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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エピタキシによってＩＩＩ族窒化物を蒸着して、初期基板からＩＩＩ族窒化物の自立基
板を実現する方法であって、ＩＩＩ族窒化物のその後のエピタキシ工程の際に自然に蒸発
させるための犠牲層として、前記基板の上に珪素ベースの中間層を用いることを含むこと
を特徴とする方法。
【請求項２】
　ＩＩＩ族窒化物が、ＡｌＮ、ＡｌxＧａ1-xＮ、ＩｎxＧａ1-xＮとＡｌxＧａyＩｎ1-x-y

Ｎ（ここでは０≦ｘ＋ｙ≦１）の中から選ばれることを特徴とする、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　ＩＩＩ族窒化物が窒化ガリウムであることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　珪素ベースの中間層が、珪素であるか、またはアルミニウム、インジウム、ガリウム、
リン、硼素から選択された不純物を含有する珪素であるか、またはＳｉＧｅであることを
特徴とする、請求項１から３のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５】
　珪素ベースの中間層が基板の上への蒸着または接着によって得られることを特徴とする
、請求項１から４のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
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　珪素ベースの中間層が、＜１１１＞、＜１１０＞または＜１００＞方向にそって配向し
た珪素の単結晶層であることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一つに記載の方法
。
【請求項７】
　珪素の単結晶層が＜１１１＞方向にそってエピタキシャル成長されることを特徴とする
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　珪素ベースの中間層が、連続、秩序のある不連続、または無秩序な不連続の形状を呈す
ることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項９】
　珪素ベースの中間層が１００ｎｍと１０μｍの間に含まれる厚みを有することを特徴と
する、請求項１から８のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　厚みが５０μｍを超えるＩＩＩ族窒化物層を蒸着することを特徴とする、請求項１から
９のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１１】
　基板が、サファイア、ＳｉＣ、石英、ＭｇＡｌ2Ｏ4、ＡｌＮ、ＧａＮの中から選択され
る１種または２種以上であることを特徴とする、請求項１から１０のいずれか一つに記載
の方法。
【請求項１２】
　基板がサファイアであることを特徴とする、請求項１から１１のいずれか一つに記載の
方法。
【請求項１３】
　基板が、面Ｃ（０００１）、または面Ｒ（１０－１２）、または面Ｍ（１－１００）に
そったサファイアであることを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一つに記載の方
法。
【請求項１４】
　核形成層が、ＡｌＮ、ＳｉＣ、低温ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＡｌxＧａyＩｎ1-x-yＮ（こ
こでは０≦ｘ＋ｙ≦１）、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、あるいはこれらの異なる層の
組み合わせの中から選択され、ＩＩＩ族窒化物のエピタキシャル成長に先立って珪素ベー
スの犠牲層の上に蒸着されることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか一つに記載
の方法。
【請求項１５】
　バルクＩＩＩ族窒化物の成長に先立って、初期ＩＩＩ族窒化物層が核形成層の上に蒸着
されることを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項１４に定義された核形成層の厚みと請求項１５に定義された初期層の厚みが、そ
れぞれ、０．０１μｍと０．５μｍの間および０．１μｍと１０μｍの間に含まれること
を特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１４に定義された核形成層の厚みの成長速度が０．０１と３μｍ／ｈの間に含ま
れることを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれか一つに記載の方法であって、下記の連続する過程から成る
ことを特徴とする方法。
（ｉ）珪素ベースの犠牲層を基板上に蒸着または接着、
（ｉｉ）核形成層を蒸着、
（ｉｉｉ）珪素ベースの犠牲層の自然蒸発に適合する操作条件で、二層（珪素ベースの中
間層／核形成層）の上にＩＩＩ族窒化物の厚い層をエピタキシによって蒸着。
【請求項１９】



(3) JP 4783288 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

　請求項１から１８のいずれか一つに記載の方法であって、ＩＩＩ族窒化物の厚い層の成
長条件が、別個に、また有利には組み合わせて、下記のパラメータによって定義されるこ
とを特徴とする方法。
・圧力は１０2Ｐａと１０5Ｐａの間に含まれる、
・温度は８００℃と１２００℃の間に含まれる、
・成長速度は１０μｍ／ｈと２００μｍ／ｈの間に含まれる。
【請求項２０】
　核形成層が、犠牲層が連続でない場合に、犠牲層の上だけに、あるいは犠牲層に覆われ
ていない基板の部分の上だけに、あるいは犠牲層と基板の裸の部分の全表面に蒸着できる
ことを特徴とする、請求項１から１９のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２１】
　珪素ベースの中間層を化学的にエッチングすることによって、ＩＩＩ族窒化物層の成長
過程の後に残っている珪素ベースの中間層の残滓を除去する追加過程を含むことを特徴と
する、請求項１から２０のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２２】
　ＩＩＩ族窒化物層成長の一部または全体が、気相エピタキシ、ＥＰＶＯＭまたはＨＶＰ
Ｅによって実現され、ＥＰＶＯＭはＥＪＭに代えることができることを特徴とする、請求
項１から２１のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２３】
　ＩＩＩ族窒化物層の蒸着が二段階で行われ、最初はＥＰＶＯＭまたはＥＪＭ技術によっ
て低い成長速度で、つぎにＨＶＰＥ技術によって層の増圧が行われることを特徴とする、
請求項１から２２のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２４】
　最初に請求項２３に定義されたごとく蒸着されたＩＩＩ族窒化物層が、０．１μｍ／ｈ
と５μｍ／ｈの間に含まれる速度で蒸着されることを特徴とする、請求項２３に記載の方
法。
【請求項２５】
　ＩＩＩ族窒化物層が、マグネシウム、亜鉛、ベリリウム、カルシウム、炭素、硼素、ク
ロム、珪素と鉄から成る群から選択することのできるドーピング物質によってドーピング
できることを特徴とする、請求項１から２４のいずれか一つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＩＩＩ族窒化物、とくに窒化ガリウムの自立基板の作製に関するものである。
【０００２】
ＩＩＩ族窒化物は１０年以上前から光電子装置の製造に用いられているが、ＩＩＩ族窒化
物（ＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、など）の自立基板の市販品は現在のところ全く存在しない
。
【０００３】
　自立基板（英語では“ｆｒｅｅ　ｓｔａｎｄｉｎｇ”）は、光電子および電子構成部品
の製造に使用するための支えを必要としない厚みの基板である。
【０００４】
　ヘテロエピタキシは、依然としてＩＩＩ族窒化物系の構成部品の製造の唯一の解決法で
ある。ガリウム窒化物のエピタキシに工業的に用いられている基板は、サファイア（Ａｌ

2Ｏ3）と炭化珪素（ＳｉＣ）である。これらの基板とＩＩＩ族窒化物の間には、格子定数
と熱膨張率に差があるのでエピタキシャル層に数多くの欠陥が形成され、これらの材料で
実現した電子部品の性能が低下する。基板がサファイアの場合、基板とＩＩＩ族窒化物の
エピタキシャル層の間に、例えば、別個の成長条件で蒸着したＧａＮまたはＡｌＮで形成
した核形成層を挟むことから成る技術が開発されている。この表面処理は欠陥の密度を制
限することを可能にしている。
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【０００５】
　各種の技術が現在開発中で、それらは自立基板を得るためにＩＩＩ族窒化物のエピタキ
シャル層の初期基板の分離に解決を提供しようとするものである。かかるＧａＮ自立基板
は、典型的には厚みが３００μｍである。
【０００６】
　これらの技術の中で、研磨のほかには、化学的方法による分離がとくに挙げられる。例
えば、欧州特許第１０４１６１０号明細書は、Ｓｉ、ＮｄＧａＯ3またはＧａＡｓタイプ
の特定の基板に適合した、かかる技術を開示している。同様に、米国特許出願公開第２０
０３／００１４４７２号明細書は、ＬｉＡＬＯ2製基板の特別な場合の化学的エッチング
を実施する技術を記載している。しかしながら、この技術は化学的に不活性であるサファ
イアの基板には応用できない。くわえて、化学的エッチングが可能な基板（珪素、ＧａＡ
ｓ、スピネル、など）の使用は、ＩＩＩ族窒化物の厚い層の蒸着に従来用いられているエ
ピタキシ技術には必ずしも適合しない。例えば、珪素基板を使用すると、窒化ガリウム層
内に熱引張応力が発生することになる。それはひび割れ形成の原因となる。さらに、珪素
は通常のエピタキシ温度に対する熱安定性がない。
【０００７】
　化学的エッチングの中間過程を介在させる方法も記載されたが、このエッチングは介在
層または犠牲層の除去を目的としている。これについて挙げることができる文献は米国特
許第５９１９３０５号明細書であり、部分的あるいは全体的にエッチングされるための犠
牲層は、酸化珪素、窒化珪素、炭化珪素または珪素とすることができ、またその主たる目
的は、エピタキシ反応装置内で直接高密度の欠陥を引き起こす熱膨張の不一致の問題を処
理することである。別の技術が開発され、欧州特許第１２４５７０２号明細書に記載され
ているが、この方法は、化学的エッチングによって除去される金属層を基板と窒化ガリウ
ムのエピタキシャル層の間に蒸着することによって、自立窒化ガリウム基板を供給するこ
とを目的としている。この方法に適合した金属の中で、アルミニウム、金、銀、銅、プラ
チナ、鉄、ニッケル、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、およびそれらの合金を挙げる
ことができる。
【０００８】
　電磁放射アブレーションは、窒化ガリウム基板製造研究において現在開発中の別のタイ
プの技術である。例えば、とくに米国特許第６５５９０７５号明細書に記載のレーザーア
ブレーション（ＬＬＯ）は、パルスＵＶレーザービームの使用に基づき、ビームはサファ
イアを通過するが、ＧａＮ層において吸収され、界面に近いＧａＮの局部的熱分解を引き
起こす。この技術を使用している他の文献、例えば、米国特許出願公開第２００２／０１
８２８８９号明細書あるいは米国特許第６０７１７９５号明細書を挙げることができる。
【０００９】
　最後に、国際公開第０３／０６２５０７号パンフレットは、半導体材料の単結晶層のエ
ピタキシ過程に先立って、基板の上に（「分子」接着によって）核形成層を貼り付ける技
術によって半導体材料製の自立基板を作製する方法に関するものである。この核形成層は
、この界面において機械的応力を引き起こし、エピタキシ後の温度低下の影響で自然に分
離可能な界面の役割を果たす。
【００１０】
　先に見たごとく、提案された解決法は構想が単純ではない。なぜなら、これらの技術は
、とりわけ基板上にエピタキシャル成長させたＩＩＩ族窒化物層の損傷を免れない。した
がって、それらは実施が不便であるだけでなく、製造コストが高くつくことが多い。最後
に、きわめて頻繁に、自立層が基板から離れたときに、無視できない湾曲を呈することが
ある。その結果、上記の方法から得られた自立基板は、これらの基板に後から実施される
可能性のあるプロセス（エピタキシ、および／または例えばリソグラフ過程を伴うような
電子部品の実現）の均一性を保証できるほど十分に平坦ではない。
【００１１】
　したがって、広い面積にわたって平坦なＩＩＩ族窒化物基板を製造する代替技術を有す
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ることが現実に必要である。目的は、とくに欠陥密度が著しく低い材料が得られる窒化ガ
リウムのホモエピタキシになる。
【特許文献１】欧州特許第１０４１６１０号明細書
【特許文献２】米国特許第５９１９３０５号明細書
【特許文献３】欧州特許第１２４５７０２号明細書
【特許文献４】米国特許第６５５９０７５号明細書
【特許文献５】国際公開第０３／０６２５０７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、簡単、迅速、安価なＩＩＩ族窒化物自立基板実現法であって、良質で
、平坦なＩＩＩ族窒化物層を広い面積にわたって供給する方法を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明は、エピタキシによってＩＩＩ族窒化物を蒸着して、初期基板から
ＩＩＩ族窒化物、とくにＧａＮの自立基板を実現する方法であって、ＩＩＩ族窒化物のエ
ピタキシ後の工程の際に、自然に蒸発させるための犠牲層として、珪素ベースの中間層を
、前記基板の上に用いることから成ることを特徴とする方法を対象とする。
【００１４】
　本発明による方法は、ＩＩＩ族窒化物としての窒化ガリウムにとくに適している。本発
明によれば、ＡｌＮ、ＡｌxＧａ1-xＮ、ＩｎxＧａ1-xＮ、あるいはもっと一般的にＡｌx

ＧａyＩｎ1-x-yＮ（ここでは０≦ｘ＋ｙ≦１）基板で実現することもできる。
【００１５】
　初期のバルク基板は、化学的および物理的特性がＩＩＩ族窒化物のエピタキシに適合し
、ＩＩＩ族窒化物の単結晶層の蒸着を可能にするものならどんな材料でもよい。言い換え
れば、犠牲層が蒸着される基板は、ＩＩＩ族窒化物のエピタキシに使用される標準成長条
件で好適には安定でなければならない（分解が早すぎてはならない）。初期基板として、
とくにサファイア（Ａｌ2Ｏ3）または炭化珪素（ＳｉＣ）を挙げることができる。サファ
イアの大きな熱安定性と化学的安定性、ならびにその物理的パラメータ（格子定数と熱膨
張率）は、窒化ガリウムのエピタキシにとって大きな利点なので、好適にはサファイアが
初期基板に用いられる。
【００１６】
　初期基板自体もさまざまな材料で構成することができる。
【００１７】
　熱的および化学的に安定なその他の基板も、本発明による方法の実施に用いることが可
能であり、それらの中で、ＭｇＡｌ2Ｏ4、ＡｌＮ、ＧａＮ、石英、またはそれらの組み合
わせを挙げることができるが、それらに限定されない。
【００１８】
　犠牲層と呼ばれる珪素ベースの中間層は、有利にはドーピングした、あるいはしていな
い珪素である。「珪素ベース」の層とは、ほとんどが珪素から成る層すべてを意味する。
蒸発性が高い珪素ベースのその他の半導体もこのために使用することができる。アルミニ
ウム、インジウム、ガリウム、リン、あるいは硼素を不純物として含有する珪素も挙げる
ことができる。さらにＳｉ1-xＧｅxも挙げることができ、ここで好適にはゲルマニウムモ
ル濃度はｘ＝１０％未満である。
【００１９】
　珪素ベースの犠牲層の厚みは、１００ｎｍと１０μｍの間に含まれていればよい。
【００２０】
　ＩＩＩ族窒化物のエピタキシ過程における犠牲中間層の自然蒸発は、基板とＩＩＩ族窒
化物のエピタキシャル層の分離だけにあてられる追加工程を必要としないという大きな利
点がある。言い換えれば、分離は完全に、あるいはその大半がその場で、すなわちＩＩＩ
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族窒化物のエピタキシャル成長のための反応装置内で実施される。他方で、以下に説明す
るように、本発明による方法に属するもう一つの利点は、転位の元になる応力が低下する
だけでなく、順応し展延する性格の珪素ベースの中間層が存在するために、このようにし
て得られたＩＩＩ族窒化物基板の湾曲も減ることである。
【００２１】
　蒸着したＩＩＩ族窒化物は、ドーピングしてもしなくてもよい。ドーピング剤としては
、マグネシウム、亜鉛、ベリリウム、カルシウム、炭素、硼素、クロム、珪素と鉄をとく
に挙げることができる。
【００２２】
　本発明の推奨実施態様において、基板に蒸着した＜１１１＞方向に沿って配向した単結
晶珪素の層を選択する。しかしながら、本発明の枠内で珪素のその他の配向を用いること
もできる。例えば、単結晶珪素の層は、＜１１０＞および＜１００＞方向にそって配向さ
れたものであってもよい。このタイプの蒸着に適した成長条件は、一般的に気相エピタキ
シ（ＶＰＥ）で実現される。エピタキシではなく珪素層の接着のような、かかる蒸着の製
造変型も用いることができる。例えば、接着技術の記載は、論文“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ
ｔｏｒ　ｗａｆｅｒ　ｂｏｎｄｉｎｇ”，Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，Ｑ．Ｙ．Ｔｏｎｇ，Ｕ．Ｇｏｓｅｌｅ，Ｗｉｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　
Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓに見いだすことができる。このことは＜１１０＞または＜１０
０＞によって配向したＳｉ層の取得にも当てはまる。犠牲層の厚みは、最終ＩＩＩ族窒化
物層の至適エピタキシを可能にするために、有利には１００ｎｍと１０μｍの間に含まれ
る。
【００２３】
　本発明の変型によれば、珪素ベースの中間層は、特定の幾何にそって（すなわち、秩序
だって）連続または不連続とするか、あるいは特定の組織なしに不連続（すなわち、無秩
序に不連続）とすることができる。犠牲層が連続でないとき、基板／犠牲層全体の上のＩ
ＩＩ族窒化物の蒸着は、犠牲層から行ってもよいし、犠牲層に覆われていないバルク基板
区域から、あるいは覆われていない基板と犠牲層の表面全体から行ってもよい。
【００２４】
　高品質結晶の珪素ベースの層の使用は、高品質のＩＩＩ族窒化物の成長に好適である。
【００２５】
　先に述べたごとく、サファイアまたはその他いっさいの同様な基板の上に蒸着した珪素
ベースの犠牲層は、ＩＩＩ族窒化物のエピタキシのための基板として使用できる。核形成
層の蒸着過程は、ＩＩＩ族窒化物の厚い層のエピタキシ過程を実施する前に実現できる。
この核形成層の性質は、次のように選ぶことができる。
・犠牲層の一時的保護層の役割を果たす（窒化物の通常の成長条件はこの層を腐食するお
それがある。これは例えば、犠牲層が珪素である場合に周知である）、
・単結晶ＩＩＩ族窒化物の核生成場所になる。核形成層の格子定数は、後で自立基板を構
成するＩＩＩ族窒化物層のその後の蒸着に適合しなければならない。
【００２６】
　言い換えれば、単結晶ＩＩＩ族窒化物のその後の蒸着を保証し、転位の形成を最小にす
るように、格子定数がＩＩＩ族窒化物のそれに近い核形成層を好適には使用する。したが
って、核形成層として、ＡｌＮ、ＳｉＣ、低温ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＡｌxＧａyＩｎ1-x-

yＮ（ここでは０≦ｘ＋ｙ≦１）、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＡｓ、ＧａＡｓ、あるいはこれらの異
なる層の組み合わせから成るものから選択することができる。
【００２７】
　核形成層の成長は、速度が０．０１μｍ／ｈと３μｍ／ｈの間に含まれる有機金属気相
エピタキシ（ＭＯＶＰＥ）によって好適には実施される。エピタキシ温度は、この第一の
過程で珪素層を損傷しないために、有利には１２００℃未満である。分子線エピタキシ（
ＭＢＥ）と呼ばれる技術も使用できる。
【００２８】
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　本発明の推奨実施態様によれば、ＩＩＩ族窒化物の厚い層の蒸着は二段階で行われる。
すなわち、核形成層の直後の低速開始過程が、至適結晶性を条件付けるように実現され、
第二の高速蒸着過程が、その後ＩＩＩ族窒化物自立基板層になる材料の増厚を可能にする
。
【００２９】
初期層は、好適には０．１μｍ／ｈと５μｍ／ｈの間に含まれる速度で、ＥＰＶＯＭによ
って有利には蒸着される。ＥＪＭ技術を使ってもよい。
【００３０】
　核形成層と場合によっては初期ＩＩＩ族窒化物層の厚みは、それぞれ０．０１μｍと０
．５μｍの間、および０．１μｍと１０μｍの間に含まれることができる。
【００３１】
　ＩＩＩ族窒化物初期層の上の第二過程でエピタキシャル成長したＩＩＩ族窒化物層は、
この層が壊れずにサファイア基板から分離できる十分な最終厚みが得られるまで、気相エ
ピタキシ（ＶＰＥ）によって実現される。実際には、この増厚過程は高速（一般的に１０
μｍ／ｈと２００μｍ／ｈの間）で実現され、これを安価に行うために、水素化物気相エ
ピタキシ（ＨＶＰＥ）と呼ばれる技術を非常に有利に用いることができる。
【００３２】
　典型的には、ＧａＮ自立基板の作製の場合、ＩＩＩ族窒化物層が最低５０μｍ、自立基
板が「操作可能な」ほど十分であると従来判断されている厚みに達するまで、エピタキシ
は継続される。本発明の枠内において、ＧａＮ自立基板は、直径２”の自立基板の場合、
３００μｍから１ｍｍの間で変動する厚みを典型的には有する。実際、最小厚みは、基板
を通常の使用条件下で操作できる十分固い厚みである。
【００３３】
　ＩＩＩ族窒化物層の成長の際に、成長条件（温度、反応装置内の全圧、雰囲気、成長速
度、など）は、最終的に層が完全にまたは大半が開放されるために、あるいはいわば初期
基板から剥離されるために、基板の上に蒸着された珪素ベースの中間層の段階的蒸発を可
能にしなければならない。したがって、珪素ベースの半導体の蒸発は、ＩＩＩ族窒化物層
の増厚成長展開が終わるまで阻害しないために、十分低速でなければならない。この理由
のために、基板とＩＩＩ族窒化物層の間に必要な中間層の厚みは、ＩＩＩ族窒化物層の増
厚に用いられた成長条件に依存する。ここで注意しなければならないのは、珪素ベースの
中間層の蒸発は、ＩＩＩ族窒化物層の低速蒸着開始過程の際に、すなわちＥＰＶＯＭまた
はＥＪＭ過程の際に発生し始め、ＨＶＰＥ増厚過程の際に継続するであろう。この蒸発は
反応装置の温度および／または圧力が高いほど早くなるおそれがある。
【００３４】
　個別に、あるいは有利には組み合わせて、ＩＩＩ族窒化物の厚い層の成長と分離にもっ
とも適した成長パラメータは次の通りである。
・圧力は１０2Ｐａと１０5Ｐａの間に含まれる、
・温度は８００℃と１２００℃の間に含まれる、
・成長速度は１０μｍ／ｈと２００μｍ／ｈの間に含まれる。
【００３５】
　先に述べたごとく、この方法には二つの利点がある。第一の利点は、蒸発現象が大きな
面積にわたって完全に同一に生じることである。第二の利点は、珪素ベースの中間層が蒸
発するにつれて、得られた材料が、高温増厚化の際に基板の段階的剥離のためにほとんど
歪みを受けないことである。そのため、ほぼ平坦で湾曲が最小のＩＩＩ族窒化物最終層が
得られることになる。
【００３６】
　より詳細には、本発明は、次の連続する過程から成る単結晶自立ＩＩＩ族窒化物基板の
製造法に関するものである。
（ｉ）珪素ベースの犠牲層を基板上に蒸着または接着、
（ｉｉ）核形成層を蒸着、
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（ｉｉｉ）珪素ベースの犠牲層の自然蒸発に適合する操作条件で、二層（珪素ベースの中
間層／核形成層）の上にＩＩＩ族窒化物の厚い層をエピタキシによって蒸着。
【００３７】
　本発明のその他の特徴、目的および利点は、付属の図面を参照して、上記の連続する過
程（ｉ）から（ｉｉｉ）を実施して、犠牲層が珪素である窒化ガリウムの自立基板を得る
場合における、本発明の特定の実施態様の以下の詳細な説明を読むことによって明らかに
なるだろう。
・図１は、蒸着過程または接着（ｉ）に続く珪素ベースの犠牲層２を備えた初期基板１を
示している、
・図２ａは、上に核形成層３が蒸着される、基板１全体を覆う珪素ベースの犠牲層２を備
えた基板１を示している、
・図２ｂは、基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、不連続層２の上だけに
エピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して備えた基板１を示している、
・図２ｃは、基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、犠牲層２に覆われてい
ない区域からバルク基板１の上だけにエピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して
備えた基板１を示している、
・図２ｄは、基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、犠牲層２並びに基板１
の覆われていない部分の上にエピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して備えた基
板１を示している、
・図３は、過程（ｉｉ）に続く過程（ｉｉｉ）の際の、珪素ベースの犠牲層２と核形成層
３とＩＩＩ族窒化物層４を連続して備えた基板１を示している、
・図４は、珪素層２が蒸発中である、図３に示したのと同じ層を備えた基板１を示してい
る、
・図５は、犠牲層２がほとんど完全に蒸発して、工程の終わりの基板を示している。この
図は方法の結果を示しており、すなわち一方の平坦で面積の大きい自立厚層（場合によっ
ては後面上に犠牲層の残滓がある）と、他方の残滓に覆われている可能性があるが再使用
可能な初期基板１を示している。
・図６は、実施例１に記載されている、上からＥＰＶＯＭによってＧａＮ層を成長させた
際の、珪素バルク基板の表面の蒸発現象を示している。
なお、図面は現寸比通りではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に、本発明の推奨実施態様を説明する。とくに層１、２、３と４をもう一度さらに
詳しく説明する。
【００３９】
　バルク基板１は単結晶犠牲層の蒸着を可能にしなければならない。それは、犠牲層２が
基板１の上にエピタキシャル成長させた場合には、バルク基板１は好適には単結晶でなけ
ればならないことを意味する。したがって、例えば次の単結晶バルク基板を提案できる：
Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＣ、ＡｌＮ、ＧａＮ。
【００４０】
　バルク基板１は、有利にはサファイア（Ａｌ2Ｏ3）または炭化珪素（ＳｉＣ）であるが
、なぜならそれらは、ＩＩＩ族窒化物に近い熱膨張係数を有し、化学的に安定だからであ
る。
【００４１】
　バルク基板１の至適厚みは標準基板の厚みであり、それは直径２”の基板について１５
０μｍと１０００μｍの間に含まれる。好適には、３００μｍと５００μｍの間に含まれ
ていてもよい。
【００４２】
　バルク基板１の結晶配向は、好適にはわずかに（数度）ずれているかずれていないＣ（
０００１）またはＲ（１０－１２）である。配向Ａ（１１－２０）およびＭ（１－１００
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）を挙げることもできる。
【００４３】
　犠牲層の役割を果たす中間層２は、珪素層であることが好適である。犠牲層２が珪素で
あるとき、サファイア上のエピタキシ（０００１）によって、表面が（０００１）にそっ
て配向されたＩＩＩ族窒化物のエピタキシに適した、六角形の原子配列を有する珪素結晶
（１１１）が得られる。
【００４４】
　犠牲層２はできる限り高い構造品質の単結晶であることが望ましい。その結晶構造は好
適にはバルク材料のそれに近づかなければならない。
【００４５】
　結晶学的方向（０００１）にそって配向されたＩＩＩ族窒化物の基板の成長を促進する
ように、エピタキシ面が、例えば＜１１１＞方向にそって配向された結晶のように、六角
形の対称を示す犠牲層２を用いることが望ましい。第二の選択として、＜１１１＞方向に
そって配向された犠牲層２を用いた後に、＜１００＞または＜１１０＞方向にそって配向
された層を用いることができる。なぜなら、基板の役割を果たす層に六角形の対称がない
にも関わらず、かかる犠牲層の上に六角形構造でＩＩＩ族窒化物をエピタキシャル成長さ
せることがとりわけ可能になるからである。
【００４６】
　本発明の推奨変型実施態様は、エピタキシャル成長ではなく基板１に接着した＜１１１
＞方向にそって配向された犠牲層２を用いることから成る。この場合、基板１は、好適に
は単結晶である犠牲層２とは反対に、単結晶である必要はない。例えば、次の単結晶また
は多結晶バルク基板１を提案することができる：ＡｌＮ、ＧａＮ、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＣ、石
英。
【００４７】
　犠牲中間層２の厚みは、好適には０．１μｍと５μｍの間に含まれる。至適厚みは、後
のＩＩＩ族窒化物の基板４のエピタキシに使用した成長条件に依存する。成長温度が高い
ほど、成長中の層４と基板１の速すぎる分離を回避するために犠牲層の厚みを大きくしな
ければならない。同様に、高い成長圧力では犠牲層２の厚みを増すことが有利であろう。
【００４８】
　自立基板になるＩＩＩ族窒化物の厚い層４のよりよい蒸着を可能にするために、犠牲層
２の上に蒸着された核形成層３を用いることが望ましい。
【００４９】
　核形成層３には窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層を用いることが望ましい。核形成層３の
厚みは好適には１０ｎｍと５０ｎｍの間に含まれる。
【００５０】
　核形成層の成長は、好適には０．１μｍ／ｈと３μｍ／ｈの間に含まれる速度でＥＰＶ
ＯＭによって行われる。エピタキシャル成長させた結晶の質を保ち、珪素層２の速すぎる
蒸発をさけるため、エピタキシ温度は有利には９００℃と１１００℃の間に含まれ、圧力
は５×１０4Ｐａ未満である。
【００５１】
　本発明の枠内で、核形成層３を蒸着するために分子ジェットエピタキシ（ＥＪＭ）を用
いることも可能である。この方法でＥＰＶＯＭによって実現される過程はＥＪＭでも実現
できる。その場合、成長条件は非常に異なっている（典型的にきわめて低い圧力Ｐ＝１０
-4から１０-7ときわめて低い温度Ｔ＝７００℃）。
【００５２】
　犠牲層２が（組織的であるか否かを問わず）連続でないとき、本発明の変型は核形成層
３を蒸着することから成る。
・犠牲層２の上にだけ。この場合、核形成層は連続ではなく、平坦なＩＩＩ族窒化物層が
ＨＶＰＥによる最後の増厚過程で得られる、
・基板１の犠牲層に覆われていない部分の上だけ。このとき、犠牲層２と核形成層３の間
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に結晶学的関係はない。この場合、基板と核形成層の間のエピタキシャル関係を利用して
、犠牲層２の蒸発の際のＩＩＩ族窒化物層の初期基板１からの分離を問題とすることなし
に、核形成層３の結晶の質を高めることができる。
・犠牲層２と基板１の裸の部分の全表面の上。
【００５３】
　自立基板になるＩＩＩ族窒化物の厚い層４のエピタキシのために、基板の役割を果たす
層の結晶品質をできる限り向上させることが好ましい。したがって、ＩＩＩ族窒化物層の
厚い層４のエピタキシに先立って、低速でＥＰＶＯＭまたはＥＪＭによってＩＩＩ族窒化
物層を蒸着させることが望ましい。くわえて、核形成層内に存在する欠陥密度を減らすこ
とを目指す当業者には周知の成長技術を用いることが望ましい。例えば、“Ｅｐｉｔａｘ
ｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ＧａＮ”，Ｂ．Ｂｅａｕｍｏｎ
ｔ，Ｐ．Ｖｅｎｎｅｇｕｅｓ，Ｐ．Ｇｉｂａｒｔ，ｐｈｙｓ．ｓｔａｔ．ｓｏｌ．（ｂ）
２２７，Ｎｏ．１，１－４３（２００１）に記載のＥＬＯ技術（Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｌ
ａｔｅｒａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ）、“Ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｈｉｇｈ－ｑｕａｌｉ
ｔｙ　ＧａＮ　ｂｙ　ｌｏｗ－ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｍｅｔａｌ－ｏｒｇａｎｉｃ　ｖａｐ
ｏｕｒ　ｐｈａｓｅ　ｅｐｉｔａｘｙ（ＬＰ－ＭＯＶＰＥ）ｆｒｏｍ　３Ｄ　ｉｓｌａｎ
ｄｓ　ａｎｄ　ｌａｔｅｒａｌ　ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ”，Ｈ．Ｌａｈｒｅｃｈｅ，Ｐ．
Ｖｅｎｎｅｇｕｅｓ，Ｂ．Ｂｅａｕｍｏｎｔ　ａｎｄ　Ｐ．Ｇｉｂａｒｔ，Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　２０５，２４５（１９９９）に記載のマスク
なしのＥＬＯ技術、あるいはさらにＭＲＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｊ．Ｎｉｔｒｉｄｅ　Ｓ
ｅｍｉｃｏｎｄ．Ｒｅｓ．７，８（２００２）に記載の「自発的微小ＥＬＯ」と呼ばれる
ＧａＮの島を形成する技術を、同じ役割を果たす島の形でＧａＮの模様を自発的に形成す
るので、誘電マスクの彫版過程をなくすことを可能にするものとしてあげることができる
。
【００５４】
　これらの技術は、広がった欠陥密度を劇的に減らす能力があることで知られており、そ
のために高い品質の窒化ガリウム材料を提供する。しかしながら、この過程は必須ではな
い（とりわけ、追加の技術的過程を必要とし、その故に高価になる可能性があるから）。
【００５５】
　ＩＩＩ族窒化物基板製法の最後の過程に使用され、ＩＩＩ族窒化物の厚い層４の蒸着と
犠牲層の蒸発による初期基板からのその分離に関する推奨条件を説明する。
ＩＩＩ族窒化物の厚い層４を製造しようとするとき、最適な成長技術は水素化物気相エピ
タキシ（ＨＶＰＥ）であるが、なぜならそれは結晶品質を喪失することなしに１００μｍ
／ｈ（ＥＰＶＯＭで推奨できる平均３μｍ／ｈをはるかに超える）成長速度を可能にする
からである。結晶品質に関して、（ＥＬＯタイプの過程なしに）サファイア上にＭＯＶＰ
Ｅによってエピタキシャル成長させたＧａＮの初期層から、ＨＶＰＥによるＧａＮのエピ
タキシでは、転位密度を示す層が、転位の交差と消滅のために累乗ｈ-2/3の法則に従って
蒸着された厚みｈとともに減少する（論文参照：Ｓ．Ｋ．Ｍａｔｈｉｓ，Ｊｎｌ．Ｃｒｙ
ｓｔ．Ｇ．２３１，３７１（２００１））。典型的には、厚みが３００μｍの層は平均転
位密度が１０7ｃｍ-2で、厚みが１０００μｍの層は４×１０6ｃｍ-2である。ＥＬＯ過程
は、場合によっては転位密度をさらに（少なくとも１０分の１に）減らすことができる。
【００５６】
　犠牲層２の部分的または全体的な蒸発は、後から基板になるＩＩＩ族窒化物の厚い層４
のエピタキシの際に生じる。ＶＰＥによるＩＩＩ族窒化物の至適成長条件は、珪素の自然
蒸発に適合している。
【００５７】
　ＩＩＩ族窒化物の成長を阻害しないために、またＩＩＩ族窒化物層を壊さないために基
板からの成長層の分離が速すぎないように、犠牲層２の蒸発が速すぎないことが望ましい
。
【００５８】
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　とくに、９００℃と１１００℃の間に含まれる温度と１０2Ｐａと１０5Ｐａの間に含ま
れる圧力が、ＩＩＩ族窒化物層４の至適成長と珪素犠牲層２の至適蒸発速度を可能にする
。
【００５９】
　珪素ベースの犠牲層２がＩＩＩ族窒化物のエピタキシ過程の後に完全に蒸発せず、ＩＩ
Ｉ族窒化物基板の上に犠牲層の残滓が残る場合、ＩＩＩ族窒化物基板からこの珪素を完全
に除去するために、珪素ベースの犠牲層２をエッチングする追加の過程が有益なことがあ
る。化学的エッチングは従来技術の周知の技術によって行うことができる。それは得られ
た材料がエピタキシ炉から出されたときに低温で実現することが望ましい。化学的解決法
は中間層のタイプによる。珪素の場合、一般的にＨＮＯ3とＨＦの混合物またはＫＯＨが
用いられる。
【００６０】
　本発明の方法で得られた自立ＧａＮ層は、レーザーダイオード、発光ダイオード、光検
出器、トランジスタなどの電子または光電子部品の製造に大きな利益がある。これはとく
に、エピタキシと冷却の間に通常発生する材料内の応力を大幅に減らすことを可能にし、
続いて得られたＩＩＩ族窒化物基板の湾曲を、典型的には５ｍを超える曲率半径に達する
ように、最小にすることを可能にするこの方法の特異性のおかげである。とくに曲率半径
は１０ｍに近づく、あるいは超えることも可能である。
【００６１】
　本発明による方法のもう一つの利点は、初期基板が、毎回の使用の後に再研磨する必要
がないので、ＧａＮ層の分離の後に数回再利用できることである。
【００６２】
　本発明は、さらに本発明の方法によって得ることができるＩＩＩ族窒化物自立基板にお
いて、直径が２”を超え、曲率半径が５ｍを超える基板も対象とする。
【００６３】
　有利な側面において、本発明の方法によって得ることができるＩＩＩ族窒化物自立基板
は、２”以上の直径を有し、１０ｍ以上の曲率半径を有する。
【実施例１】
【００６４】
本発明の実施例
実施例１：サファイアＣ上のＭＯＣＶＤ／ＨＶＰＥによる方法
【００６５】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は、厚みが４３０
μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向されたサファイア（Ａｌ2Ｏ3）基板上に、Ｃ
ＶＤによってエピタキシャル成長させた（１１１）方向にそって配向した２μｍの珪素層
から成る。珪素層のＸ線回折による走査半値幅ω／２θでの幅は４００ａｒｃｓｅｃ程度
である。
窒化ガリウムの成長の第一の過程はＥＰＶＯＭによって行われる。成長条件は下記の通り
である。
・温度　Ｔ＝１０９０℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・ＡｌＮ核形成層の成長速度　ＶAlN＝０．２μｍ／ｈ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝１．５－３μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝５０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【００６６】
　ＡｌＮ核形成層は、５分間Ｈ2：Ｎ2フローの下で珪素層を焼なまし／脱酸素した後に高
温で蒸着する。ＡｌＮ層の厚みは３０ｎｍである。
【００６７】
　ＧａＮの第一の層は、低い成長速度で（１．５μｍ／ｈ）核形成層の上に蒸着される。
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この層の厚みは約１μｍである。ＧａＮ層のＸ線回折による走査半高さω／２θでの幅は
１０００ａｒｃｓｅｃ程度である。結晶品質は蒸着された厚みとともに向上する（転位は
交差し、消滅する）、しかし珪素はすでに蒸発し、および／または成長層内で拡散しはじ
める（Ｔ～１０４０℃であればおそらく拡散は少ない）。図６は、Ｓｉ（１１１）のバル
ク基板上にＥＰＶＯＭによってＧａＮ／ＡｌＮを蒸着した実際の場合の、珪素の蒸発を示
している。基板とＧａＮ層の間の孔は、エピタキシの間の珪素の蒸発によるものである。
この場合、蒸発が速いとＧａＮの成長が阻害される。かかる孔は基板の縁からだけではな
く、基板の表面全体に現れる。
【００６８】
　したがって、ＨＶＰＥによるより速い速度での最終増厚過程の前に珪素全体を消費しな
いために、ＥＰＶＯＭであまりに厚い層をエピタキシャル成長させないほうがよい。
【００６９】
　窒化ガリウムの増厚は、下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝１０００℃
・圧力　Ｐ＝２×１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【００７０】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは５００μｍである。厚みが増すほど、交差し消滅する転位の
段階的除去プロセスを必ず経て、蒸着材料の結晶品質が向上する。測定された典型的転位
密度は５×１０6ｃｍ-2であり、これはＨＶＰＥによる５００μｍの増厚による所期値に
対応する。したがって、この転位密度は、自立ＧａＮ基板のその他の製造技術（例えば、
レーザー研磨による分離）で得られるものと同等である。
【００７１】
　ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分離は、表面全体（２”）上でＨＶＰＥ成長の後に
確認された。自立窒化物層の後面に微量の珪素だけが残存している。これらの残滓は化学
的エッチングによって除去できる。
【００７２】
　得られたＧａＮ基板のＸ線回折による走査半高さω／２θでの幅は１００ａｒｃｓｅｃ
未満である。光ルミネセンスによって観察された励起子スペクトル（Ｄ0Ｘ、Ａ、Ｃ）の
半高さ幅は１ｍｅＶ未満である。
【実施例２】
【００７３】
実施例２：サファイアＣ上のＥＪＭ／ＨＶＰＥによる方法
【００７４】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は、厚みが４３０
μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向されたサファイア（Ａｌ2Ｏ3）基板上に、Ｃ
ＶＤによってエピタキシャル成長させた（１１１）方向にそって配向した５μｍの珪素層
から成る。
窒化ガリウムの成長の第一の過程はＥＪＭによって行われる。成長条件は下記の通りであ
る。
・温度　Ｔ＝８００℃
・圧力　Ｐ＝１０-5Ｔｏｒｒ
・ＡｌＮ核形成層の成長速度　ＶAlN＝０．２μｍ／ｈ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝１μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝１０
【００７５】
　ＡｌＮ核形成層は高温（８５０℃）で真空下で珪素層を焼なまし／脱酸素した後に高温
で蒸着する。ＡｌＮ層の厚みは３０ｎｍである。
【００７６】
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　ＧａＮの第一の層は低い成長速度で（１μｍ／ｈ）核形成層の上に蒸着される。この層
の厚みは約５００ｎｍである。結晶品質は蒸着された厚みとともに向上する（転位は交差
し、消滅する）。
【００７７】
　ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【００７８】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは１０００μｍである。厚みが増すほど、交差し消滅する転位
の段階的除去プロセスを必ず経て、蒸着材料の結晶品質が向上する。
【００７９】
　ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分離は、表面全体（２”）上でＨＶＰＥ成長の後に
確認された。自立窒化物層の後面に微量の珪素だけが残存している。これらの残滓は化学
的エッチングによって除去できる。
【実施例３】
【００８０】
実施例３：ＳｉＣ基板上の方法
【００８１】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は、厚みが２８０
μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向された６Ｈ－ＳｉＣ型の炭化珪素基板上に、
ＣＶＤによってエピタキシャル成長させた（１１１）方向に沿って配向した０．５μｍの
珪素層から成る。
【００８２】
　窒化ガリウムの成長の第一の過程はＥＰＶＯＭによって行われる。成長条件は下記の通
りである。
・温度　Ｔ＝１０９０℃
・圧力　Ｐ＝２×１０4Ｐａ
・ＡｌＮ核形成層の成長速度　ＶAlN＝０．１μｍ／ｈ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝１．５μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝２０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：０
【００８３】
　ＡｌＮ核形成層は１０分間Ｈ2フローの下で珪素層を焼なまし／脱酸素した後に高温で
蒸着する。ＡｌＮ層の厚みは５０ｎｍである。
【００８４】
　ＧａＮの第一の層は低い成長速度で（１．５μｍ／ｈ）核形成層の上に蒸着される。こ
の層の厚みは約１μｍである。
【００８５】
　ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１５０μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【００８６】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは１０００μｍである。ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分
離は、表面全体（２”）上でＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量
の珪素だけが残存している。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【実施例４】
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【００８７】
実施例４：サファイア－プランＲ基板上の方法
【００８８】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は、厚みが４３０
μｍ、直径２”の（１０－１２）にそって配向されたサファイア基板（Ａｌ2Ｏ3）上に、
ＣＶＤによってエピタキシャル成長させた（１００）方向にそって配向した２μｍの珪素
層から成る。
【００８９】
　窒化ガリウムの成長の第一の過程は、ＡｌＮの中間層の上にＥＰＶＯＭによって行われ
る。成長条件は下記の通りである。
・温度　Ｔ＝１０９０℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・ＡｌＮ核形成層の成長速度　ＶAlN＝０．２μｍ／ｈ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝１．５μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝３０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【００９０】
　ＡｌＮ核形成層は５分間Ｎ2フローの下で珪素層を焼なまし／脱酸素した後に高温で蒸
着する。ＡｌＮ層の厚みは１００ｎｍである。
【００９１】
　ＧａＮの第一の層は低い成長速度で（１．５μｍ／ｈ）核形成層の上に蒸着される。こ
の層の厚みは約２００ｎｍである。結晶構造は成長パラメータに応じて六角形のことも立
方体のこともある。この実施例では、六角形の窒化ガリウムの成長が有利である。
【００９２】
　ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９８０℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【００９３】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは５００μｍである。ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分離
は、表面全体（２”）上でＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量の
珪素だけが残存している。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【実施例５】
【００９４】
実施例５：ＡｌＮ層からのＥＬＯ（帯）使用
【００９５】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は次の積み重ねか
ら成る：厚みが４３０μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向されたサファイア基板
（Ａｌ2Ｏ3）、その基板上の２μｍのＧａＮ層、そのＧａＮ層上に蒸着された５０ｎｍの
ＡｌＮ層、さらにそのＡｌＮ層上にＣＶＤによってエピタキシャル成長させた（１１１）
方向にそって配向した１μｍの珪素層。ＡｌＮ層は、一緒に反応して崩壊するおそれのあ
る（ＧａＮ内の珪素の拡散）珪素層とＧａＮ層の間の保護障壁の役割を果たす。
【００９６】
　マスクの役割を果たすことになる２００ｎｍのＳｉＯ2層は、珪素層の上に蒸着される
。数ミクロンに分離された幅数ミクロンの帯（典型的には５μｍ／５μｍ）で形成された
模様は、標準光リソグラフ過程と３分間のＢＯＥによる化学的エッチングによってＳｉＯ

2層内に現れる。つぎに、１０分間８０℃でＫＯＨによって珪素層を化学的にエッチング
して、ＡｌＮ層まで（光リソグラフによって決められたものと同じ模様を）マスクがかか
っていない珪素層に刻印する。
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【００９７】
　窒化ガリウムの第一の再成長過程は、ＡｌＮ層から珪素層の開口部までＥＰＶＯＭによ
って行われる。ＥＬＯと呼ばれる周知の成長技術を用いてＨＶＰＥによる成長の前に連続
した、好適には平坦な層を得るためにＧａＮ蒸着を実施した。蒸着したＧａＮの厚みは２
μｍである。成長条件は下記の通りである。
・温度　Ｔ＝１１２０℃
・圧力　Ｐ＝１×１０3Ｐａ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝２μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝５０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【００９８】
　このＥＬＯ再成長過程は、第一の過程で蒸着したＧａＮ層内の転位密度を減らすことを
可能にする。
ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【００９９】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは５００μｍである。ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分離
は、表面全体（２”）上でＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量の
珪素だけが残存している。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【０１００】
　測定転位密度は、ＥＬＯ技術を使用したおかげで５×１０6ｃｍ-2未満である。
【実施例６】
【０１０１】
実施例６：ＧａＮ層からのＥＬＯ（孔）使用
【０１０２】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は次の積み重ねか
ら成る：厚みが４３０μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向されたサファイア基板
（Ａｌ2Ｏ3）、その基板上の２μｍのＧａＮ層、そのＧａＮ層上に蒸着された５０ｎｍの
ＡｌＮ層、さらにそのＡｌＮ層上にＣＶＤによってエピタキシャル成長させた（１１１）
方向にそって配向した１μｍの珪素層。
【０１０３】
　マスクの役割を果たすことになる２０ｎｍのＳｉＮ層は珪素層の上に蒸着される。数ミ
クロンに分離された直径数ミクロンの孔（典型的には５μｍ／１５μｍ）で形成された模
様は、標準光リソグラフ過程と、例えばＣｌ2またはＯ2ガスを用いるプラズマエッチング
（ＲＩＥ）によってＳｉＮ層内に現れる。つぎに、１０分間８０℃でＫＯＨによって珪素
層を化学的にエッチングして、ＡｌＮ層まで光リソグラフによって決められたものと同じ
模様を珪素層に刻印する。最後に、ＡｌＮ層はＲＩＥ（プラズマＣｌ2）によってＧａＮ
層まで刻印される。
【０１０４】
　窒化ガリウムの第一の再成長過程は、ＧａＮ層から珪素層の開口部まで、ＥＰＶＯＭに
よって行われる。ＥＬＯと呼ばれる周知の成長技術を用いて、ＨＶＰＥによる成長の前に
、連続した、好適には平坦な層を得るためにＧａＮ蒸着を実施した。蒸着したＧａＮの厚
みは２μｍである。成長条件は下記の通りである。
・温度　Ｔ＝１０９０℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝３μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝５０００
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・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【０１０５】
　ＧａＮの増厚は、下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１５０μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＮＨ3：ＨＣｌ
【０１０６】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは５００μｍである。ＧａＮの厚い層とサファイア基板の分離
は、ＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量の珪素だけが残存してい
る。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【実施例７】
【０１０７】
実施例７：サファイアからのＥＬＯ使用
【０１０８】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は、厚みが４３０
μｍ、直径２”の（０００１）にそって配向されたサファイア基板（Ａｌ2Ｏ3）上に、Ｃ
ＶＤによってエピタキシャル成長させた１μｍの珪素層から成る。
【０１０９】
　マスクの役割を果たすことになる２００ｎｍのＳｉＯ2層は、珪素層の上に蒸着される
。数ミクロンに分離された幅数ミクロンの帯（典型的には５μｍ／５μｍ）で形成された
模様は、標準光リソグラフ過程と３分間のＢＯＥによる化学的エッチングによってＳｉＯ

2層内に現れる。つぎに、１０分間８０℃でＫＯＨによって珪素層を化学的にエッチング
して、サファイア基板まで光リソグラフによって決められたものと同じ模様を珪素層に刻
印する。
【０１１０】
　窒化ガリウムの第一の成長過程は、全表面に均質な蒸着を得るために低温で（６００℃
）、サファイア基板から珪素層の開口部まで、ＥＰＶＯＭによって行われる。このＧａＮ
層の厚みは約３０ｎｍである。つづいて、蒸着された多結晶ＧａＮ蒸着をＳｉＯ2のマス
クの上に移し、ＳｉＯ2のマスクと基板に対して完全に配向された珪素との開口部に蒸着
したＧａＮ上でそれを再結晶させるために１０分間標準成長温度（１０９０℃）で焼きな
ましを実施した。
厚み２μｍのＧａＮ蒸着が再結晶過程にかけられる。成長条件は下記の通りである。
・温度　Ｔ＝１１００℃
・圧力　Ｐ＝２×１０4Ｐａ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝３μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝２０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【０１１１】
　ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＨＣｌ
【０１１２】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは３００と１０００μｍの間である。ＧａＮの厚い層とサファ
イア基板の分離はＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量の珪素だけ
が残存している。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【実施例８】
【０１１３】
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実施例８：ＥＬＯ（帯）使用と平坦サファイア基板Ｒ
【０１１４】
　窒化ガリウム自立基板は本発明の方法によって実現される。初期基板は次の積層から成
る：厚みが４３０μｍ、直径２”のＲ（１０－１２）方向にそって配向されたサファイア
基板（Ａｌ2Ｏ3）、その基板上の２μｍのＡ（１１－２０）方向にそって配向されたＧａ
Ｎ層、そのＧａＮ層上に蒸着された５０ｎｍのＡｌＮ層、さらにそのＡｌＮ層上に蒸着さ
れた１μｍの珪素層。ＡｌＮ層は、一緒に反応して崩壊するおそれのある（ＧａＮ内の珪
素の拡散）珪素層とＧａＮ層の間の保護障壁の役割を果たす。
【０１１５】
　マスクの役割を果たすことになる２００ｎｍのＳｉＯ2層は、珪素層の上に蒸着される
。数ミクロンに分離された幅数ミクロンの帯（典型的には５μｍ／５μｍ）で形成された
模様は、標準光リソグラフ過程と３分間のＢＯＥによる化学的エッチングによってＳｉＯ

2層内に現れる。つぎに、１０分間８０℃でＫＯＨによって珪素層を化学的にエッチング
して、ＡｌＮ層まで（光リソグラフによって決められたものと同じ模様を）マスクがかか
っていない珪素層に刻印する。
【０１１６】
　窒化ガリウムの第一の再成長過程は、ＡｌＮ層から珪素層の開口部までＥＰＶＯＭによ
って行われる。ＥＬＯ成長を用いてＨＶＰＥによる成長の前に連続層を得るためにＧａＮ
蒸着を実施した。蒸着したＧａＮの厚みは２μｍである。成長条件は下記の通りである。
・温度　Ｔ＝１１２０℃
・圧力　Ｐ＝２×１０3Ｐａ
・ＧａＮ初期層の成長速度　ＶGaN＝２μｍ／ｈ
・ＧａＮのＶ／ＩＩＩ比＝５０００
・成長反応装置のガス組成　Ｈ2：Ｎ2＝１：１
【０１１７】
　このＥＬＯ再成長過程は、転位密度と広がった欠陥をＧａＮ層内で減らすことを可能に
する。
【０１１８】
　ＧａＮの増厚は下記の成長条件を用いてＨＶＰＥによって実現される。
・温度　Ｔ＝９５０－１０００℃
・圧力　Ｐ＝１０4Ｐａ
・成長速度　ＶGaN＝１００μｍ／ｈ
・ガス組成　Ｈ2：Ｎ2：ＨＣｌ
【０１１９】
　ＨＶＰＥによる蒸着厚みは８００μｍである。平坦なＧａＮの厚い層Ａと平坦なサファ
イア基板Ｒの分離は、ＨＶＰＥ成長の後に確認された。自立窒化物層の後面に微量の珪素
だけが残存している。これらの残滓は化学的エッチングによって除去できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】蒸着過程または接着（ｉ）に続く珪素ベースの犠牲層２を備えた初期基板１を示
している図。
【図２ａ】上に核形成層３が蒸着される、基板１全体を覆う珪素ベースの犠牲層２を備え
た基板１を示している図。
【図２ｂ】基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、不連続層２の上だけにエ
ピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して備えた基板１を示している図。
【図２ｃ】基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、犠牲層２に覆われていな
い区域からバルク基板１の上だけにエピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して備
えた基板１を示している図。
【図２ｄ】基板１を完全には覆わない珪素ベースの犠牲層２と、犠牲層２並びに基板１の
覆われていない部分の上にエピタキシャル成長させた核形成層３とを連続して備えた基板
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【図３】過程（ｉｉ）に続く過程（ｉｉｉ）の際の、珪素ベースの犠牲層２と核形成層３
とＩＩＩ族窒化物層４を連続して備えた基板１を示している図。
【図４】珪素層２が蒸発中である、図３に示したのと同じ層を備えた基板１を示している
図。
【図５】犠牲層がほとんど完全に蒸発して、工程の終わりの基板１を示している図。
【図６】実施例１に記載されている、上からＥＰＶＯＭによってＧａＮ層を成長させた際
の、珪素バルク基板の表面の蒸発現象を示している図。
【符号の説明】
【０１２１】
１　バルク基板
２　犠牲層
３　核形成層
４　ＩＩＩ族窒化物の厚い層

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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【図４】
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【図６】
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