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出典： NTT 報道発表資料（http://www.ntt.co.jp/news2012/1204/120411b.html）

図 1 GaN 系半導体薄膜をはがして転写する（メートル法）プロセス
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半導体薄膜素子の作製時間と
作製コストの大幅な削減が可能に
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※1

GaN 系半導体薄膜素子：窒化物半導体のうち、GaN、AlN、InN およびそれらの中間の組成を持つ AlxGa1-xN、InxGa1xN の総称を「GaN 系半導体」という。GaN 系半導体の薄膜を積層・加工して機能をもつ素子に仕上げたものを GaN 系
半導体薄膜素子という。
※ 2 成長用サファイア基板：原子配列を揃えて積層した薄膜結晶を支えるサファイアの単結晶。
※ 3 グラフェン： 1 原子層の厚さの炭素原子からなるシートで、蜂の巣のような六角形の格子に炭素原子が並んで結合して
いる物質。この物質の中では、電流を運ぶ電子やホールが室温でも散乱されにくい性質を示すことなどから次世代デバ
イス応用へ向け近年盛んに研究されている。
※ 4 バッファー層：結晶の上に別の結晶の薄膜を積層する場合、その物質同士の結晶構造の違いや原子の配列の違いにより
積層できない場合がある。この問題を、両方の物質の中間の性質を持つような物質を間に挟むことで解決する方法があ
り、本役割を果たす層をバッファー層と呼ぶ。
※ 5 ウルツ鉱型構造：結晶構造を表す名称の 1 つで、AlN、GaN、InN をはじめとする窒化物半導体の多くが本構造をとる。
※ 6 ぬれ性：固体素材の表面に液体がどの程度馴染み易いかを表す指標・用語。馴染み易い場合、平らな薄い膜状に広がり
やすい。馴染みにくい場合、液滴を作り広がりにくくなる。
出典： NTT 報道発表資料（http://www.ntt.co.jp/news2012/1204/12011b.html）
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