
　図２は、故意にミスカットした基板上に半極性窒化物半導体薄膜を成長するステップを
備えた、デバイス品質の平坦な半極性窒化物半導体薄膜の成長を促進するための方法を示
すフローチャートである。該方法は任意の適当な基板を用いて任意の半極性窒化物薄膜を
成膜するためにも用いることが出来る。
【００５０】
　ブロック２００は、基板を故意にミスカットするステップを示す。
【００５１】
　ブロック２０２は、該故意にミスカットした基板を、例えばＨＶＰＥ、ＭＯＣＶＤまた
はＭＢＥの反応装置のような、成膜室または成長室内に装填するステップを表す。
【００５２】
　ブロック２０４は、該故意にミスカットした基板を、通常は大気圧で基板上を窒素およ
び／または水素および／またはアンモニアが流れている雰囲気中で加熱するステップを表
している。
【００５３】
　　ブロック２０６は、該故意にミスカットした基板上に核生成層またはバッファ層を成
膜するステップを表す。
【００５４】
　ブロック２０８は、該バッファ層、核生成層上に、或いは直接、該故意にミスカットし
た基板上に半極性窒化物半導体薄膜を成膜するステップを表す。
【００５５】
　ブロック２１０は、例えば、窒素またはアンモニアの過圧のもとで該基板を冷却するス
テップを表す。
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【００５６】
　ブロック２１２は、該方法の結果として半極性（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｂ）Ｎ薄膜を形成
することを示す。
【００５７】
　図２に示したステップは、省略してもよいものもあれば、希望に応じて他のステップを
付け加えてもよい。
【００５８】
　特に、図２の方法は、本発明の好ましい実施形態による、スピネルまたはサファイヤ基
板上に半極性ＧａＮ薄膜を成長するためのＭＯＣＶＤ工程に適用できる。
【００５９】
　｛１０－１１｝ＧａＮの成長のためには、ブロック２００に示すように、（１００）ス
ピネル基板が用いられ、＜０１１＞方向にミスカットされる。ブロック２０２に示すよう
に、該基板はＭＯＣＶＤ反応装置内に装填される。ブロック２０４に示すように、反応装
置のヒータが作動されて該基板の表面の窒化を促進するような条件下で１１５０℃に昇温
される。このステップの間、通常は窒素および／または水素および／またはアンモニアが
大気圧で基板上を流れる。設定温度に到達した後に、アンモニアの流れを０．１から３．
０ｓｌｐｍの範囲に設定する。１から２０分後に反応装置の設定温度を１１９０℃に上昇
させ、反応装置の圧力を７６ｔｏｒｒに低下させ、ブロック２０６に示すように、０から
３ｓｃｃｍのトリメチルガリウム（ＴＭＧａ）および／または２０ｓｃｃｍのトリメチル
アルミニウム（ＴＭＡｌ）を反応装置内に導入して、ＡｌｘＧａ１－ｘＮバッファ層或い
は核生成層の成長を開始する。１から４０分後にＡｌｘＧａ１－ｘＮ核生成層は所望の厚
さに到達する。この時点でＴＭＡｌの流れを遮断して、ＴＭＧａを９．５ｓｃｃｍに増加
して、ブロック２０８に示すように、ほぼ１から４時間ＧａＮの成長を行う。ＧａＮが所
望の厚さに達した後、ＴＭＧａの流れを中断して、ブロック２１０に示すように、ＧａＮ
薄膜を保護するためにアンモニアを流しながら反応装置を降温する。
【００６０】
　第２の好ましい実施形態、すなわち｛１１－２２｝ＧａＮの成長では、ブロック２００
で示されるように、＜０００１＞方向にミスカットした｛１－１００｝サファイヤ基板が
用いられる。ブロック２０２に示されるように、該基板はＭＯＣＶＤ反応装置の中に装填
される。ブロック２０４に示すように、ヒータが作動されて、通常、大気圧で窒素および
／または水素および／またはアンモニアが基板上を流れているような条件下で１１５０℃
に昇温する。１から２０分後に、反応装置の設定温度を７００℃に下げて、アンモニアの
流れを０．１から３．０ｓｌｐｍに設定して、０から３ｓｃｃｍのトリメチルガリウム（
ＴＭＧａ）および／または０から１００ｓｃｃｍのトリメチルインジウム（ＴＭＩ）およ
び／または０から２０ｓｃｃｍのトリメチルアルミニウム（ＴＭＡｌ）を反応装置に導入
して、ブロック２０６に示すように、ＡｌｘＩｎｙＧａ１－ｘ－ｙＮバッファ層の成長を
開始する。１から４０分後にＡｌｘＩｎｙＧａ１－ｘ－ｙＮ核生成層が所望の厚さに達す
る。この時点で、ＴＭＡｌおよび／またはＴＭＩおよび／またはＴＭＧの流れを遮断して
、温度を１１８５℃へ上げて、ブロック２０８に示すように、約１から４時間のＧａＮの
成長のためにＴＭＧａを１５ｓｃｃｍに増加する。ＧａＮが所望の厚さに達すると、ＴＭ
Ｇａの流れを遮断して、ブロック２１０に示すように、ＧａＮ薄膜を保護するためにアン
モニアを流しながら反応装置を降温する。
可能な変更と変形
【００６１】
　本発明の範囲は、ここに言及した特定の実施例以上のものをカバーする。この考案は、
任意の半極性面上の全ての窒化物に当てはまるものである。例えば、ミスカットした（１
００）スピネル基板上に｛１０－１１｝ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ある
いはＡｌＩｎＮを成長することが出来る。他の例では、｛１０－１４｝４Ｈ－ＳｉＣのよ
うな適当な基板を用いれば｛１０－１２｝窒化物を成長することが出来る。更に、２つの
方位の面内エピタキシャル関係が基板に関して９０°回転している点で異なる半極性｛１
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０－１３｝および｛１１－２２｝の半極性方位のＧａＮが（１０－１０）サファイヤ上に
成膜できるということが示された。それ故に、これら２つの異なる方位の成膜を改良する
には、同一の基板に異なるミスカット方向を用いることが必要となると予想される。
【００６２】
　半極性窒化物層の成長に適した任意の基板は、成膜される窒化物層の品質を向上させる
ためにミスカットされてよい。本発明は、特に半極性窒化物層のヘテロエピタキシャル成
長について記載するものであるが、故意のミスカットはバルクＧａＮおよびＡｌＮ基板上
の半極性窒化物層の成長を改良するために用いてもよい。このように、ＧａＮあるいはＡ
ｌＮ基板が提供されれば、半極性薄膜はホモエピタキシャル的に成長することもできよう
。例えば、安熱法、フラックス法、高圧法、およびＨＶＰＥ法などの任意のバルク結晶の
成長技術を用いることができる。バルク結晶は（例えば半極性、無極性および有極性など
）任意の方位に成長することができ、続いて半極性面で切断して研磨して引き続くホモエ
ピタキシャル成長に用いられる。
【００６３】
　これらの実施例および他の可能性は尚、平坦な半極性薄膜の利益の全てを受ける。この
考案は、低指数結晶方位から、故意にミスカットした基板を出発点として用いることによ
って、平坦な半極性窒化物薄膜を生成する任意の成長技術に適用でき、該ミスカットは特
定の大きさおよび／または結晶学的方向を持っていてもよい。
【００６４】
　ミスカット角度βの大きさは、用いられる特定の基板材料、成膜される層の特定の半極
性窒化物の方位、用いられる成膜技術のタイプ、および用いられる最適な成膜条件に依存
して変化してもよい。例えば、ＧａＮ層のＭＯＣＶＤ成長中に形成される核はＧａＮ層の
ＨＶＰＥ成長中に形成される核よりも小さいものと期待される。それ故に、ＨＶＰＥ成長
に比べて、より高密度のステップ・エッジができる、より大きなミスカット角度がＭＯＣ
ＶＤ成長にとっては有利になり得る。
【００６５】
　本発明の好ましい実施形態では、ミスカットの方向は基板の対称性を下げて窒化物層の
対称性と整合するように選ばれる。例えば、（１００）スピネルの４回対称性は＜０１１
＞方向にミスカットすることによって低下する。この結果、面内で＜０１１＞方向のそれ
ぞれに向いた４つのドメインではなくて、ＧａＮ［０００１］方向がミスカットの方向に
向いた単一ドメイン窒化物層が形成されることになる。その結果、分極電界の方向におけ
る変化から生じる、分極に関する負の効果が取り除かれる。本発明は、とくに半極性窒化
物層の成長に関係するものではあるが、この技術は、低い対称性を持つ層を高い対称性を
持つ基板上にヘテロエピタキシャルに成膜する場合の任意の材料系にも用いることができ
る。
【００６６】
　本発明の第２の好ましい実施形態では、ミスカットの方向は半極性窒化物層の結晶品質
と表面形態に影響を与えるように選ばれている。しかしながら、ミスカットの方向と大き
さは、成膜される窒化物層の、エピタキシャル関係、結晶の対称性、層の極性、転位密度
、表面形態および／または電気的特性を含むがこれに限定されるものではない、任意の、
および／またはすべての結晶の特性に影響を与えるように選ばれてもよい。
【００６７】
　反応装置の条件は反応装置のタイプおよび設計によって変化する。上記の成長は、半極
性ＧａＮの成長にとって有用であることが判っている１組の条件を記述しているだけであ
る。他の条件もそのような成長にとって有用であり得る。特に、これらの薄膜は圧力、温
度、ガス流量などのパラメータの広い範囲で成長し、そのすべてにおいて平坦な半極性窒
化物薄膜を生成することも発見された。
【００６８】
　他にも成長の工程において変えてもよいステップがある。基板を窒化することで、ある
種の薄膜にとっては表面形態を改善し、別の薄膜にとっては実際に成長する面を決定する
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ことがわかった。しかしながら、これは特定の成長技術にとって必要な場合もあれば、必
要でない場合もある。
【００６９】
　該好ましい実施形態では、＜０１１＞方向にミスカットした、ＡｌＧａＮ核生成層を備
えている（１００）スピネル基板上のＧａＮ薄膜の成長を説明した。該核生成層を用いる
こと、およびその組成は、使用した成膜技術とシステムの典型例である。しかしながら、
同様の結果を達成するために別の技術を用いてもよい。さらには、核生成層上に成長した
構造は異なる組成、或いは傾斜組成を持つ多重の層からなっていてもよい。窒化物デバイ
スの大多数は異なる（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｂ）Ｎ 組成の層を含むヘテロ構造からなって
いる。本発明は任意の窒化物合金組成と任意の数の層の成長に対して用いることが出来る
。例えば、半極性窒化物半導体薄膜は０≦ｎ≦１、０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦１
およびｎ＋ｘ＋ｙ＋ｚ＝１である化学式ＧａｎＡｌｘＩｎｙＢｚＮを有する（Ｇａ、Ａｌ
、Ｉｎ、Ｂ）Ｎ半導体の合金組成を含んでいてもよい。Ｆｅ、Ｓｉ、およびＭｇのような
ドーパントが窒化物層にしばしばドープされる。これらのドーパント、および特には列挙
していない他のドーパントを導入しても、本発明を実施することができる。
利点と改良点
【００７０】
　既存の実用例は表面に垂直なｃ－面を用いてＧａＮを成長することである。この面は自
発分極と圧電分極を持ち、それはデバイス特性にとって致命的である。ｃ－面窒化物薄膜
に比べて半極性窒化物薄膜の利点は、ある種のデバイスにおける、分極の低減と、それに
関係する内部量子効率の増大である。
【００７１】
　デバイスにおける分極の影響を完全に除去するためには無極性面を用いることができる
。しかしながら、これらの面では成長するのが非常に困難であり、したがって無極性窒化
物デバイスは現在製造されていない。無極性窒化物薄膜に対する半極性窒化物薄膜の利点
は成長の容易さにある。半極性面は成長するパラメータの範囲が広いということが知られ
ている。例えば、無極性面は大気圧では成長しないが、半極性面は６２．５ｔｏｒｒから
７６０ｔｏｒｒまでの範囲で成長することが実験的に示されており、たぶんこれより広い
範囲で成長すると考えられる。
【００７２】
　ＥＬＯの側壁に対する平坦な半極性薄膜の利点は、処理してＬＥＤあるいは他のデバイ
スにできる大きな面積が有ることである。他の利点は、ＥＬＯ側壁半極性面の場合とは異
なり、成長表面が基板表面に平行であることである。
【００７３】
　半極性窒化物層の成長のために故意にミスカットした（１００）スピネル基板を用いる
ことで、故意にはミスカットしていない基板に比べてより平坦な半極性窒化物層を製作で
きることが示された。さらに、投影されたＧａＮ［０００１］方向に平行な＜０１１＞方
向への故意のミスカットを用いることで、故意にはミスカットしていないか、および／ま
たは＜０１１＞以外の他の方向にミスカットした基板に比べて、結果として単一ドメイン
窒化物層になることが示された。
【００７４】
　図３は、故意にミスカットした基板の対称性を半極性窒化物半導体薄膜の対称性に整合
させると、どのようにして、結果として半極性窒化物半導体薄膜が単一の結晶学的ドメイ
ンを含むような特異なエピタキシャル関係になるかを示す。例えば、図３（ａ）は、故意
にはミスカットしていない（１００）スピネル基板上に成長した（１０－１１）配向した
半極性ＧａＮ薄膜の表面形態を示す。該薄膜は多くの、未合体の島からなる。更に、互い
に９０°回転した多数の結晶ドメインが見られる。（１００）スピネル基板に＜０１１＞
方向の０．５°以上のミスカットを故意に与えると、図３（ｂ）、図３（ｃ）および図３
（ｄ）に見られるように、結果として完全に合体した、単一の結晶学的ドメインをもつＧ
ａＮ薄膜となる。ここで、図３（ｂ）に示すミスカットβは０．５°であり、図３（ｃ）
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に示すミスカットβは１．５°であり、図３（ｄ）に示すミスカットβは３．０°である
。更に、巨視的な表面凹凸とファセット形成はミスカット角度の増加とともに減少し、そ
の結果、窒化物ベースの発光ダイオード、レーザダイオード、電界効果トランジスタ、お
よびその他のデバイス構造の成長と作製に適した平坦な表面となる。このように、図３は
どのようにミスカット基板上の優先的核生成サイトが、故意にはミスカットしていない基
板上への成膜に比べて、核の合体、より平滑で平坦な界面または表面のような層の特性の
改良をもたらすかを示している。
【００７５】
　成膜した半導体薄膜の結晶品質は高分解能ｘ線回折ロッキング・カーブ測定法によって
測定され得る。適当なｘ線回折ピークの半値全幅（ＦＷＨＭ）は被測定層の結晶モザイク
と欠陥密度の相対値を示す。合体と表面形態の改良に加えて、軸上（１０－１１）反射の
ＦＷＨＭは、図４に見られるようにミスカット角度の増加とともに減少する。このことは
、故意にミスカットした基板上に成膜した半極性窒化物層に対して、ヘテロエピタキシャ
ル結晶成膜によって発生する貫通転位の低減を示すものである。
【００７６】
　更に、本発明の第２の好ましい実施形態では、半極性｛１１－２２｝窒化物層の成長の
ために故意にミスカットした｛１－１００｝サファイヤ基板を用いることによって、故意
にはミスカットしていない基板に比べてよりよい半極性窒化物層が生成されることが示さ
れた。｛１１－２２｝ロッキング・カーブのＦＷＨＭで表した、ｘ線回折によって測定さ
れる結晶品質は、図５に示すように、故意にミスカットした｛１－１００｝サファイヤ基
板上の薄膜は、故意にはミスカットしていない基板よりも良好な結晶性を持っていること
も示している。同時に、図５に示すように、故意にミスカットしたサファイヤ基板上に成
長した薄膜上で作製した発光ダイオード（ＬＥＤ）からの出力は、故意にはミスカットし
ていない基板上に比べてより明るい発光を示した。
【００７７】
　光電子デバイスにおいて半極性面を用いることによって受ける利益は、ガリウム（Ｇａ
）面或いは窒素（Ｎ）面である面の機能である。本発明の方法を用いると、半極性面上に
成長した発光デバイスの出力の改善効果があるが、デバイスが成長された半極性面が｛１
１－２２｝Ｇａ面であるのか｛１１－２－２｝Ｎ面であるのかは明らかではない。この段
階では、Ｎ面が少し有利であるかもしれないと思われているが、尚、よくはわかっていな
い。ミスカットした基板上に成膜した後の半極性面の露出表面はＮ面またはＧａ面であり
、デバイスはＮ面またはＧａ面上に成膜される。
【００７８】
　半極性ＧａＮの成長のために故意にミスカットした｛１－１００｝サファイヤを用いる
ことは、｛１１－２２｝以外の表面ファセットを安定化させるために用いられてもよい。
例えば、大きな｛１０－１１｝ファセットを安定化させることが出来る。これらのファセ
ットは分極電界の方位の更なる制御、デバイス面積の増大、を可能とするものであり、光
電子デバイスの光取り出し効率を改善することも出来る［非特許文献５］。
参考文献
【００７９】
　以下の参考文献は参照として本明細書に組み込まれているものとする。
　［１］Ｎｉｓｈｉｚｕｋａ，Ｋ．，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
，Ｖｏｌ．８５　Ｎｕｍｂｅｒ　１５，１１　Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００４．
　この論文はＥＬＯ材料の｛１１－２２｝ＧａＮ側壁の研究である。
　［２］Ｍ．Ｆｕｎａｔｏ，Ｍ．Ｕｅｄａ，Ｙ．Ｋａｗａｋａｍｉ，Ｙ．Ｎａｒｕｋａ，
Ｔ．Ｋｏｓｕｇｉ，Ｍ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ，ａｎｄ　Ｔ．Ｍｕｋａｉ，Ｊａｐｎ．Ｊ．
ｏｆ　Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．４５，Ｌ６５９（２００６）．
　この論文はバルク半極性ＧａＮ上に成長した半極性発光ダイオードの成長について記載
している。
　［３］Ｋ．Ｈｉｒａｍａｔｓｕ，Ｈ．Ａｍａｎｏ，Ｉ．Ａｋａｓａｋｉ，Ｈ．Ｋａｔｏ
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，Ｎ．Ｋｏｉｄｅ，ａｎｄ　Ｋ．Ｍａｎａｂｅ，Ｊ．ｏｆ　Ｃｒｙｓｔ．Ｇｒｏｗｔｈ　
１０７，５０９（１９９１）．
　この論文は極性ＧａＮの表面形態を改善するためにミスカットした基板を用いることに
ついて記載している。
［４］Ｐ．Ａ．Ｇｒｕｄｏｗｓｋｉ，Ａ．Ｌ．Ｈｏｌｍｅｓ，Ｃ．Ｊ．Ｅｉｔｉｎｇ，ａ
ｎｄ　Ｒ．Ｄ．Ｄｕｐｕｉｓ，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．６９，３６２６（１９９
６）． 
　この論文は極性ＧａＮのホトルミネッセンスを改良するためにミスカットした基板を用
いることについて記載している。
　［５］Ｈ．Ａｍａｎｏ，Ｎ．Ｓａｗａｋｉ，Ｉ．Ａｋａｓａｋｉ，ａｎｄ　Ｙ．Ｔｏｙ
ｏｄａ，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　Ｖｏｌ．４８（１９８６）
ｐｐ．３５３．
　この論文はＧａＮ結晶品質の改良のためにＡｌＮバッファ層を用いることについて記載
している。
［６］Ｓ．Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｖｏｌ．３０，Ｎｏ．１０，Ｏｃｔｏｂｅｒ，１９９１，ｐｐ．Ｌ
１７０５－Ｌ１７０７．
　この論文はＧａＮ結晶品質の改善のためにＧａＮバッファ層を用いることについて記載
している。
　［７］Ｄ．Ｄ．Ｋｏｌｅｓｋｅ，Ｍ．Ｅ．Ｃｏｌｔｒｉｎ，Ｋ．Ｃ．Ｃｒｏｓｓ，Ｃ．
Ｃ．Ｍｉｔｃｈｅｌｌ，Ａ．Ａ．Ａｌｌｅｒｍａｎ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｖｏｌ．２７３（２００４）ｐｐ．８６－９９． 
　この論文はサファイヤ基板上のＧａＮバッファ層の形態発達の効果について記載してい
る。
　［８］Ｂ．Ｍｏｒａｎ，Ｆ．Ｗｕ，Ａ．Ｅ．Ｒｏｍａｎｏｖ，Ｕ．Ｋ．Ｍｉｓｈｒａ，
Ｓ．Ｐ．Ｄｅｎｂａａｒｓ，Ｊ．Ｓ．Ｓｐｅｃｋ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｖｏｌ．２７３（２００４）ｐｐ．３８－４７．
　この論文は炭化珪素基板上のＡｌＮバッファ層の形態発達の効果について記載している
。
　［９］米国特許第４，８５５，２４９号、１９８９年８月８日発行、発明者Ａｋａｓａ
ｋｉら、発明の名称“Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ｇｒｏｗｉｎｇ　ＩＩＩ－Ｖ　ｃｏｍｐ
ｏｕｎｄ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ　ｏｎ　ｓａｐｐｈｉｒｅ　ｕｓｉｎｇ　ａ　
ｂｕｆｆｅｒ　ｌａｙｅｒ”． 
　［１０］米国特許第５，７４１，７２４号、１９９８年４月２１日発行、発明者Ｒａｍ
ｄａｎｉら、発明の名称“Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｇｒｏｗｉｎｇ　ｇａｌｌｉｕｍ　ｎｉ
ｔｒｉｄｅ　ｏｎ　ａ　ｓｐｉｎｅｌ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ”． 
　［１１］Ｊ．Ｆ．Ｋａｅｄｉｎｇ，Ｐｈ．Ｄ．Ｔｈｅｓｉｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　
ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，Ｊａｎｕａｒｙ　２００７
．“    Ｔｈｅ　ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｓｅｍｉｐｏ
ｌａｒ　ＧａＮ　ｆｏｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ．”
　この研究は半極性ＧａＮの成長のためにミスカットした基板を用いることについて記載
しているものである。
結論
　これで本発明の好ましい実施形態の説明を終える。本発明の一つ以上の実施形態に関す
る上記の記述は、例示と説明を目的としてなされたものである。開示の形態そのものによ
って本発明を包括または限定することを意図するものではない。上記の教示に照らして多
くの変更と変形が可能である。本発明の範囲はこの詳細な説明によって限定されるもので
はなく、本明細書に添付の請求項によって限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
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【図１】ミスカットした基板の概略図である。
【図２】本発明の方法と本発明の実施形態に用いられる処理ステップを示すフローチャー
トである。
【図３】図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）はミスカットした基板上に成膜した半極性
窒化物層の光学顕微鏡写真である。図３（ａ）に示した基板は故意にはミスカットしてい
ない場合である。図３（ｂ）に示した基板はミスカット角度βが０．５°の場合である。
図３（ｃ）に示した基板はミスカット角度βが１．５°の場合である。図３（ｄ）に示し
た基板はミスカット角度βが３．０°の場合である。
【図４】（１０－１１）ｘ線ロッキング・カーブの半値全幅（ＦＷＨＭ）に対する基板ミ
スカット角度βの関係を表すグラフである。
【図５】基板ミスカット角度の関数としての、（μＷ単位で計った）出力と（１１－２２
）ｘ線ロッキング・カーブの（角度を秒単位で計った）ＦＷＨＭの関係を表すグラフであ
る。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図３】
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【図４】
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