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(57)【要約】
【課題】高品質な結晶膜が工業的有利に得られる結晶膜
の製造方法を提供する。
【解決手段】金属を含む金属源をガス化して金属含有原
料ガスとし、ついで、前記金属含有原料ガスと、酸素含
有原料ガスとを反応室内の基板上に供給して成膜する結
晶膜の製造方法であって、前記基板が、表面にバッファ
層を有しており、反応性ガスを前記基板上に供給し、前
記成膜を、前記反応性ガスの流通下で行うことにより、
高品質な結晶膜を成膜し、得られた結晶膜を、半導体装
置等に用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属を含む金属源をガス化して金属含有原料ガスとし、ついで、前記金属含有原料ガス
と、酸素含有原料ガスとを反応室内の基板上に供給することにより金属酸化物の結晶膜を
成膜する結晶膜の製造方法であって、前記基板が、表面にバッファ層を有しており、反応
性ガスを前記基板上に供給し、前記成膜を、前記反応性ガスの流通下で行うことを特徴と
する結晶膜の製造方法。
【請求項２】
前記バッファ層がミストＣＶＤ法により形成されている請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
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前記バッファ層が、前記金属源の金属を含む請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
前記バッファ層が、前記結晶膜の結晶構造と同じ結晶構造を含む請求項１〜３のいずれ
かに記載の製造方法。
【請求項５】
前記バッファ層および前記結晶膜の格子定数差が２０％以内である請求項４記載の製造
方法。
【請求項６】
前記反応性ガスがエッチングガスである請求項１〜５のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
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前記反応性ガスがハロゲン化水素、ハロゲンおよび水素からなる群から選ばれる１種ま
たは２種以上を含む請求項１〜６のいずれかに記載の製造方法。
【請求項８】
前記反応性ガスがハロゲン化水素を含む請求項１〜７のいずれかに記載の製造方法。
【請求項９】
前記基板がＰＳＳ基板である請求項１〜８のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１０】
前記基板が加熱されている請求項１〜９のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１１】
成膜温度が４００℃〜７００℃である請求項１〜１０のいずれかに記載の製造方法。
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【請求項１２】
前記金属源がガリウム源であり、前記金属含有原料ガスが、ガリウム含有原料ガスであ
る請求項１〜１１のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１３】
前記のガス化を、金属源をハロゲン化することにより行う請求項１〜１２のいずれかに
記載の製造方法。
【請求項１４】
前記酸素含有原料ガスが、Ｏ２、Ｈ２ＯおよびＮ２Ｏからなる群から選ばれる１種また
は２種以上のガスである請求項１〜１３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１５】

40

前記基板がコランダム構造を含み、前記結晶膜がコランダム構造を有する結晶成長膜で
ある請求項１〜１４のいずれかに記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体装置の製造等に有用な結晶膜の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】

50

(3)

JP 2019‑34883 A 2019.3.7

高耐圧、低損失および高耐熱を実現できる次世代のスイッチング素子として、バンドギ
ャップの大きな酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）を用いた半導体装置が注目されており、イン
バータなどの電力用半導体装置への適用が期待されている。また、広いバンドギャップか
らＬＥＤやセンサー等の受発光装置としての幅広い応用も期待されている。特に、酸化ガ
リウムの中でもコランダム構造を有するα―Ｇａ２Ｏ３等は、非特許文献１によると、イ
ンジウムやアルミニウムをそれぞれ、あるいは組み合わせて混晶することによりバンドギ
ャップ制御することが可能であり、ＩｎＡｌＧａＯ系半導体として極めて魅力的な材料系
統を構成している。ここでＩｎＡｌＧａＯ系半導体とはＩｎＸＡｌＹＧａＺＯ３（０≦Ｘ
≦２、０≦Ｙ≦２、０≦Ｚ≦２、Ｘ＋Ｙ＋Ｚ＝１．５〜２．５）を示し（特許文献９等）
、酸化ガリウムを内包する同一材料系統として俯瞰することができる。
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【０００３】
しかしながら、酸化ガリウムは、最安定相がβガリア構造であるので、特殊な成膜法を
用いなければ、準安定相であるコランダム構造の結晶膜を成膜することが困難である。ま
た、コランダム構造の結晶膜に限らず、成膜レートや結晶品質の向上、クラックや異常成
長の抑制、ツイン抑制、反りによる基板の割れ等においてもまだまだ課題が数多く存在し
ている。このような状況下、現在、コランダム構造を有する結晶性半導体の成膜について
、いくつか検討がなされている。
【０００４】
特許文献１には、ガリウム又はインジウムの臭化物又はヨウ化物を用いて、ミストＣＶ
Ｄ法により、酸化物結晶薄膜を製造する方法が記載されている。特許文献２〜４には、コ
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ランダム型結晶構造を有する下地基板上に、コランダム型結晶構造を有する半導体層と、
コランダム型結晶構造を有する絶縁膜とが積層された多層構造体が記載されている。また
、特許文献５〜７のように、ＥＬＯ基板やボイド形成を用いて、ミストＣＶＤによる成膜
も検討されている。しかしながら、いずれの方法も成膜レートにおいてまだまだ満足のい
くものではなく、成膜レートに優れた成膜方法が待ち望まれていた。
特許文献８には、少なくとも、ガリウム原料と酸素原料とを用いて、ＨＶＰＥ法により
、コランダム構造を有する酸化ガリウムを成膜することが記載されている。しかしながら
、α―Ｇａ２Ｏ３は準安定相であるので、β―Ｇａ２Ｏ３のように成膜することが困難で
あり、工業的にはまだまだ多くの課題があった。
なお、特許文献１〜８はいずれも本出願人らによる特許または特許出願に関する公報で
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あり、現在も検討が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５３９７７９４号
【特許文献２】特許第５３４３２２４号
【特許文献３】特許第５３９７７９５号
【特許文献４】特開２０１４−７２５３３号公報
【特許文献５】特開２０１６−１００５９２号公報
【特許文献６】特開２０１６−９８１６６号公報
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【特許文献７】特開２０１６−１００５９３号公報
【特許文献８】特開２０１６−１５５７１４号公報
【特許文献９】国際公開第２０１４／０５０７９３号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】金子健太郎、「コランダム構造酸化ガリウム系混晶薄膜の成長と物性」
、京都大学博士論文、平成２５年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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本発明は、高品質な結晶膜を工業的有利に得ることのできる製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、金属を含む金属源をガス化し
て金属含有原料ガスとし、ついで、前記金属含有原料ガスと、酸素含有原料ガスとを反応
室内の加熱された基板上に供給して成膜する結晶膜の製造方法において、前記基板として
、表面にバッファ層を有している基板を用いて、反応性ガスを前記基板上に供給し、前記
成膜を、前記反応性ガスの流通下で行うと、驚くべきことに、準安定相の結晶膜であって
も、高い成膜レートを維持しつつ、クラック等が生じることなく、高品質な結晶性金属酸
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化膜を結晶成長することができることを知見し、このような方法によれば、上記した従来
の問題を一挙に解決できることを見出した。
【０００９】
また、本発明者らは、上記知見を得た後、さらに検討を重ねて本発明を完成させるに至
った。
【００１０】
すなわち、本発明は、以下の発明に関する。
［１］

金属を含む金属源をガス化して金属含有原料ガスとし、ついで、前記金属含有原

料ガスと、酸素含有原料ガスとを反応室内の基板上に供給することにより金属酸化物の結
晶膜を成膜する結晶膜の製造方法であって、前記基板が、表面にバッファ層を有しており
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、反応性ガスを前記基板上に供給し、前記成膜を、前記反応性ガスの流通下で行うことを
特徴とする結晶膜の製造方法。
［２］

前記バッファ層がミストＣＶＤ法により形成されている前記［１］記載の製造方

法。
［３］

前記バッファ層が、前記金属源の金属を含む前記［１］または［２］に記載の製

造方法。
［４］

前記バッファ層が、前記結晶膜の結晶構造と同じ結晶構造を含む前記［１］

〜［３］のいずれかに記載の製造方法。
［５］

前記バッファ層および前記結晶膜の格子定数差が２０％以内である前記［４］記

載の製造方法。
［６］
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前記反応性ガスがエッチングガスである前記［１］〜［５］のいずれかに記載の

製造方法。
［７］

前記反応性ガスがハロゲン化水素、ハロゲンおよび水素からなる群から選ばれる

１種または２種以上を含む前記［１］〜［６］のいずれかに記載の製造方法。
［８］

前記反応性ガスがハロゲン化水素を含む前記［１］〜［７］のいずれかに記載の

製造方法。
［９］

前記基板がＰＳＳ基板である前記［１］〜［８］のいずれかに記載の製造方法。

［１０］

前記基板が加熱されている前記［１］〜［９］のいずれかに記載の製造方法。

［１１］

成膜温度が４００℃〜７００℃である前記［１］〜［１０］のいずれかに記載

の製造方法。
［１２］
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前記金属源がガリウム源であり、前記金属含有原料ガスが、ガリウム含有原料

ガスである前記［１］〜［１１］のいずれかに記載の製造方法。
［１３］

前記のガス化を、金属源をハロゲン化することにより行う前記［１］〜［１２

］のいずれかに記載の製造方法。
［１４］

前記酸素含有原料ガスが、Ｏ２、Ｈ２ＯおよびＮ２Ｏからなる群から選ばれる

１種または２種以上のガスである前記［１］〜［１３］のいずれかに記載の製造方法。
［１５］

前記基板がコランダム構造を含み、前記結晶膜がコランダム構造を有する結晶

成長膜である前記［１］〜［１４］のいずれかに記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
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本発明の製造方法によれば、高品質な結晶膜を工業的有利に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明において好適に用いられるハライド気相成長（ＨＶＰＥ）装置を説明する
図である。
【図２】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の一態様を示
す模式図である。
【図３】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の表面を模式
的に示す図である。
【図４】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の一態様を示
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す模式図である。
【図５】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の表面を模式
的に示す図である。
【図６】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の一態様を示
す模式図である。（ａ）は凹凸部の模式的斜視図であり、（ｂ）は凹凸部の模式的表面図
である。
【図７】本発明において好適に用いられる基板の表面上に形成された凹凸部の一態様を示
す模式図である。（ａ）は凹凸部の模式的斜視図であり、（ｂ）は凹凸部の模式的表面図
である。
【図８】実施例で用いたミストＣＶＤ装置を説明する図である。
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【図９】実施例におけるφスキャンＸＲＤ測定結果を示す図である。
【図１０】実施例におけるＳＥＭ観察結果（鳥瞰図と断面図）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明の製造方法は、金属を含む金属源をガス化して金属含有原料ガスとし、ついで、
前記金属含有原料ガスと、酸素含有原料ガスとを反応室内の基板上に供給して成膜する際
に、前記基板として、表面にバッファ層を有している基板を用いて、反応性ガスを前記基
板上に供給し、前記成膜を、前記反応性ガスの流通下で行うことを特長とする。
【００１４】
（金属源）
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前記金属源は、金属を含んでおり、ガス化が可能なものであれば、特に限定されず、金
属単体であってもよいし、金属化合物であってもよい。前記金属としては、例えば、ガリ
ウム、アルミニウム、インジウム、鉄、クロム、バナジウム、チタン、ロジウム、ニッケ
ル、コバルトおよびイリジウム等から選ばれる１種または２種以上の金属等が挙げられる
。本発明においては、前記金属が、ガリウム、アルミニウムおよびインジウムから選ばれ
る１種または２種以上の金属であるのが好ましく、ガリウムであるのがより好ましく、前
記金属源が、ガリウム単体であるのが最も好ましい。また、前記金属源は、気体であって
もよいし、液体であってもよいし、固体であってもよいが、本発明においては、例えば、
前記金属としてガリウムを用いる場合には、前記金属源が液体であるのが好ましい。
【００１５】
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前記ガス化の手段は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定されず、公知の手段で
あってよい。本発明においては、前記ガス化の手段が、前記金属源をハロゲン化すること
により行われるのが好ましい。前記ハロゲン化に用いるハロゲン化剤は、前記金属源をハ
ロゲン化できさえすれば、特に限定されず、公知のハロゲン化剤であってよい。前記ハロ
ゲン化剤としては、例えば、ハロゲンまたはハロゲン化水素等が挙げられる。前記ハロゲ
ンとしては、例えば、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素等が挙げられる。また、前記ハ
ロゲン化水素としては、例えば、フッ化水素、塩化水素、臭化水素、ヨウ化水素等が挙げ
られる。本発明においては、前記ハロゲン化に、ハロゲン化水素を用いるのが好ましく、
塩化水素を用いるのがより好ましい。本発明においては、前記ガス化を、前記金属源に、
ハロゲン化剤として、ハロゲンまたはハロゲン化水素を供給して、前記金属源とハロゲン
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またはハロゲン化水素とをハロゲン化金属の気化温度以上で反応させてハロゲン化金属と
することにより行うのが好ましい。前記ハロゲン化反応温度は、特に限定されないが、本
発明においては、例えば、前記金属源がガリウムであり、前記ハロゲン化剤が、ＨＣｌで
ある場合には、９００℃以下が好ましく、７００℃以下がより好ましく、４００℃〜７０
０℃であるのが最も好ましい。前記金属含有原料ガスは、前記金属源の金属を含むガスで
あれば、特に限定されない。前記金属含有原料ガスとしては、例えば、前記金属のハロゲ
ン化物（フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物など）等が挙げられる。
【００１６】
本発明においては、金属を含む金属源をガス化して金属含有原料ガスとした後、前記金
属含有原料ガスと、前記酸素含有原料ガスとを、前記反応室内の基板上に供給する。また
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、本発明においては、反応性ガスを前記基板上に供給する。前記酸素含有原料ガスとして
は、例えば、Ｏ２ガス、ＣＯ２ガス、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス、Ｈ２ＯガスまたはＯ３ガス
から選ばれる１種または２種以上のガスである。本発明においては、前記酸素含有原料ガ
スが、Ｏ２、Ｈ２ＯおよびＮ２Ｏからなる群から選ばれる１種または２種以上のガスであ
るのが好ましく、Ｏ２を含むのがより好ましい。前記反応性ガスは、通常、金属含有原料
ガスおよび酸素含有原料ガスとは異なる反応性のガスであり、不活性ガスは含まれない。
前記反応性ガスとしては、特に限定されないが、例えば、エッチングガス等が挙げられる
。前記エッチングガスは、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定されず、公知のエッ
チングガスであってよい。本発明においては、前記反応性ガスが、ハロゲンガス（例えば
、フッ素ガス、塩素ガス、臭素ガスまたはヨウ素ガス等）、ハロゲン化水素ガス（例えば
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、フッ酸ガス、塩酸ガス、臭化水素ガス、ヨウ化水素ガス等）、水素ガスまたはこれら２
種以上の混合ガス等であるのが好ましく、ハロゲン化水素ガスを含むのが好ましく、塩化
水素を含むのが最も好ましい。なお、前記金属含有原料ガス、前記酸素含有原料ガスまた
は前記反応性ガスは、キャリアガスを含んでいてもよい。前記キャリアガスとしては、例
えば、窒素やアルゴン等の不活性ガス等が挙げられる。また、前記金属含有原料ガスの分
圧は特に限定されないが、本発明においては、０．５Ｐａ〜１ｋＰａであるのが好ましく
、５Ｐａ〜０．５ｋＰａであるのがより好ましい。前記酸素含有原料ガスの分圧は、特に
限定されないが、本発明においては、前記金属含有原料ガスの分圧の０．５倍〜１００倍
であるのが好ましく、１倍〜２０倍であるのがより好ましい。前記反応性ガスの分圧も、
特に限定されないが、本発明においては、前記金属含有原料ガスの分圧の０．１倍〜５倍
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であるのが好ましく、０．２倍〜３倍であるのがより好ましい。
【００１７】
本発明においては、さらに、ドーパント含有ガスを前記基板に供給するのも好ましい。
前記ドーパント含有ガスは、ドーパントを含んでいれば、特に限定されない。前記ドーパ
ントも、特に限定されないが、本発明においては、前記ドーパントが、ゲルマニウム、ケ
イ素、チタン、ジルコニウム、バナジウム、ニオブおよびスズから選ばれる１種または２
種以上の元素を含むのが好ましく、ゲルマニウム、ケイ素、またはスズを含むのがより好
ましく、ゲルマニウムを含むのが最も好ましい。このようにドーパント含有ガスを用いる
ことにより、得られる膜の導電率を容易に制御することができる。前記ドーパント含有ガ
スは、前記ドーパントを化合物（例えば、ハロゲン化物、酸化物等）の形態で有するのが
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好ましく、ハロゲン化物の形態で有するのがより好ましい。前記ドーパント含有原料ガス
の分圧は、特に限定されないが、本発明においては、前記金属含有原料ガスの分圧の１×
１０−７倍〜０．１倍であるのが好ましく、２．５×１０−６倍〜７．５×１０−２倍で
あるのがより好ましい。なお、本発明においては、前記ドーパント含有ガスを、前記反応
性ガスとともに前記基板上に供給するのが好ましい。
【００１８】
（基板）
前記基板は、板状であって、表面にバッファ層を有しており、前記結晶膜を支持するこ
とができるものであれば、特に限定されず、公知の基板であってよい。絶縁体基板であっ
てもよいし、導電性基板であってもよいし、半導体基板であってもよい。本発明において
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は、前記基板が、結晶基板であるのが好ましい。
【００１９】
（結晶基板）
前記結晶基板は、結晶物を主成分として含む基板であれば特に限定されず、公知の基板
であってよい。絶縁体基板であってもよいし、導電性基板であってもよいし、半導体基板
であってもよい。単結晶基板であってもよいし、多結晶基板であってもよい。前記結晶基
板としては、例えば、コランダム構造を有する結晶物を主成分として含む基板、またはβ
−ガリア構造を有する結晶物を主成分として含む基板、六方晶構造を有する基板などが挙
げられる。なお、前記「主成分」とは、基板中の組成比で、前記結晶物を５０％以上含む
ものをいい、好ましくは７０％以上含むものであり、より好ましくは９０％以上含むもの
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である。
【００２０】
前記コランダム構造を有する結晶物を主成分として含む基板としては、例えば、サファ
イア基板、α型酸化ガリウム基板などが挙げられる。前記β−ガリア構造を有する結晶物
を主成分として含む基板としては、例えば、β−Ｇａ２Ｏ３基板、またはβ−Ｇａ２Ｏ３
とＡｌ２Ｏ３とを含む混晶体基板などが挙げられる。なお、β−Ｇａ２Ｏ３とＡｌ２Ｏ３
とを含む混晶体基板としては、例えば、Ａｌ２Ｏ３が原子比で０％より多くかつ６０％以
下含まれる混晶体基板などが好適な例として挙げられる。また、前記六方晶構造を有する
基板としては、例えば、ＳｉＣ基板、ＺｎＯ基板、ＧａＮ基板などが挙げられる。その他
の結晶基板の例示としては、例えば、Ｓｉ基板などが挙げられる。
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【００２１】
本発明においては、前記結晶基板が、サファイア基板であるのが好ましい。前記サファ
イア基板としては、例えば、ｃ面サファイア基板、ｍ面サファイア基板、ａ面サファイア
基板などが挙げられる。本発明においては、前記結晶基板がｍ面サファイア基板であるこ
とが好ましく、ｍ面サファイア基板を用いる場合には、前記酸素含有原料ガスの流量を多
く設定することが好ましく、より具体的には例えば、前記酸素含有原料ガスの流量を５０
ｓｃｃｍ以上に設定するのが好ましく、８０ｓｃｃｍ以上とするのがより好ましく、１０
０ｓｃｃｍ以上とするのが最も好ましい。また、前記サファイア基板はオフ角を有してい
てもよい。前記オフ角は、特に限定されないが、好ましくは０°〜１５°である。なお、
前記結晶基板の厚さは、特に限定されないが、好ましくは、５０〜２０００μｍであり、
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より好ましくは２００〜８００μｍである。
【００２２】
また、本発明においては、前記基板が、表面に凹部または凸部からなる凹凸部が形成さ
れているのも、より効率的に、より高品質な前記結晶膜を得ることができるため、好まし
い。前記凹凸部は、凸部または凹部からなるものであれば特に限定されず、凸部からなる
凹凸部であってもよいし、凹部からなる凹凸部であってもよいし、凸部および凹部からな
る凹凸部であってもよい。また、前記凹凸部は、規則的な凸部または凹部から形成されて
いてもよいし、不規則な凸部または凹部から形成されていてもよい。本発明においては、
前記凹凸部が周期的に形成されているのが好ましく、周期的かつ規則的にパターン化され
ているのがより好ましい。前記凹凸部の形状としては、特に限定されず、例えば、ストラ
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イプ状、ドット状、メッシュ状またはランダム状などが挙げられるが、本発明においては
、ドット状またはストライプ状が好ましく、ドット状がより好ましい。また、凹凸部が周
期的かつ規則的にパターン化されている場合には、前記凹凸部のパターン形状が、三角形
、四角形（例えば正方形、長方形若しくは台形等）、五角形若しくは六角形等の多角形状
、円状、楕円状などの形状であるのが好ましい。なお、ドット状に凹凸部を形成する場合
には、ドットの格子形状を、例えば正方格子、斜方格子、三角格子、六角格子などの格子
形状にするのが好ましく、三角格子の格子形状にするのがより好ましい。前記凹凸部の凹
部または凸部の断面形状としては、特に限定されないが、例えば、コの字型、Ｕ字型、逆
Ｕ字型、波型、または三角形、四角形（例えば正方形、長方形若しくは台形等）、五角形
若しくは六角形等の多角形等が挙げられる。
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【００２３】
前記凸部の構成材料は、特に限定されず、公知の材料であってよい。絶縁体材料であっ
てもよいし、導電体材料であってもよいし、半導体材料であってもよい。また、前記構成
材料は、非晶であってもよいし、単結晶であってもよいし、多結晶であってもよい。前記
凸部の構成材料としては、例えば、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｓｎ等の酸化
物、窒化物または炭化物、カーボン、ダイヤモンド、金属、これらの混合物などが挙げら
れる。より具体的には、ＳｉＯ２、ＳｉＮまたは多結晶シリコンを主成分として含むＳｉ
含有化合物、前記結晶性酸化物半導体の結晶成長温度よりも高い融点を有する金属（例え
ば、白金、金、銀、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウムなどの貴金属等）な
どが挙げられる。なお、前記構成材料の含有量は、凸部中、組成比で、５０％以上が好ま
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しく、７０％以上がより好ましく、９０％以上が最も好ましい。
【００２４】
前記凸部の形成手段としては、公知の手段であってよく、例えば、フォトリソグラフィ
ー、電子ビームリソグラフィー、レーザーパターニング、その後のエッチング（例えばド
ライエッチングまたはウェットエッチング等）などの公知のパターニング加工手段などが
挙げられる。本発明においては、前記凸部がストライプ状またはドット状であるのが好ま
しく、ドット状であるのがより好ましい。また、本発明においては、前記結晶基板が、Ｐ
ＳＳ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ

Ｓａｐｐｈｉｒｅ

Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）基板であるのも好

ましい。前記ＰＳＳ基板のパターン形状は、特に限定されず、公知のパターン形状であっ
てよい。前記パターン形状としては、例えば、円錐形、釣鐘形、ドーム形、半球形、正方
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形または三角形のピラミッド形等が挙げられるが、本発明においては、前記パターン形状
が、円錐形であるのが好ましい。また、前記パターン形状のピッチ間隔も、特に限定され
ないが、本発明においては、５μｍ以下であるのが好ましく、１μｍ〜３μｍであるのが
より好ましい。
【００２５】
前記凹部は、特に限定されないが、上記凸部の構成材料と同様のものであってよいし、
基板であってもよい。本発明においては、前記凹部が基板の表面上に設けられた空隙層で
あるのが好ましい。前記凹部の形成手段としては、前記の凸部の形成手段と同様の手段を
用いることができる。前記空隙層は、公知の溝加工手段により、基板に溝を設けることで
、前記基板の表面上に形成することができる。空隙層の溝幅、溝深さ、テラス幅等は、本
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発明の目的を阻害しない限り、特に限定されず、適宜に設定することができる。また、空
隙層には、空気が含まれていてもよいし、不活性ガス等が含まれていてもよい。
【００２６】
以下、本発明の基板の好ましい態様を、図面を用いて説明する。
図２は、本発明における基板の表面上に設けられたドット状の凹凸部の一態様を示す。
図２の凹凸部は、基板本体１と、基板の表面１ａに設けられた複数の凸部２ａとから形成
されている。図３は、天頂方向から見た図２に示す凹凸部の表面を示している。図２およ
び図３からわかるように、前記凹凸部は、基板の表面１ａの三角格子上に、円錐状の凸部
２ａが形成された構成となっている。前記凸部２ａは、フォトリソグラフィー等の公知の
加工手段により形成することができる。なお、前記三角格子の格子点は、それぞれ一定の
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周期ａの間隔ごとに設けられている。周期ａは、特に限定されないが、本発明においては
、０．５μｍ〜１０μｍであるのが好ましく、１μｍ〜５μｍであるのがより好ましく、
１μｍ〜３μｍであるのが最も好ましい。ここで、周期ａは、隣接する凸部２ａにおける
高さのピーク位置（すなわち格子点）間の距離をいう。
【００２７】
図４は、本発明における基板の表面上に設けられたドット状の凹凸部の一態様を示し、
図２とは別の態様を示している。図４の凹凸部は、基板本体１と、基板の表面１ａ上に設
けられた凸部２ａとから形成されている。図５は、天頂方向から見た図４に示す凹凸部の
表面を示している。図４および図５からわかるように、前記凹凸部は、基板の表面１ａの
三角格子上に、三角錐状の凸部２ａが形成された構成となっている。前記凸部２ａは、フ
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ォトリソグラフィー等の公知の加工手段により形成することができる。なお、前記三角格
子の格子点は、それぞれ一定の周期ａの間隔ごとに設けられている。周期ａは、特に限定
されないが、本発明においては、０．５μｍ〜１０μｍであるのが好ましく、１μｍ〜５
μｍであるのがより好ましく、１μｍ〜３μｍであるのが最も好ましい。
【００２８】
図６（ａ）は、本発明における基板の表面上に設けられた凹凸部の一態様を示し、図６
（ｂ）は、図６（ａ）に示す凹凸部の表面を模式的に示している。図６の凹凸部は、基板
本体１と、基板の表面１ａ上に設けられた三角形のパターン形状を有する凸部２ａとから
形成されている。なお、凸部２ａは、前記基板の材料またはＳｉＯ２等のシリコン含有化
合物からなり、フォトリソグラフィー等の公知の手段を用いて形成することができる。な
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お、前記三角形のパターン形状の交点間の周期ａは、特に限定されないが、本発明におい
ては、０．５μｍ〜１０μｍであるのが好ましく、１μｍ〜５μｍであるのがより好まし
い。
【００２９】
図７（ａ）は、図６（ａ）と同様、本発明における基板の表面上に設けられた凹凸部の
一態様を示し、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す凹凸部の表面を模式的に示している。図
７（ａ）の凹凸部は、基板本体１と三角形のパターン形状を有する空隙層とから形成され
ている。なお、凹部２ｂは、例えばレーザーダイシング等の公知の溝加工手段により形成
することができる。なお、前記三角形のパターン形状の交点間の周期ａは、特に限定され
ないが、本発明においては、０．５μｍ〜１０μｍであるのが好ましく、１μｍ〜５μｍ
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であるのがより好ましい。
【００３０】
凹凸部の凸部の幅および高さ、凹部の幅および深さ、間隔などが特に限定されないが、
本発明においては、それぞれが例えば約１０ｎｍ〜約１ｍｍの範囲内であり、好ましくは
約１０ｎｍ〜約３００μｍであり、より好ましくは約１０ｎｍ〜約１μｍであり、最も好
ましくは約１００ｎｍ〜約１μｍである。
【００３１】
前記バッファ層は、特に限定されないが、本発明においては、金属酸化物を主成分とし
て含んでいるのが好ましい。前記金属酸化物としては、例えば、アルミニウム、ガリウム
、インジウム、鉄、クロム、バナジウム、チタン、ロジウム、ニッケル、コバルトおよび
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イリジウム等から選ばれる１種または２種以上の金属を含む金属酸化物などが挙げられる
。本発明においては、前記金属酸化物が、インジウム、アルミニウムおよびガリウムから
選ばれる１種または２種以上の元素を含有するのが好ましく、少なくともインジウムまた
は／およびガリウムを含んでいるのがより好ましく、少なくともガリウムを含んでいるの
が最も好ましい。また、本発明においては、前記バッファ層が、前記金属源の金属を含む
のが好ましい。なお、本発明において、「主成分」とは、前記金属酸化物が、原子比で、
前記バッファ層の全成分に対し、好ましくは５０％以上、より好ましくは７０％以上、更
に好ましくは９０％以上含まれることを意味し、１００％であってもよいことを意味する
。前記結晶性酸化物半導体の結晶構造は、特に限定されないが、本発明においては、コラ
ンダム構造またはβガリア構造であるのが好ましく、コランダム構造であるのがより好ま
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しい。また、本発明においては、前記バッファ層が、前記結晶膜の結晶構造と同じ結晶構
造を含むのが好ましく、前記バッファ層および前記結晶膜の格子定数差が２０％以内であ
るのがより好ましい。
【００３２】
前記バッファ層の形成手段は、特に限定されず、公知の手段であってよい。前記形成手
段としては、例えば、スプレー法、ミストＣＶＤ法、ＨＶＰＥ法、ＭＢＥ法、ＭＯＣＶＤ
法、スパッタリング法等が挙げられる。本発明においては、前記バッファ層が、ミストＣ
ＶＤ法により形成されているのが、前記バッファ層上に形成される前記結晶膜の膜質をよ
り優れたものとでき、特に、チルト等の結晶欠陥を抑制できるため、好ましい。以下、前
記バッファ層をミストＣＶＤ法により形成する好適な態様を、より詳細に説明する。
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【００３３】
前記バッファ層は、好適には、例えば、原料溶液を霧化または液滴化し（霧化・液滴化
工程）、得られたミストまたは液滴をキャリアガスを用いて前記基板まで搬送し（搬送工
程）、ついで、前記基板の表面の一部または全部で、前記ミストまたは前記液滴を熱反応
させる（バッファ層形成工程）ことにより形成することができる。
【００３４】
（霧化・液滴化工程）
霧化・液滴化工程は、前記原料溶液を霧化または液滴化する。前記原料溶液の霧化手段
または液滴化手段は、前記原料溶液を霧化または液滴化できさえすれば特に限定されず、
公知の手段であってよいが、本発明においては、超音波を用いる霧化手段または液滴化手

10

段が好ましい。超音波を用いて得られたミストまたは液滴は、初速度がゼロであり、空中
に浮遊するので好ましく、例えば、スプレーのように吹き付けるのではなく、空間に浮遊
してガスとして搬送することが可能なミストであるので衝突エネルギーによる損傷がない
ため、非常に好適である。液滴サイズは、特に限定されず、数ｍｍ程度の液滴であっても
よいが、好ましくは５０μｍ以下であり、より好ましくは０．１〜１０μｍである。
【００３５】
（原料溶液）
前記原料溶液は、ミストＣＶＤにより、前記バッファ層が得られる溶液であれば特に限
定されない。前記原料溶液としては、例えば、霧化用金属の有機金属錯体（例えばアセチ
ルアセトナート錯体等）やハロゲン化物（例えばフッ化物、塩化物、臭化物またはヨウ化

20

物等）の水溶液などが挙げられる。前記霧化用金属は、特に限定されず、このような霧化
用金属としては、例えば、アルミニウム、ガリウム、インジウム、鉄、クロム、バナジウ
ム、チタン、ロジウム、ニッケル、コバルトおよびイリジウム等から選ばれる１種または
２種以上の金属等が挙げられる。本発明においては、前記霧化用金属が、ガリウム、イン
ジウムまたはアルミニウムを少なくとも含むのが好ましく、ガリウムを少なくとも含むの
がより好ましい。原料溶液中の霧化用金属の含有量は、本発明の目的を阻害しない限り特
に限定されないが、好ましくは、０．００１モル％〜５０モル％であり、より好ましくは
０．０１モル％〜５０モル％である。
【００３６】
また、原料溶液には、ドーパントが含まれているのも好ましい。原料溶液にドーパント

30

を含ませることにより、イオン注入等を行わずに、結晶構造を壊すことなく、バッファ層
の導電性を容易に制御することができる。本発明においては、前記ドーパントがスズ、ゲ
ルマニウム、またはケイ素であるのが好ましく、スズ、またはゲルマニウムであるのがよ
り好ましく、スズであるのが最も好ましい。前記ドーパントの濃度は、通常、約１×１０
１６

／ｃｍ３〜１×１０２２／ｃｍ３であってもよいし、また、ドーパントの濃度を例え

ば約１×１０１７／ｃｍ３以下の低濃度にしてもよいし、ドーパントを約１×１０２０／
ｃｍ３以上の高濃度で含有させてもよい。本発明においては、ドーパントの濃度が１×１
０２０／ｃｍ３以下であるのが好ましく、５×１０１９／ｃｍ３以下であるのがより好ま
しい。
【００３７】

40

原料溶液の溶媒は、特に限定されず、水等の無機溶媒であってもよいし、アルコール等
の有機溶媒であってもよいし、無機溶媒と有機溶媒との混合溶媒であってもよい。本発明
においては、前記溶媒が水を含むのが好ましく、水または水とアルコールとの混合溶媒で
あるのがより好ましく、水であるのが最も好ましい。前記水としては、より具体的には、
例えば、純水、超純水、水道水、井戸水、鉱泉水、鉱水、温泉水、湧水、淡水、海水など
が挙げられるが、本発明においては、超純水が好ましい。
【００３８】
（搬送工程）
搬送工程では、キャリアガスでもって前記ミストまたは前記液滴を成膜室内に搬送する
。前記キャリアガスは、本発明の目的を阻害しない限り特に限定されず、例えば、酸素、
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オゾン、窒素やアルゴン等の不活性ガス、または水素ガスやフォーミングガス等の還元ガ
スが好適な例として挙げられる。また、キャリアガスの種類は１種類であってよいが、２
種類以上であってもよく、流量を下げた希釈ガス（例えば１０倍希釈ガス等）などを、第
２のキャリアガスとしてさらに用いてもよい。また、キャリアガスの供給箇所も１箇所だ
けでなく、２箇所以上あってもよい。キャリアガスの流量は、特に限定されないが、０．
０１〜２０Ｌ／分であるのが好ましく、１〜１０Ｌ／分であるのがより好ましい。希釈ガ
スの場合には、希釈ガスの流量が、０．００１〜２Ｌ／分であるのが好ましく、０．１〜
１Ｌ／分であるのがより好ましい。
【００３９】
（バッファ層形成工程）

10

バッファ層形成工程では、成膜室内で前記ミストまたは液滴を熱反応させることによっ
て、基板上に、前記バッファ層を形成する。熱反応は、熱でもって前記ミストまたは液滴
が反応すればそれでよく、反応条件等も本発明の目的を阻害しない限り特に限定されない
。本工程においては、前記熱反応を、通常、溶媒の蒸発温度以上の温度で行うが、高すぎ
ない温度（例えば１０００℃）以下が好ましく、６５０℃以下がより好ましく、４００℃
〜６５０℃が最も好ましい。また、熱反応は、本発明の目的を阻害しない限り、真空下、
非酸素雰囲気下、還元ガス雰囲気下および酸素雰囲気下のいずれの雰囲気下で行われても
よく、また、大気圧下、加圧下および減圧下のいずれの条件下で行われてもよいが、本発
明においては、大気圧下で行われるのが好ましい。なお、バッファ層の厚みは、形成時間
を調整することにより、設定することができる。

20

【００４０】
上記のようにして、前記基板上の表面の一部または全部に、バッファ層を形成した後、
該バッファ層上に、上記した本発明の成膜方法により、前記結晶膜を成膜することにより
、前記結晶膜におけるチルト等の欠陥をより低減することができ、膜質をより優れたもの
とすることができる。
【００４１】
本発明においては、表面に前記バッファ層を有している前記基板上に金属含有原料ガス
、酸素含有原料ガス、反応性ガスおよび所望によりドーパント含有ガスを供給し、反応性
ガスの流通下で成膜する。本発明においては、前記成膜が、加熱されている基板上で行わ
れるのが好ましい。前記成膜温度は、本発明の目的を阻害しない限り、特に限定されない
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が、９００℃以下が好ましく、７００℃以下がより好ましく、４００℃〜７００℃である
のが最も好ましい。また、前記成膜は、本発明の目的を阻害しない限り、真空下、非真空
下、還元ガス雰囲気下、不活性ガス雰囲気下および酸化ガス雰囲気下のいずれの雰囲気下
で行われてもよく、また、常圧下、大気圧下、加圧下および減圧下のいずれの条件下で行
われてもよいが、本発明においては、常圧下または大気圧下で行われるのが好ましい。な
お、膜厚は成膜時間を調整することにより、設定することができる。
【００４２】
前記結晶膜は、通常、結晶性金属酸化物を主成分として含む。前記結晶性金属酸化物と
しては、例えば、アルミニウム、ガリウム、インジウム、鉄、クロム、バナジウム、チタ
ン、ロジウム、ニッケル、コバルトおよびイリジウム等から選ばれる１種または２種以上

40

の金属を含む金属酸化物などが挙げられる。本発明においては、前記結晶性金属酸化物が
、インジウム、アルミニウムおよびガリウムから選ばれる１種または２種以上の元素を含
有するのが好ましく、少なくともインジウムまたは／およびガリウムを含んでいるのがよ
り好ましく、ガリウムまたはその混晶であるのが最も好ましい。なお、本発明において、
「主成分」とは、前記結晶性金属酸化物が、原子比で、前記結晶膜の全成分に対し、好ま
しくは５０％以上、より好ましくは７０％以上、更に好ましくは９０％以上含まれること
を意味し、１００％であってもよいことを意味する。前記結晶性金属酸化物の結晶構造は
、特に限定されないが、本発明においては、コランダム構造またはβガリア構造であるの
が好ましく、コランダム構造であるのがより好ましく、前記結晶膜が、コランダム構造を
有する結晶成長膜であるのが最も好ましい。本発明においては、前記基板として、コラン
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ダム構造を含む基板を用いて、前記成膜を行うことにより、コランダム構造を有する結晶
成長膜を得ることができる。前記結晶性金属酸化物は、単結晶であってもよいし、多結晶
であってもよいが、本発明においては、単結晶であるのが好ましい。また、前記結晶膜の
膜厚は、特に限定されないが、３μｍ以上であるのが好ましく、１０μｍ以上であるのが
より好ましく、２０μｍ以上であるのが最も好ましい。
【００４３】
本発明の製造方法によって得られた結晶膜は、特に、半導体装置に好適に用いることが
でき、とりわけ、パワーデバイスに有用である。前記結晶膜を用いて形成される半導体装
置としては、ＭＩＳやＨＥＭＴ等のトランジスタやＴＦＴ、半導体‐金属接合を利用した
ショットキーバリアダイオード、他のＰ層と組み合わせたＰＮ又はＰＩＮダイオード、受

10

発光素子が挙げられる。本発明においては、前記結晶膜をそのまま半導体装置等に用いて
もよいし、前記基板等から剥離する等の公知の手段を用いた後に、半導体装置等に適用し
てもよい。
【実施例】
【００４４】
以下、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００４５】
（実施例１）
１．バッファ層の形成
20

１−１．ミストＣＶＤ装置
図８を用いて、本実施例で用いたミストＣＶＤ装置１９を説明する。ミストＣＶＤ装置
１９は、基板等の被成膜試料２０を載置する試料台２１と、キャリアガスを供給するキャ
リアガス源２２ａと、キャリアガス源２２ａから送り出されるキャリアガスの流量を調節
するための流量調節弁２３ａと、キャリアガス（希釈）を供給するキャリアガス（希釈）
供給源２２ｂと、キャリアガス源（希釈）２２ｂから送り出されるキャリアガス（希釈）
の流量を調節するための流量調節弁２３ｂと、原料溶液２４ａが収容されるミスト発生源
２４と、水２５ａが入れられる容器２５と、容器２５の底面に取り付けられた超音波振動
子２６と、内径４０ｍｍの石英管からなる成膜室２７と、成膜室２７の周辺部に設置され
たヒータ２８を備えている。試料台２１は、石英からなり、被成膜試料２０を載置する面
が水平面から傾斜している。成膜室２７と試料台２１をどちらも石英で作製することによ

30

り、被成膜試料２０上に形成される薄膜内に装置由来の不純物が混入することを抑制して
いる。
【００４６】
１−２．原料溶液の作製
臭化ガリウムと臭化スズとを超純水に混合し、ガリウムに対するスズの原子比が１：０
．０８およびガリウム０．１ｍｏｌ／Ｌとなるように水溶液を調整し、この際、さらに臭
化水素酸を体積比で２０％となるように含有させ、これを原料溶液とした。
【００４７】
１−３．成膜準備
上記１−２．で得られた原料溶液２４ａをミスト発生源２４内に収容した。次に、被成

40

膜試料２０として、基板表面の三角格子状に三角錐状の凸部が周期１μｍでパターン形成
されたＰＳＳ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ

Ｓａｐｐｈｉｒｅ

Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）基板（ｃ

面、オフ角０．２°）を試料台２１上に設置させ、ヒータ２８を作動させて成膜室２７内
の温度を４６０℃にまで昇温させた。次に、流量調節弁２３ａおよび２３ｂを開いてキャ
リアガス源２２ａおよびキャリアガス（希釈）源２２ｂからキャリアガスを成膜室２７内
に供給し、成膜室２７の雰囲気をキャリアガスで十分に置換した後、キャリアガスの流量
を２．０Ｌ／ｍｉｎ、キャリアガス（希釈）の流量を０．１Ｌ／ｍｉｎにそれぞれ調節し
た。なお、キャリアガスとして窒素を用いた。
【００４８】
１−４．成膜
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次に、超音波振動子２６を２．４ＭＨｚで振動させ、その振動を、水２５ａを通じて原
料溶液２４ａに伝播させることによって、原料溶液２４ａを微粒子化させて原料微粒子を
生成した。この原料微粒子が、キャリアガスによって成膜室２７内に導入され、４６０℃
にて、成膜室２７内で反応して、被成膜試料２０上にバッファ層を形成した。なお、成膜
時間は５分であった。
【００４９】
２．結晶膜の形成
２−１．ＨＶＰＥ装置
図１を用いて、本実施例で用いたハライド気相成長（ＨＶＰＥ）装置５０を説明する。
ＨＶＰＥ装置５０は、反応室５１と、金属源５７を加熱するヒータ５２ａおよび基板ホル

10

ダ５６に固定されている基板を加熱するヒータ５２ｂとを備え、さらに、反応室５１内に
、酸素含有原料ガス供給管５５ｂと、反応性ガス供給管５４ｂと、基板を設置する基板ホ
ルダ５６とを備えている。そして、反応性ガス供給管５４ｂ内には、金属含有原料ガス供
給管５３ｂが備えられており、二重管構造を形成している。なお、酸素含有原料ガス供給
管５５ｂは、酸素含有原料ガス供給源５５ａと接続されており、酸素含有原料ガス供給源
５５ａから酸素含有原料ガス供給管５５ｂを介して、酸素含有原料ガスが基板ホルダ５６
に固定されている基板に供給可能なように、酸素含有原料ガスの流路を構成している。ま
た、反応性ガス供給管５４ｂは、反応性ガス供給源５４ａと接続されており、反応性ガス
供給源５４ａから反応性ガス供給管５４ｂを介して、反応性ガスが基板ホルダ５６に固定
されている基板に供給可能なように、反応性ガスの流路を構成している。金属含有原料ガ

20

ス供給管５３ｂは、ハロゲン含有原料ガス供給源５３ａと接続されており、ハロゲン含有
原料ガスが金属源に供給されて金属含有原料ガスとなり金属含有原料ガスが基板ホルダ５
６に固定されている基板に供給される。反応室５１には、使用済みのガスを排気するガス
排出部５９が設けられており、さらに、反応室５１の内壁には、反応物が析出するのを防
ぐ保護シート５８が備え付けられている。
【００５０】
２−２．成膜準備
金属含有原料ガス供給管５３ｂ内部にガリウム（Ｇａ）金属源５７（純度９９．９９９
９９％以上）を配置し、反応室５１内の基板ホルダ５６上に、基板として、上記１で得ら
れたバッファ層付きのＰＳＳ基板を設置した。その後、ヒータ５２ａおよび５２ｂを作動
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させて反応室５１内の温度を５１０℃にまで昇温させた。
【００５１】
３．成膜
金属含有原料ガス供給管５３ｂ内部に配置したガリウム（Ｇａ）金属５７に、ハロゲン
含有原料ガス供給源５３ａから、塩化水素（ＨＣｌ）ガス（純度９９．９９９％以上）を
供給した。Ｇａ金属と塩化水素（ＨＣｌ）ガスとの化学反応によって、塩化ガリウム（Ｇ
ａＣｌ／ＧａＣｌ３）を生成した。得られた塩化ガリウム（ＧａＣｌ／ＧａＣｌ３）と、
酸素含有原料ガス供給源５５ａから供給されるＯ２ガス（純度９９．９９９９５％以上）
とを、それぞれ金属含有原料供給管５３ｂおよび酸素含有原料ガス供給管５５ｂを通して
前記基板上まで供給した。その際、反応性ガス供給源５４ａから、塩化水素（ＨＣｌ）ガ
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ス（純度９９．９９９％以上）を、反応性ガス供給管５４ｂを通して、前記基板上に供給
した。そして、前記反応性ガスまたはＨＣｌガスの流通下で、塩化ガリウム（ＧａＣｌ／
ＧａＣｌ３）およびＯ２ガスを基板上で大気圧下、５１０℃にて反応させて、基板上に成
膜した。なお、成膜時間は２５分であった。ここで、ハロゲン含有原料ガス供給源５３ａ
から供給されるＨＣｌガスの流量を１０ｓｃｃｍ、反応性ガス供給源５４ａから供給され
るＨＣｌガスの流量を５．０ｓｃｃｍ、酸素含有原料ガス供給源５５ａから供給されるＯ
２ガスの流量を２０ｓｃｃｍに、それぞれ維持した。

【００５２】
４．評価
上記３．にて得られた膜は、クラックや異常成長もなく、きれいな膜であった。得られ
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た膜につき、薄膜用ＸＲＤ回折装置を用いて、１５度から９５度の角度で２θ／ωスキャ
ンを行うことによって、膜の同定を行った。測定は、ＣｕＫα線を用いて行った。その結
果、得られた膜は、α―Ｇａ２Ｏ３であった。また、得られた膜につき、φスキャンＸＲ
Ｄ測定を行った結果を、図９に示す。図９から明らかなように、得られた膜は、ツインフ
リーの良質な結晶膜であった。なお、得られた結晶膜の膜厚は、１０μｍであった。上記
３．にて得られた結晶膜は、転位密度が５×１０６ｃｍ−２よりも低く、表面積が９μｍ
２

以上であった。

【００５３】
（比較例１）
反応性ガス（ＨＣｌガス）を基板に供給しなかったこと以外は、実施例１と同様にして
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、結晶膜を成膜した。その結果、実施例１と比較して成膜レートが１／１０以下に低下し
、また得られた膜は、表面平坦性等の膜質が悪化し、鏡面ではなくなった。
【００５４】
（実施例２）
パターン化されていない平坦なｍ面のサファイア基板を用いたこと、バッファ層上にド
ット状の開口を有するシート状のＳｉＯ２マスクを設け、マスクが設けられたバッファ層
上に結晶膜を成膜したこと、ならびに成膜温度を５４０℃に、成膜時間を１２０分間に、
およびＯ２ガスの流量を１００ｓｃｃｍに、それぞれ設定したこと以外は実施例１と同様
にして結晶膜を得た。得られた膜につき、ＳＥＭ観察を行った。ＳＥＭ像（鳥瞰図と断面
図）を図１０に示す。図１０から、ｍ面のサファイア基板を用いると、結晶品質の優れた

20

横方向結晶成長を容易に行うことができ、さらに、結晶会合をも容易に行うことができ、
得られた結晶膜が２０μｍ以上の優れたＥＬＯ膜であることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
本発明の製造方法は、半導体（例えば化合物半導体電子デバイス等）、電子部品・電気
機器部品、光学・電子写真関連装置、工業部材などあらゆる分野に用いることができるが
、特に、半導体装置の製造等に有用である。
【符号の説明】
【００５６】
ａ

周期

１

基板本体

１ａ

基板の表面

２ａ

凸部

２ｂ

凹部

３

結晶膜

４

マスク層

５

バッファ層

１９

ミストＣＶＤ装置

２０

被成膜試料

２１

試料台

２２ａ

キャリアガス源

２２ｂ

キャリアガス（希釈）源

２３ａ

流量調節弁

２３ｂ

流量調節弁

２４

ミスト発生源

２４ａ

原料溶液

２５

容器

２５ａ

水

２６

超音波振動子

30

40

50
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２７

成膜室

２８

ヒータ

５０

ハライド気相成長（ＨＶＰＥ）装置

５１

反応室

５２ａ

ヒータ

５２ｂ

ヒータ

５３ａ

ハロゲン含有原料ガス供給源

５３ｂ

金属含有原料ガス供給管

５４ａ

反応性ガス供給源

５４ｂ

反応性ガス供給管

５５ａ

酸素含有原料ガス供給源

５５ｂ

酸素含有原料ガス供給管

５６

基板ホルダ

５７

金属源

５８

保護シート

５９

ガス排出部

【図１】
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【図３】

【図２】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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