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(57)【要約】
【課題】化学気相成長法により半導体基板を製造する際
に、反りの発生を抑制する。
【解決手段】化学気相成長法による半導体基板の製造方
法は、ベース基板１０上にIII族窒化物半導体を結晶成
長させて低温バッファ層１１を形成し、低温バッファ層
１１上に、低温バッファ層１１を形成するときの結晶成
長温度よりも高い結晶成長温度でIII族窒化物半導体を
結晶成長させて中間半導体層１２を形成し、中間半導体
層１２上に、中間半導体層１２を形成するときの結晶成
長温度よりも高い結晶成長温度でIII族窒化物半導体を
結晶成長させてメイン半導体層１３を形成する。
【選択図】図３

(2)

JP 2020‑200222 A 2020.12.17

【特許請求の範囲】
【請求項１】
化学気相成長法による半導体基板の製造方法であって、
ベース基板上にIII族窒化物半導体を結晶成長させて低温バッファ層を形成し、
前記低温バッファ層上に、前記低温バッファ層を形成するときの結晶成長温度よりも高
い結晶成長温度でIII族窒化物半導体を結晶成長させて中間半導体層を形成し、
前記中間半導体層上に、前記中間半導体層を形成するときの結晶成長温度よりも高い結
晶成長温度でIII族窒化物半導体を結晶成長させてメイン半導体層を形成する半導体基板
の製造方法。
【請求項２】
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請求項１に記載された半導体基板の製造方法において、
前記中間半導体層が半導体超格子を含む半導体基板の製造方法。
【請求項３】
請求項２に記載された半導体基板の製造方法において、
前記半導体超格子が、三元化合物のIII族窒化物半導体と、それから一方のIII族元素が
減じられた二元化合物のIII族窒化物半導体との交互積層構造を有する半導体基板の製造
方法。
【請求項４】
請求項３に記載された半導体基板の製造方法において、
前記三元化合物のIII族窒化物半導体及び前記二元化合物のIII族窒化物半導体の積層体
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の積層数が２以上である半導体基板の製造方法。
【請求項５】
請求項３又は４に記載された半導体基板の製造方法において、
前記三元化合物のIII族窒化物半導体中のIII族元素における前記一方のIII族元素のモ
ル分率が２．０％以上である半導体基板の製造方法。
【請求項６】
請求項３乃至５のいずれかに記載された半導体基板の製造方法において、
前記三元化合物のIII族窒化物半導体がＩｎＧａＮであり、且つ前記二元化合物のIII族
窒化物半導体がＧａＮである半導体基板の製造方法。
【請求項７】
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ベース基板と、
前記ベース基板上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成された低温バッファ層と、
前記低温バッファ層上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成された中間半導体層と
、
前記中間半導体層上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成されたメイン半導体層と
、
を備え、
前記中間半導体層が半導体超格子を含む半導体基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、半導体基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
高効率の発光デバイスやパワーデバイスを得るためには、高品質なＧａＮ基板が必要で
ある。そのようなＧａＮ基板の製造方法として、非特許文献１には、サファイア基板上に
ＴｉＣバッファ層を設け、そのＴｉＣバッファ層上にＧａＮ層を結晶成長させ、それをサ
ファイア基板から分離してＧａＮ基板を製造することが開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００３】
【非特許文献１】Journal of Crystal Growth 350 (2012) 44‑49 Huiyuan Geng, Haruo S
unakawa, Norihiko Sumi, Kazutomi Yamamoto, A. Atsushi Yamaguchi, Akira Usui Grow
th and strain characterization of high quality GaN crystal by HVPE
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
今後、ＧａＮ基板に対する需要は益々高まることが予想されるが、低コストであること
から、化学気相成長法によるＧａＮ基板の製造に期待が寄せられている。ところが、化学
気相成長法の場合、製造するＧａＮ基板に大きな反りが発生するため、基板面内の品質の

10

均一性の要求による制約から、大口径化を図ることができないという問題がある。
【０００５】
本発明の課題は、化学気相成長法により半導体基板を製造する際に、反りの発生を抑制
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、化学気相成長法による半導体基板の製造方法であって、ベース基板上に半導
体を結晶成長させて低温バッファ層を形成し、前記低温バッファ層上に、前記低温バッフ
ァ層を形成するときの結晶成長温度よりも高い結晶成長温度で半導体を結晶成長させて中
間半導体層を形成し、前記中間半導体層上に、前記中間半導体層を形成するときの結晶成
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長温度よりも高い結晶成長温度で半導体を結晶成長させてメイン半導体層を形成する。
【０００７】
本発明は、ベース基板と、前記ベース基板上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成
された低温バッファ層と、前記低温バッファ層上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形
成された中間半導体層と、前記中間半導体層上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成
されたメイン半導体層とを備え、前記中間半導体層が半導体超格子を含む半導体基板であ
る。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、化学気相成長法により半導体基板を製造する際に、低温バッファ層と

30

メイン半導体層との間に中間半導体層を設け、その中間半導体層を形成するときの結晶成
長温度を、低温バッファ層を形成するときの結晶成長温度よりも高く且つメイン半導体層
を形成するときの結晶成長温度よりも低くすることにより、反りの発生を抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】実施形態に係る半導体基板の製造方法における低温バッファ層形成ステップを
示す第１の説明図である。
【図１Ｂ】実施形態に係る半導体基板の製造方法における低温バッファ層形成ステップを
示す第２の説明図である。
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【図２Ａ】実施形態に係る半導体基板の製造方法における中間半導体層形成ステップを示
す第１の説明図である。
【図２Ｂ】実施形態に係る半導体基板の製造方法における中間半導体層形成ステップを示
す第２の説明図である。
【図３】実施形態に係る半導体基板の製造方法におけるメイン半導体層形成ステップを示
す説明図である。
【図４Ａ】実施例１の半導体基板の作製におけるタイミングチャートである。
【図４Ｂ】実施例２の半導体基板の作製におけるタイミングチャートである。
【図４Ｃ】実施例３〜５の半導体基板の作製におけるタイミングチャートである。
【図５】ＩｎＧａＮ中のIII族元素におけるＩｎのモル分率と半導体基板の基板表面の曲
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率半径との関係を示すグラフである。
【図６】ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の積層体の積層数と半導体基板の基板表
面の曲率半径との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、実施形態について詳細に説明する。
【００１１】
実施形態に係る半導体基板の製造方法では、化学気相成長法（ＣＶＤ）により半導体基
板の製造を行う。化学気相成長法（ＣＶＤ）としては、例えば、有機金属気相成長法（Ｍ
ＯＶＰＥ）、ハイドライド気相成長法（ＨＶＰＥ）等が挙げられる。
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【００１２】
実施形態に係る半導体基板の製造方法は、低温バッファ層形成ステップと、中間半導体
層形成ステップと、メイン半導体層形成ステップとを含む。
【００１３】
＜低温バッファ層形成ステップ＞
低温バッファ層形成ステップでは、図１Ａに示すように、反応室Ｃ内のステージＳにベ
ース基板１０をセットした後、反応室Ｃ内にIII族元素源ガス及びＮ源ガスをキャリアガ
スとともに供給し、図１Ｂに示すように、ベース基板１０上にIII族窒化物半導体をエピ
タキシャル結晶成長させて低温バッファ層１１を形成する。
【００１４】
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ベース基板１０としては、例えば、サファイア基板、ＺｎＯ基板、ＳｉＣ基板等が挙げ
られる。ベース基板１０の主面は、ａ面、ｃ面、ｍ面、及びｒ面のいずれであってもよく
、また、他の面方位の結晶面であってもよいが、高品質の半導体基板を製造する観点から
、これらのうちのｃ面であることが好ましい。ここで、「主面」とは、半導体の積層成長
方向に対して垂直な面をいい、通常は基板表面における最も広い面である。
【００１５】
低温バッファ層１１を形成するIII族窒化物半導体としては、例えば、二元化合物のＧ
ａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ；三元化合物のＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ；四元化合物のＡｌＧａＩ
ｎＮ等のIII族窒化物半導体が挙げられる。低温バッファ層１１を形成するIII族窒化物半
導体は、後述のメイン半導体層１３を形成するIII族窒化物半導体と同一であることが好
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ましい。
【００１６】
III族元素源ガスとしては、有機金属気相成長法（ＭＯＶＰＥ）では、例えば、ＴＭＧ
ガス、ＴＥＧガス、ＴＭＩガス、ＴＥＩガス、ＴＭＡガス、ＴＥＡガス等が挙げられ、ハ
イドライド気相成長法（ＨＶＰＥ）では、例えば、ＧａＣｌガス、ＧａＣｌ３ガス、Ｉｎ
Ｃｌガス、ＩｎＣｌ３ガス、ＡｌＣｌガス、ＡｌＣｌ３ガス等が挙げられる。Ｎ源ガスと
しては、例えば、ＮＨ３ガス、Ｎ２Ｈ４ガス等が挙げられる。キャリアガスとしては、例
えば、Ｎ２ガス、Ｈ２ガス等が挙げられる。キャリアガスは、これらのうちの一方又は両
方を用いることが好ましく、Ｈ２ガスを用いることがより好ましい。III族元素源ガスに
よるIII族原子の供給モル数に対する窒素源ガスによるＮ原子の供給モル数の比であるＶ
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／III比は、一般的には、例えば１０００以上３００００以下、特にＩｎＧａＮを結晶成
長させる場合には、例えば１００００以上３００００以下である。
【００１７】
低温バッファ層１１を形成するときの結晶成長温度は、例えば４００℃以上６００℃以
下である。低温バッファ層１１の厚さは、例えば１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。
【００１８】
なお、低温バッファ層１１の形成前に、ベース基板１０の基板表面をサーマルクリーニ
ングすることが好ましい。
【００１９】
＜中間半導体層形成ステップ＞
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中間半導体層形成ステップでは、低温バッファ層形成ステップから条件を変更し、図２
Ａに示すように、低温バッファ層１１上に、低温バッファ層１１を形成するときの結晶成
長温度よりも高い結晶成長温度でIII族窒化物半導体をエピタキシャル結晶成長させて中
間半導体層１２を形成する。
【００２０】
中間半導体層１２を形成するIII族窒化物半導体としては、低温バッファ層１１と同様
、例えば、二元化合物のＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ；三元化合物のＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ
；四元化合物のＡｌＧａＩｎＮ等のIII族窒化物半導体が挙げられる。III族元素源ガス、
Ｎ源ガス、及びキャリアガスも、低温バッファ層１１の形成の場合と同様のものが挙げら
れる。キャリアガスは、Ｎ２ガス及びＨ２ガスのうちの一方又は両方を用いることが好ま
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しく、Ｎ２ガスを用いることがより好ましい。
【００２１】
III族元素源ガスによるIII族原子の供給モル数に対する窒素源ガスによるＮ原子の供給
モル数の比であるＶ／III比は、例えば５０００以上４００００以下である。III族元素源
ガスの流量は、低温バッファ層形成ステップでの流量よりも少ないことが好ましい。窒素
源ガスの流量は、低温バッファ層形成ステップでの流量よりも多いことが好ましい。
【００２２】
中間半導体層１２は、単一種のIII族窒化物半導体で構成されていてもよいが、後述す
る製造する半導体基板の反りの発生を抑制する観点から、複数種のIII族窒化物半導体の
積層体の半導体超格子を含むことが好ましい。
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【００２３】
半導体超格子は、製造する半導体基板の反りの発生を抑制する観点から、図２Ｂに示す
ように、三元化合物のIII族窒化物半導体の第１層１２１と、それから一方のIII族元素が
減じられた二元化合物のIII族窒化物半導体の第２層１２２との交互積層構造を有するこ
とが好ましい。具体的には、かかる半導体超格子の中間半導体層１２としては、例えばＩ
ｎＧａＮとＧａＮとの交互積層構造等が挙げられる。また、この場合、二元化合物又は三
元化合物のIII族窒化物半導体は、同様の観点から、後述のメイン半導体層１３を形成す
るIII族窒化物半導体と同一であることが好ましく、二元化合物のIII族窒化物半導体がメ
イン半導体層１３を形成するIII族窒化物半導体と同一であることがより好ましい。
【００２４】
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半導体超格子は、製造する半導体基板の反りの発生を抑制する観点から、三元化合物の
III族窒化物半導体の第１層１２１及び二元化合物のIII族窒化物半導体の第２層１２２の
積層体を１単位として、その積層数が、好ましくは２以上、より好ましくは５以上、更に
好ましくは１０以上であり、一方、高い結晶品質を維持する観点から、好ましくは２５以
下である。
【００２５】
三元化合物のIII族窒化物半導体中のIII族元素における上記一方のIII族元素のモル分
率は、製造する半導体基板の反りの発生を抑制する観点から、好ましくは２．０％以上、
より好ましくは１０．０％以上であり、更に好ましくは２０．０％以上であり、一方、高
い結晶品質を維持する観点から、好ましくは２５．０％以下である。
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【００２６】
中間半導体層１２を形成するときの結晶成長温度は、低温バッファ層１１を形成すると
きの結晶成長温度よりも高く、製造する半導体基板の反りの発生を抑制する観点から、好
ましくは５００℃以上１０００℃以下、より好ましくは６００℃以上９００℃以下、更に
好ましくは６５０℃以上８５０℃以下である。中間半導体層１２を形成するときの結晶成
長温度と、低温バッファ層１１を形成するときの結晶成長温度との温度差は、同様の観点
から、好ましくは１００℃以上５００℃以下、より好ましくは１５０℃以上４５０℃以下
、更に好ましくは２００℃以上４００℃以下である。
【００２７】
中間半導体層１２が半導体超格子を含む場合、複数種のIII族窒化物半導体の結晶成長

50

(6)

JP 2020‑200222 A 2020.12.17

温度が同一であってもよく、また、複数種のIII族窒化物半導体の結晶成長温度が種類毎
に異なってもよい。なお、この結晶成長温度により、III族窒化物半導体中のIII族元素の
モル分率を制御することができる。
【００２８】
中間半導体層１２の厚さは、例えば５ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。中間半導体層１２
が半導体超格子を含む場合、各III族窒化物半導体の厚さは、例えば１ｎｍ以上１０ｎｍ
以下である。
【００２９】
＜メイン半導体層形成ステップ＞
メイン半導体層形成ステップでは、中間半導体層形成ステップから条件を変更し、図３
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に示すように、中間半導体層１２上に、中間半導体層１２を形成するときの結晶成長温度
よりも高い結晶成長温度で半導体をエピタキシャル結晶成長させてメイン半導体層１３を
形成する。
【００３０】
メイン半導体層１３を形成するIII族窒化物半導体としては、低温バッファ層１１及び
中間半導体層１２と同様、例えば、二元化合物のＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ；三元化合物の
ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ；四元化合物のＡｌＧａＩｎＮ等のIII族窒化物半導体が挙げら
れる。III族元素源ガス、Ｎ源ガス、及びキャリアガスも、低温バッファ層１１及び中間
半導体層１２の形成の場合と同様のものが挙げられる。キャリアガスは、Ｎ２ガス及びＨ
２ガスのうちの一方又は両方を用いることが好ましく、Ｈ２ガスを用いることがより好ま
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しい。
【００３１】
III族元素源ガスによるIII族原子の供給モル数に対する窒素源ガスによるＮ原子の供給
モル数の比であるＶ／III比は、例えば１０００以上５０００以下である。III族元素源ガ
スの流量は、低温バッファ層形成ステップ及び中間半導体層形成ステップでの流量よりも
多いことが好ましい。
【００３２】
メイン半導体層１３を形成するときの結晶成長温度は、中間半導体層１２を形成すると
きの結晶成長温度よりも高く、例えば９００℃以上１４００℃以下である。メイン半導体
層１３を形成するときの結晶成長温度と、中間半導体層１２を形成するときの結晶成長温
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度との温度差は、好ましくは２００℃以上６００℃以下、より好ましくは３００℃以上５
００℃以下である。メイン半導体層１３の厚さは、例えば１μｍ以上１０μｍ以下である
。
【００３３】
本実施形態で製造される半導体基板は、ベース基板１０と、そのベース基板１０上にII
I族窒化物半導体が結晶成長して形成された低温バッファ層１１と、その低温バッファ層
１１上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成された中間半導体層１２と、その中間半
導体層１２上にIII族窒化物半導体が結晶成長して形成されたメイン半導体層１３とを備
えたものである。そして、中間半導体層１２は、複数種のIII族窒化物半導体の積層体の
半導体超格子を含んでいてもよい。また、メイン半導体層１３は、ベース基板１０から分
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離されて自立基板を構成していてもよい。なお、メイン半導体層１３をベース基板１０か
ら自発分離させる観点からは、中間半導体層１２が、三元化合物のIII族窒化物半導体の
第１層１２１と、それから一方のIII族元素が減じられた二元化合物のIII族窒化物半導体
の第２層１２２との交互積層構造を有し、それらの三元化合物及び二元化合物のIII族窒
化物半導体の積層体を１単位として、その積層数が１５以上であることが好ましい。また
、同様の観点からは、三元化合物のIII族窒化物半導体中のIII族元素における別のIII族
元素のモル分率が１５．０％以上であることが好ましい。
【００３４】
以上の実施形態に係る半導体基板の製造方法によれば、化学気相成長法により半導体基
板を製造する際に、低温バッファ層１１とメイン半導体層１３との間に中間半導体層１２
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を設け、その中間半導体層１２を形成するときの結晶成長温度を、低温バッファ層１１を
形成するときの結晶成長温度よりも高く且つメイン半導体層１３を形成するときの結晶成
長温度よりも低くすることにより、反りの発生を抑制することができる。したがって、こ
れにより、化学気相成長法により製造する半導体基板の大口径化を図ることができる。
【実施例】
【００３５】
有機金属気相成長法（ＭＯＶＰＥ）による半導体基板の作製実験について説明する。
【００３６】
（半導体基板）
以下の実施例１〜５の半導体基板の作製を行った。
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【００３７】
＜実施例１＞
図４Ａは、実施例１の半導体基板の作製におけるタイミングチャートを示す。
【００３８】
まず、ＭＯＶＰＥ装置の反応室のステージに、主面がｃ面のサファイア基板をセットし
、（ｉ）反応室内にＮＨ３ガスを５ｓｌｍの流量でキャリアガスのＨ２ガスとともに流し
始め、圧力１００ｋＰａの下、サファイア基板の温度を室温から１１５０℃まで昇温し、
その温度を一定時間保持してサーマルクリーニングした後、４６０℃まで温度を降下させ
た。
【００３９】
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（ii）サファイア基板の温度が４６０℃になった時、ＴＭＧガスを５ｓｃｃｍの流量で
流し始め、３０８．８秒間ＴＭＧガスを流し、サファイア基板上にＧａＮを結晶成長させ
てＧａＮの低温バッファ層を形成した。このとき、ＴＭＧガスによるＧａ原子の供給モル
数に対するＮＨ３ガスによるＮ原子の供給モル数の比であるＶ／III比を１７６５４とし
た。ＴＭＧガスを停止した後、サファイア基板の温度を８００℃まで昇温し、その過程で
キャリアガスをＨ２ガスからＮ２ガスに切り替えた。
【００４０】
（iii）サファイア基板の温度が８００℃になった時、ＮＨ３ガスの流量を６．５ｓｌ
ｍに変更するとともに、ＴＭＧガスを３．９ｓｃｃｍの流量で流し始め、１３１秒間ＴＭ
Ｇガスを流し、低温バッファ層上にＧａＮを結晶成長させて単層のＧａＮ層の中間半導体
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層を形成した。このとき、ＴＭＧガスによるＧａ原子の供給モル数に対するＮＨ３ガスに
よるＮ原子の供給モル数の比であるＶ／III比を２８６５０とした。ＴＭＧガスを停止し
た後、サファイア基板の温度を１１５０℃まで昇温し、その過程でキャリアガスをＮ２ガ
スからＨ２ガスに切り替えた。
【００４１】
（iv）サファイア基板の温度が１１５０℃になった時、ＮＨ３ガスの流量を５ｓｌｍに
変更するとともに、ＴＭＧガスを３４．８ｓｃｃｍで流し始め、６０分間ＴＭＧガスを流
し、中間半導体層上にＧａＮを結晶成長させてＧａＮのメイン半導体層を形成した。この
とき、ＴＭＧガスによるＧａ原子の供給モル数に対するＮＨ３ガスによるＮ原子の供給モ
ル数の比であるＶ／III比を２５３６とした。ＴＭＧガスを停止した後、サファイア基板
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の温度を室温まで降温し、その過程でキャリアガスをＨ２ガスからＮ２ガスに切り替えた
。
【００４２】
以上のようにして、中間半導体層をＧａＮの単層で構成した実施例１の半導体基板を得
た。
【００４３】
＜実施例２＞
図４Ｂは、実施例２の半導体基板の作製におけるタイミングチャートを示す。
【００４４】
実施例１の実験方法と同一の方法で、ＭＯＶＰＥ装置の反応室のステージに、主面がｃ
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面のサファイア基板をセットし、（ｉ）サーマルクリーニング、（ii）低温バッファ層の
形成、及び（iii）ＧａＮ層の形成を行った。
【００４５】
（iv）ＴＭＧガスを３．９ｓｃｃｍの流量で流すのに加えて、ＴＭＩガスを４００ｓｃ
ｃｍの流量で流し始め、１２６秒間ＴＭＧガス及びＴＭＩガスを流し、ＧａＮ層上にＩｎ
ＧａＮを結晶成長させてＩｎＧａＮの第１層を形成した。このとき、ＴＭＧガスによるＧ
ａ原子及びＴＭＩガスによるＩｎ原子の供給モル数に対するＮＨ３ガスによるＮ原子の供
給モル数の比であるＶ／III比を６５９４とした。
【００４６】
（ｖ）ＴＭＩガスを停止し、１３１秒間ＴＭＧガスを３．９ｓｃｃｍの流量で流し、Ｉ
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ｎＧａＮの第１層上にＧａＮを結晶成長させてＧａＮの第２層を形成した。このとき、Ｔ
ＭＧガスによるＧａ原子の供給モル数に対するＮＨ３ガスによるＮ原子の供給モル数の比
であるＶ／III比を２８６５０とした。
【００４７】
（vi）（iv）及び（ｖ）の操作をあと９回繰り返し、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの
第２層の積層体を１単位として、その積層数が１０である半導体超格子を含む中間半導体
層を形成した。ＴＭＧガスを停止した後、サファイア基板の温度を１１５０℃まで昇温し
、その過程でキャリアガスをＮ２ガスからＨ２ガスに切り替えた。
【００４８】
その後、実施例１の（iv）の実験方法と同一の方法で、（vii）中間半導体層上にＧａ
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Ｎを結晶成長させてＧａＮのメイン半導体層を形成した。
【００４９】
以上のようにして、中間半導体層が、（iii）のＧａＮ層と、ＩｎＧａＮの第１層及び
ＧａＮの第２層の積層体の積層数を５とした半導体超格子とを含む実施例２の半導体基板
を得た。中間半導体層の第１層のＩｎＧａＮ中のIII族元素におけるＩｎのモル分率は４
．０％であった。
【００５０】
＜実施例３＞
図４Ｃは、実施例３の半導体基板の作製におけるタイミングチャートを示す。
【００５１】
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実施例１の実験方法と同一の方法で、ＭＯＶＰＥ装置の反応室のステージに、主面がｃ
面のサファイア基板をセットし、（ｉ）サーマルクリーニング、（ii）低温バッファ層の
形成、（iii）ＧａＮ層の形成を行った。その後、サファイア基板の温度を７００℃まで
降下させた。
【００５２】
（iv）サファイア基板の温度が７００℃になった時、ＴＭＧガスを３．９ｓｃｃｍの流
量で流すのに加えて、ＴＭＩガスを４００ｓｃｃｍの流量で流し始め、２０２秒間ＴＭＧ
ガス及びＴＭＩガスを流し、ＧａＮ層上にＩｎＧａＮを結晶成長させてＩｎＧａＮの第１
層を形成した。このとき、ＴＭＧガスによるＧａ原子及びＴＭＩガスによるＩｎ原子の供
給モル数に対するＮＨ３ガスによるＮ原子の供給モル数の比であるＶ／III比を６５９４
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とした。ＴＭＩガスを停止した後、サファイア基板の温度を８００℃まで昇温した。
【００５３】
（ｖ）サファイア基板の温度が８００℃に達してから１３１秒間ＴＭＧガスを３．９ｓ
ｃｃｍの流量で流し、ＩｎＧａＮの第１層上にＧａＮを結晶成長させてＧａＮの第２層を
形成した。このとき、ＴＭＧガスによるＧａ原子の供給モル数に対するＮＨ３ガスによる
Ｎ原子の供給モル数の比であるＶ／III比を２８６５０とした。その後、サファイア基板
の温度を７００℃まで降下させた。
【００５４】
（vi）（iv）及び（ｖ）の操作をあと９回繰り返し、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの
第２層の積層体を１単位として、その積層数が１０である半導体超格子を含む中間半導体
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層を形成した。ＴＭＧガスを停止した後、サファイア基板の温度を１１５０℃まで昇温し
、その過程でキャリアガスをＮ２ガスからＨ２ガスに切り替えた。
【００５５】
その後、実施例１の実験方法と同一の方法で、（vii）中間半導体層上にＧａＮを結晶
成長させてＧａＮのメイン半導体層を形成した。
【００５６】
以上のようにして、中間半導体層が、（iii）のＧａＮ層と、ＩｎＧａＮの第１層及び
ＧａＮの第２層の積層体の積層数を５とした半導体超格子とを含む実施例３の半導体基板
を得た。中間半導体層の第１層のＩｎＧａＮ中のIII族元素におけるＩｎのモル分率は２
３．４％であった。

10

【００５７】
＜実施例４＞
実施例３の（iv）〜（vi）の操作において、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の
積層体を１単位として、その積層数が５である半導体超格子を含む中間半導体層を形成し
たことを除いて、実施例３で作製したものと同一構成の半導体基板を作製し、それを実施
例４とした。
【００５８】
＜実施例５＞
実施例３の（iv）〜（vi）の操作において、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の
積層体を１単位として、その積層数が２０である半導体超格子を含む中間半導体層を形成
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したことを除いて、実施例３で作製したものと同一構成の半導体基板を作製し、それを実
施例５とした。実施例５の半導体基板では、メイン半導体層のＧａＮが自発分離していた
。
【００５９】
（半導体基板の基板表面の曲率半径）
実施例１〜４のそれぞれについて、基板表面の曲率半径を測定した。図５は、実施例１
〜３基づいた、第１層のＩｎＧａＮ中のIII族元素におけるＩｎのモル分率と、半導体基
板の基板表面の曲率半径との関係を示す。図６は、実施例１、２、及び４に基づいた、Ｉ
ｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の積層体の積層数と、半導体基板の基板表面の曲率
半径との関係を示す。なお、実施例１は、中間半導体層が半導体超格子を含まないので、
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Ｉｎのモル分率は０％であり、積層体の積層数は０である。
【００６０】
図５によれば、第１層のＩｎＧａＮ中のIII族元素におけるＩｎのモル分率が高くなる
と、基板表面の曲率半径が大きくなり、したがって、反りの発生が抑制されることが分か
る。図６によれば、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の積層体の積層数が多くなっ
ても、基板表面の曲率半径が大きくなり、したがって、反りの発生が抑制されることが分
かる。また、ＩｎＧａＮの第１層及びＧａＮの第２層の積層体の積層数が多くなると、メ
イン半導体層のＧａＮの自発分離が促進されることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
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本発明は、半導体基板及びその製造方法の技術分野について有用である。
【符号の説明】
【００６２】
１０

ベース基板

１１

低温バッファ層

１２

中間半導体層

１２１

第１層

１２２

第２層

１３
Ｃ

メイン半導体層
反応室

50

(10)
Ｓ

ステージ

【図１Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

JP 2020‑200222 A 2020.12.17

(11)
【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】

【図６】

JP 2020‑200222 A 2020.12.17

(12)

JP 2020‑200222 A 2020.12.17

フロントページの続き
Ｆターム(参考) 4G077 AA03 BE15 DB04 DB05 DB08 EA02 EA06 EC09 ED05 ED06
EE03 EF03 EF04 HA02 HA06 HA12 TA04 TB02 TB03 TB05
TC06 TC14 TJ03 TK06 TK08
5F045 AA03 AA04 AB09 AB14 AB17 AB18 AC03 AC08 AC09 AC12
AC15 AD09 AD10 AD11 AD12 AD13 AD14 AF02 AF09 BB11
DA53

