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Si基板上窒化物半導体の結晶成長技術
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NTTフォトニクス研究所
高出力・高周波電子デバイス用半導体材料として期待されている窒化物半導体を，Si
基板上に，かつ高品質に作製する技術を開発しました．これにより，窒化物半導体を用
いてコスト競争力のある電子デバイスを開発できるようになると期待されます．
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のを図２に示します．Si基板上の窒化物
（a） 従来の方法

（b） 今回の方法

半導体の結晶品質が実用化レベルにま

クラック

で到達したことにより，今後，これを用
いた高出力，高周波動作可能な電子デ
バイスの開発が前進するものと期待され
GaN

GaN

AIN

新開発の緩衝層

Si基板

Si基板

ます．
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格子定数，熱膨張係数の差で
歪みが発生して反ってしまう

図１

表

窒化物半導体の結晶成長に用いられる基盤の比較
Si

SiC

高い

非常に高い

低い

大きい

小さい

大きい

熱伝導率
格子定数差
熱膨張係数差

Si基板上窒化物半導体

Sapphire

大きい

小さい

小さい

非常に安い

非常に高い

安い

供給元

複数あり

実質２社

複数あり

ウエハ直径

〜12 inch

〜4 inch

〜6 inch

価格

※格子定数差と熱膨張係数差は，窒化物半導体の１つであるGaNとの差

６インチ

５インチ

巧みに吸収する層（緩衝層）を入れま
す．この緩衝層には，特にSi基板上で用
いる場合には基板の電気伝導度が変わ
らないよう，図１（a）で示したような結晶
成長層から基板側へ予期しない原子が
拡散するのを防ぐ役割も必要とされます．
NTTフォトニクス研究所では，これらの
要件を満たした緩衝層の作製手法を開

３インチ

発し，Si基板を用いて高品質なGaN系
HEMT用半導体構造を作製することに

図２

Si基板上にGaN系HEMT構造を
結晶成長したもの

成功しました（図１（b））．作製には，ス
ループットに優れた結晶成長法の１つで
あるMOVPE（Metal-Organic Vapor
Phase Epitaxy：有機金属気相エピタ

優れた緩衝層を開発する

キシ）法を用いており，高い量産性も実
現しています．当初は，直径３インチの

では，どうやってこれらの問題を解決

Si基板で開発が進められてきましたが，

するのでしょうか．そのためには，電子

現在までのところ最大６インチまで適応

デバイスをつくり込む窒化物半導体の層

可能であることを確認済みです．実際に

とSi基板との間に，両者との親和性が高

３インチ，５インチ，６インチSi基板上

く，かつ格子定数と熱膨張係数の差を

にGaN系HEMT構造を結晶成長したも
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新規材料技術は新しい物づくりの出発点
になるものです．広範囲な応用に耐えられ
るだけの技術にするべく，今後も研究開発
を推進していきます．
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