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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物ベースの半導体構造物に用いる窒化ガリウム基板の製造方法であって、
　サファイア基板に窒化ガリウム層を蒸着するステップと、
　前記窒化ガリウム層を通って前記サファイア基板に達する、前記窒化ガリウム層を複数
の窒化ガリウム基板に分割する少なくとも１つのトレンチをエッチングするステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板の、前記サファイア基板とは反対側の面に支持基板を接着
するステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板から前記サファイア基板を取り除くステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板から前記支持基板を取り除くステップと、
を含む、
　窒化ガリウム基板の製造方法。
【請求項２】
　前記窒化ガリウム層を前記サファイア基板に蒸着した後、前記窒化ガリウム層にパター
ンを形成するステップをさらに含み、
　前記複数の窒化ガリウム基板が前記パターンの下に形成され、
　前記エッチングは前記パターンの開口部分で行われる、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　窒化物ベースの半導体構造物に用いる窒化ガリウム基板の製造方法であって、
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　サファイア基板に第１の窒化ガリウム層を蒸着するステップと、
　前記第１の窒化ガリウム層にパターンを形成するステップと、
　前記パターン中の開口を通じて前記第１の窒化ガリウム層に第２の窒化ガリウム層を蒸
着するステップであって、前記第２の窒化ガリウム層が前記パターンを完全に超えて成長
しないことにより、前記第２の窒化ガリウム層を複数の窒化ガリウム基板に分割する少な
くとも１つのトレンチを形成する、第２の窒化ガリウム層を蒸着するステップと、
　前記第１の窒化ガリウム層及び前記パターンをエッチングして、前記トレンチを前記サ
ファイア基板まで伸ばすステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板の、前記サファイア基板とは反対側の面に支持基板を接着
するステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板から前記サファイア基板を取り除くステップと、
　前記複数の窒化ガリウム基板から前記支持基板を取り除くステップと、
を含む、
　窒化ガリウム基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、窒化物ベースの半導体構造物に関し、より詳しくは、サファイア基板上
で成長させエッチングによりストライプを形成したＧａＮ層から、ＧａＮ基板を製造する
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
３族の窒化物半導体もしくは３～５族の半導体としても知られる窒化物ベースの半導体は
、周期表の３族の元素（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎなど）および５族の元素（Ｎ）でできている。
窒化物ベースの半導体は、窒化ガリウム（ＧａＮ）などの二元化合物、ならびに窒化アル
ミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）や窒化インジウムアルミニウム（ＩｎＧａＮ）などの三
元合金、窒化アルミニウムガリウムインジウム（ＡｌＧａＩｎＮ）などの四元合金とする
ことができる。これらの物質を基板に蒸着し、光電子工学的デバイス用途の発光体として
使用できる層状半導体構造物を作製する。窒化物ベースの半導体は、緑色－青色－紫色－
近紫外光スペクトルのうち短波長可視光の放射に必要な広いバンドギャップを有する。
【０００３】
ＧａＮをレーザ用構造物の基板として使用するには大きな障害があり、それは、ＧａＮが
比較的低温で金属ＧａとＮ2ガスとに熱分解する点である。このため、窒化物ベースの半
導体構造物のために、大面積でフリースタンドのＧａＮ基板を製造するのは困難である。
【０００４】
半導体構造物のための慣用されている基板材料は、シリコンやヒ化ガリウムである。しか
しながら、ＧａＮ結晶構造物は、ＧａＮの成長温度が高いことも加わって、ＳｉやＧａＡ
ｓなどの半導体基板上に高品質の窒化物半導体材料を直接蒸着することを非常に困難にし
ている。
【０００５】
窒化物ベースの半導体構造物は、現在、サファイアや炭化ケイ素などの同類でない基板上
で、薄いＧａＮ層をヘテロエピタキシャル成長させることを必要とする。
【０００６】
最も一般的に使用されている成長基板であるサファイアは、ＧａＮ－サファイア間の格子
や熱膨張係数の不一致の問題により、ＧａＮ層の品質を今でも制約している。これら２つ
の材料では性質が異なることから、薄いＧａＮ層とサファイア基板との界面でずれやスタ
ッキング障害など、広範囲な欠陥が高密度で生じる。
【０００７】
サファイアやＧａＡｓなどの様々な基板上でヘテロエピタキシャル成長させることで、大
面積（直径５ｃｍ）のＧａＮ基板を製造することができる。一般的な製造手順では、比較
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的厚い（８０μｍより厚い）ＧａＮ層を成長基板に蒸着し、その後で基板を除去すること
から成り、こうして窒化物ベースの半導体レーザダイオード構造物のためのフリースタン
ドのＧａＮ基板を製造する。
【０００８】
基板の分離は、ウェット－ケミカルエッチング、ケミカル－メカニカル研磨、レーザ支援
によるリフトオフなど、多くの技術を用いて行うことができる。ウェット－ケミカルエッ
チングおよびケミカル－メカニカル研磨は、最初の成長基板を除去するために材料の高い
選択性を必要とする、本質的に低速の工程である。レーザ支援リフトオフ工程は、薄いＧ
ａＮ膜－サファイア基板のシステムに関しては、化学的支援による手法に比べ幾分有利で
ある。レーザ手法は光学的に選択的で、空間制御を行うことができ、比較的高速のリフト
オフ技術である。
【０００９】
基板分離の技術がうまく実行されるためには、処理されるＧａＮ層の品質をその技術自身
によって低下させてはならない。レーザ工程では、パルス照射を行う間に急激な加熱およ
び冷却があるため、ＧａＮ層に熱弾性応力が加わり、これによりＧａＮ層が破損すること
がある。薄膜の破損は、二軸方向に圧迫されることでＧａＮ内に微小割れを生じたり、熱
ショックで開始する微小割れがＧａＮ層中に広がったりすることで発生する。
【００１０】
基板分離技術に関わりなく、厚いＧａＮ層をサファイアやＧａＡｓにヘテロエピタキシャ
ル蒸着させる際の固有の問題は、ＧａＮ膜－基板間の熱係数の不一致に起因する内的応力
（サファイアに対する圧縮応力およびＧａＡｓに対する引っ張り応力）である。
【００１１】
ＧａＮ基板を製造するための成長基板の除去の成否は、成長したＧａＮ層の品質によって
一部決まる。ヘテロエピタキシ法に関連する複雑さにより、基板に必要とされるもののよ
うな厚いＧａＮ層は一般に微小割れを有し、それはレーザリフトオフ工程の間に広がり、
増大することもある。内的残留応力とレーザ工程中に生じる熱弾性応力とが組み合わさる
と、ＧａＮウェハの全領域に割れが広がってしまう。この割れの広がりによって、ＧａＮ
が抑制不能の重大な機械的破損を受け、或いは少なくとも輪郭のはっきりしない低品質の
ＧａＮ基板を生じることになる。
【００１２】
絶縁基板を用いれば、窒化物ベースの半導体レーザやレーザダイオードアレイを安価に構
築できる。現在は、窒化物ベースの単一レーザ構造物を絶縁サファイア基板上で成長させ
ている。レーザダイオードアレイに絶縁基板を用いると、レーザダイオードに電気接点を
設ける際に特殊な問題が生じる。導体基板を用いる場合とは異なり、絶縁基板では、窒化
物ベースの半導体構造物用の共通の裏面接続を設けることができない。このため、絶縁基
板上でレーザダイオードへの電気接点を設けるには、窒化物ベースのレーザダイオード構
造物の同じ側で両方の接点を使用する必要があった。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、サファイア基板上でトレンチパターンを形成した窒化ガリウム層から、
窒化ガリウム基板を製造することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明では、まずサファイア基板上で窒化ガリウム層を成長させる。窒化ガリウム層上で
、フォトレジストなどのマスク層、金属層または誘電体層をストライプにパターン形成す
る。次いで窒化ガリウム層をサファイア基板までエッチングしてトレンチを形成し、サフ
ァイア基板上に窒化ガリウムの区分領域を設ける。或いは、サファイア基板上で、予めパ
ターン形成した窒化ガリウム層上に選択領域を再成長させるとトレンチが得られる。
【００１５】
窒化ガリウム基板をシリコン支持基板に接着する。次いでレーザリフトオフ工程を用いて
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サファイア基板を除去し、溶剤を用いて支持基板を除去し、フリースタンドの窒化ガリウ
ム基板を製造する。
【００１６】
トレンチに沿った窒化ガリウム基板の縁部は、窒化ガリウム層の成長過程で開始する割れ
や欠陥の終端面となるか、或いは、窒化ガリウムをサファイア成長基板から分離する際に
それらは広がることになる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１を参照すると、本発明に従うサファイア（Ａｌ2Ｏ3）基板上の窒化ガリウム（ＧａＮ
）層が示されている。当分野で周知の有機金属気相エピタキシ法（ＯＭＶＰＥ）や水素化
物気相エピタキシ法（ＨＶＰＥ）などの技術を用いて、サファイア基板上で窒化ガリウム
を成長させる。
【００１８】
ＯＭＶＰＥ法による成長は、代表的には直径５～７．５ｃｍのサファイア基板１００上で
行われる。基板１００として、Ｃ面（０００１）またはＡ面（１１２０）配向のサファイ
ア（Ａｌ2Ｏ3）基板を用いることができる。サファイア基板１００は、片面または両面に
エピタキシャル研磨を施した標準仕様とすることができ、厚さは通常２００μｍ～１００
０μｍのオーダーである。
【００１９】
まず、サファイア基板１００上で、窒化ガリウム核形成層１０２を成長させる。次いで、
核形成層１０２上で窒化ガリウム層１０４を成長させる。
【００２０】
成長過程における通常の基板温度は、厚さ約２００Åの薄いＧａＮ核形成層１０２につい
ては５５０℃、ＧａＮ層１０４については１０００℃～１２００℃である。通常の蒸着速
度は、毎時１μｍ～毎時２０μｍのオーダーである。厚いＧａＮ層１０４の深さは通常６
０μｍ～３００μｍの範囲である。また、反応器の圧力を５０トル（Ｔｏｒｒ）～１５０
０トルに制御してもよい。有機金属プレカーサーとして、３族の元素に関してはトリメチ
ルガリウム（ＴＭＧａ）またはトリエチルガリウム（ＴＥＧａ）が、窒素源としてアンモ
ニア（ＮＨ3）が使用できる。有機金属源のキャリアガスとして、水素および／または窒
素を使用できる。
【００２１】
窒化ガリウム基板が導電性である必要がある場合、ＯＭＶＰＥ法による成長過程で、Ｇａ
Ｎ層１０４にドーピングを施してもよく、例えば、ＳｉをドーピングするとＮ形、Ｍｇを
ドーピングするとＰ形になる。ドープ剤の濃度は通常１０16ｃｍ-3～１０20ｃｍ-3である
。Ｎ形ドーピングの場合はＨ2にＳｉＨ4 １００ｐｐｍを希釈し、Ｐ形ドーピングの場合
はシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ2Ｍｇ）を使用する。Ｐ形ドープ剤の別の例
としてＭｇ、Ｃａ、Ｃ、Ｂｅが挙げられるが、これらに限定されない。Ｎ形ドープ剤の例
としてＳｉ、Ｏ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｎ空位が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２２】
厚いＧａＮ層を成長させるための別の蒸着技術として、当分野でＨＶＰＥ法が周知である
。ＨＶＰＥ法による成長も、通常は直径５～７．５ｃｍのサファイア基板上で行われる。
基板１００として、Ｃ面（０００１）またはＡ面（１１２０）配向のサファイア（Ａｌ2

Ｏ3）基板を用いることができるが、基板の配向はこれらに限られない。成長過程におけ
る通常の基板温度は、薄いＧａＮ核形成層１０２については５００℃～６００℃、厚いＧ
ａＮ層１０４については１０００℃～１２００℃である。通常の蒸着速度は、毎時１０μ
ｍ～毎時数百μｍまでのオーダーである。厚いＧａＮ層１０４の深さは通常６０μｍ～３
００μｍの範囲である。また、反応器の圧力を５０トル～１５００トルに制御してもよい
。３族の元素源としてＧａＣｌが使用され、それは液体ガリウム上でＨＣｌガスを流動さ
せると生成する。窒素源として、アンモニア（ＮＨ3）を使用する。キャリアガスとして
、水素および／または窒素を使用する。
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【００２３】
原則として、分子線エピタキシ法（ＭＢＥ）などの他の蒸着法を採用してもよい。ただし
、ＭＢＥ法では蒸着速度が比較的遅いため、厚いＧａＮ層を形成するのは難しいであろう
。また、上述の蒸着技術を組み合わせて使用してもよく、例えばＯＭＶＰＥ法を使用して
高品質のＧａＮ核形成層１０２を約１～２μｍの深さに成長させ、その後、この核形成層
１０２の上にＨＶＰＥ法を用いて非常に厚いＧａＮ層１０４を形成してもよい。
【００２４】
次いで、図２に示すように、プラズマ強化化学蒸着法（ＰＥＣＶＤ）または電子ビーム蒸
着法により、厚さ２００ｎｍの二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）エッチマスク層１０６をＧａＮ
層１０４の上面１０８に蒸着させる。エッチマスク層は、フォトレジストなどの感光性ポ
リマー、ニッケルやタングステンなどの金属層、或いは二酸化ケイ素、窒化ケイ素、シリ
コンオキシニトリドなどの誘電体材料層とすることができる。
【００２５】
次に、標準的なフォトリソグラフィー法を使用して誘電体層１０６にパターン形成し、化
学的支援によるイオンビームエッチング法（ＣＡＩＢＥ）や反応性イオンエッチング法（
ＲＩＥ）などのドライエッチング技術、もしくはフッ化水素酸（ＨＦ）を用いたウェット
エッチングにより、図３に示すようにＧａＮ層１００の上面１０８にストライプ１１０を
形成する。ストライプ１１０は、パターン形成されエッチングされた開口１１２で分けら
れ、開口１１２の幅は１００Å～１μｍである。
【００２６】
平行ストライプ１１０の幅は通常２００～１０００μｍであるが、これはＧａＮ層に沿っ
て不連続性を形成するのに十分な幅である。ストライプの長さは特定の寸法に合うよう選
択してもよく、また開口１１２がストライプ１１０を分離するように、ストライプ１１０
の長さを基板の一端から他端にかけて延ばしてもよい。ストライプはＧａＮ層の非エッチ
ング部分を保護するが、この部分は後の工程でサファイア基板から分離され、本発明のＧ
ａＮ基板を形成する。
【００２７】
図４では、続いて、ウェットケミカルエッチングまたはドライエッチングによってストラ
イプ１１０間の開口１１２部分でＧａＮ層１０４をエッチングして離し、トレンチ１１４
を形成する。トレンチ１１４は、ＧａＮ層１０４および１０２の深さに及び、サファイア
基板１００までエッチングすることによって形成される。ドライエッチングは、Ａｒ／Ｃ
ｌ2／ＢＣｌ3の混合気体中で、ＣＡＩＢＥ法、ＲＩＥ法，誘導結合プラズマエッチング法
（ＩＣＰ）を用いて行なうことができ、光強化ウェットケミカルエッチングは水酸化カリ
ウム（ＫＯＨ）および紫外線源を利用して行うことができる。
【００２８】
得られたエッチングされたトレンチ１１４は、個々のＧａＮ基板１１６を分離する。個々
の窒化ガリウム基板１１６は、マスク層ストライプ１１０下のエッチングされていない窒
化ガリウム層１０２および１０４である。エッチマスク層１１０は、アセトンなどの一般
的な溶剤を使用して、或いは酸素雰囲気中でのプラズマエッチングにより、各ＧａＮ基板
の上面１０８から取り除かれる。
【００２９】
トレンチ１１４をエッチングすることで形成される個々の基板１１６の側壁１１８は、厚
い窒化ガリウム層１０４の圧縮応力を緩和し、個々の基板内の微小割れの終点となる。ト
レンチ１１４の幅は、パターン形成されエッチングされた開口１１２の幅と同一の１００
Å～１μｍである。トレンチ幅は、側壁１１８と個々の基板１１６とを分離するのに十分
であればよい。
【００３０】
エッチマスク層のストライプ１１０は、ＧａＮ層１０４の上面１０８に平行に配置され、
または図５に示すように、斜交陰影または直交パターンにすることができる。直交ストラ
イプパターンは、圧縮応力を緩和し微小割れを終止するだけでなく、最終的なフリースタ



(6) JP 4286527 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ンドのＧａＮ基板１１６のサイズを最大にしながら、二軸方向の残留圧縮応力を緩和し、
最初の成長表面１０８に対して垂直なトレンチの側壁１１８から更なる自由表面も作り出
す。
【００３１】
図６に示すように、ＧａＮ基板１１６の上面１２０を接着剤１２４を用いてシリコン（Ｓ
ｉ）支持基板１２２に接着する。接着剤１２４はシアノアクリレートベースの接着剤とす
ることができる。或いは、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）または任意の硬質材料を支持基板と
して使用してもよい。
【００３２】
ＧａＮ基板１１６の下面１２６をサファイア基板１００に、上面１２０を支持基板１２２
に接着する。光散乱を最小化するため、サファイア基板１００の下面１２８（ＧａＮ基板
１１６と反対側の面）を研磨し、非常になめらかな表面に仕上げる。研磨は、一連のダイ
アモンドパッド（図示せず）を用いて機械的に行なう。研磨工程において、ダイアモンド
の粒度を約３０μｍから０．１μｍまでに漸減してゆく。研磨後の二乗平均（ｒｍｓ）荒
さは通常約２０～５０Åである。研磨は支持基板への接着前に行ってもよい。
【００３３】
図７に示すように、紫外線エキシマレーザ１３０からレーザビーム１３２を照射する。こ
のレーザビーム１３２はサファイア基板１００を透過し、サファイア基板１００とＧａＮ
基板１１６との界面１３４に達する。サファイアは、レーザから発せられる光ビームの波
長を透過する。
【００３４】
エキシマレーザを適宜調節することで、サファイア基板１００とＧａＮ基板１１６との界
面１３４において、薄いＧａＮ層１３６（最初のＧａＮ核形成層１０２の一部）を分解で
きる。ＧａＮ層１３６はサファイア基板を透過した照射レーザビームによってＧａ金属と
Ｎ2とに分解する。
【００３５】
代表的な例として、３０８ｎｍで作動するＸｅＣｌエキシマレーザは、エネルギーが約４
００～５００ｍｊ／ｃｍ2の範囲、ホモジナイザーを通過した後のビームサイズが４ｍｍ
×４ｍｍのレーザビームを放射する。ホモジナイザー（図示せず）は、レーザから放射さ
れたガウス分布ビームを、ビーム均質性に優れたプラトー様のレーザビームに変換する。
【００３６】
界面の表面をレーザビームで走査することで、静止ビームを当てた場合に比べ、ＧａＮ基
板のより広い面積を露光することができる。エキシマレーザは代表的には５～１０Ｈｚで
パルスされ、通常、ＧａＮ層の分解に１回のパルスである。サファイア基板１００の下面
１２８が研磨されているため、エキシマレーザはＧａＮ層１３６を均一に照射できる。
【００３７】
ＧａＮ基板とサファイア基板との界面１３４がレーザビームを吸収し、これによって構造
１００と１１６が、界面１３４の温度がガリウムの融点である３０℃を超えるまで全面的
に加熱され、薄いＧａＮ層１３６がＧａ金属とＮ2とに分解する。ＧａＮ基板をサファイ
ア基板から分離した後、ＧａＮ基板１１６の下面１２６にＧａ金属が残留していれば、塩
酸（ＨＣＬ）水溶液（ＨＣＬ：Ｈ2Ｏ＝１：１）に浸漬して除去する。
【００３８】
レーザ支援によるリフトオフ技術や塩酸浸漬による表面損傷を修復するには、Ａｒ／Ｃｌ

2／ＢＣｌ3の混合気体中でドライエッチングするとＧａＮ基板１１６の下面１２６が約０
．５～１μｍ除去される。ドライエッチングは通常ＣＡＩＢＥ法もしくはＲＩＥ法によっ
て行う。ドライエッチングにより発生する表面損傷を低減するために、ドライエッチング
後に低エネルギー（約４００ｅｖ未満）のＡｒイオンスパッタリングを行なう。
【００３９】
図８に示すように、ＧａＮ基板１１６を支持基板１２２から分離するために、ＧａＮ基板
／支持基板の構造物をアセトンなどの有機溶媒１３８に浸漬する。その後、ＧａＮ基板１
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１６を標準的なウェハクリーニング工程によりクリーニングし、後続工程で窒化物ベース
の半導体層を蒸着して半導体デバイス構造物を形成するための基板を作製する。
【００４０】
サファイア基板１００は、次にＧａＮ基板を製造する際に再使用できる。基板１００は、
レーザ１３０からの光ビーム１３２の波長を透過させ、その表面上でのＧａＮ層の成長に
適した、任意の光透過性材料で作られる。
【００４１】
ＧａＮ基板の別の製造方法は、サファイア基板上でパターン形成された薄いＧａＮ層上で
厚いＧａＮ層の選択領域を再成長させるものであり、エッチングを行なわずにＧａＮ基板
間にトレンチを形成する。
【００４２】
ここで、図９を参照すると、本発明に従った、サファイア基板上の窒化ガリウムの選択領
域再成長が図示されている。基板２００（直径５～７．５ｃｍ）として、Ｃ面（０００１
）またはＡ面（１１２０）配向のサファイア（Ａｌ2Ｏ3）基板を用いることができる。サ
ファイア基板２００の厚さは通常２００μｍ～１０００μｍのオーダーである。
【００４３】
サファイア基板２００上で、厚さ約２００Åの薄い窒化ガリウム核形成層２０２を成長さ
せる。次いで、核形成層２０２上で厚さ約２μｍの窒化ガリウム層２０４を成長させる。
前述したように、ＧａＮ層の成長はＯＭＶＰＥ法もしくはＨＶＰＥ法により行う。
【００４４】
次いで、プラズマ強化化学蒸着法（ＰＥＣＶＤ）または化学蒸着法（ＣＶＤ）により、Ｇ
ａＮ層２０４の上面２０８に、厚さ１００ｎｍの二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）誘電体層２０
６を蒸着する。誘電体層として窒化ケイ素またはシリコンオキシニトリドを用いてもよい
。或いは、選択領域再成長のマスキング材料として、タングステンなどの金属層を用いて
もよい。
【００４５】
標準的なフォトリソグラフィー法により二酸化ケイ素誘電体層２０６にパターン形成し、
フッ化水素酸（ＨＦ）を用いたウェットエッチング技術、もしくは化学的支援によるイオ
ンビームエッチング法（ＣＡＩＢＥ）や反応性イオンエッチング法（ＲＩＥ）などのドラ
イエッチング技術により、図１０に示すようにＧａＮ層２０４の上面２０８にストライプ
２１０を形成する。
【００４６】
ストライプ２１０の幅は通常２００～１０００μｍであるが、これは後続工程で再成長さ
せるＧａＮ層が、ストライプを完全に超えて成長しないようにするために十分な幅である
。二酸化ケイ素ＳｉＯ2の誘電体ストライプ２１０間の開口２１２は、ＧａＮ層２０４の
上面２０８まで下って延びている。図１１に示された正方形のストライプパターン２１４
は、後続工程で均質のＧａＮ層が再成長する領域を画定し、代表的には各方向が０．５～
５ｃｍのオーダーである。開口は、後続工程で再成長する第２のＧａＮ層の区画を形成す
る。この部分が後にサファイア基板から分離され、本発明のＧａＮ基板が形成される。ス
トライプパターンは、基板上で囲まれた領域を画定するのに好適な別の形状（長方形、六
角形など）であってもよい。
【００４７】
図１２に示すように、ＯＭＶＰＥ法もしくはＨＶＰＥ法のいずれかにより、ＧａＮ層２０
４の上面２０８で、平行の誘電体ストライプ２１０間の開口２１２に、第２の厚いＧａＮ
層２１６を成長させる。
【００４８】
第２の厚いＧａＮ層２１６の深さは約６０～３００μｍである。誘電体ストライプ２１０
の幅は、第２の厚いＧａＮ層２１６がストライプを完全に超えて成長しないために十分で
はあるが、ＧａＮ層２１６がＧａＮ基板２１８を形成するような幅となっている。ストラ
イプを完全に超えて成長しないため、ＧａＮ基板２１８は、第２のＧａＮ層が完全に合体
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しないことで形成されるトレンチ２２０によって分離される。トレンチ２２０の幅は約１
００Å～１μｍである。トレンチ幅は、個々の基板２１８を分離する幅であれば十分であ
る。ＧａＮ基板テンプレート２１８を完全に分離するため、ＣＡＩＢＥ法やＲＩＥ法など
のドライエッチング技術を用いて誘電体ストライプ２１０、ＧａＮ層２０４、２０２をエ
ッチングすることにより、第２のＧａＮ層が完全に合体しないことで形成されるトレンチ
２２０をサファイア基板まで延ばせる。
【００４９】
窒化ガリウムの横方向距離対垂直高さ方向の成長の比率は、成長温度、成長反応器の圧力
、ＧａＮの結晶配向に対するストライプの配向により異なるが、通常は０．５：１～３：
１のオーダーである。従って、ＧａＮ層が過剰成長し、個々のＧａＮ基板に分離せずに１
つの層として合体することを防ぐため、二酸化ケイ素ストライプの幅は、過剰成長したＧ
ａＮ層の厚さの１倍～６倍広くする必要がある。
【００５０】
図１３に示すように、ＧａＮ基板２１８の上面２２２を、シアノアクリレートベースの接
着剤などの接着剤２２６で、シリコン（Ｓｉ）支持基板２２４に接着する。或いは、ヒ化
ガリウム（ＧａＡｓ）や任意の硬質材料を支持基板として用いてもよい。
【００５１】
ＧａＮ基板２１８の下面２２８をサファイア基板２００に、上面２２２をＳｉ支持基板２
２４に接着する。光散乱を最小化するため、サファイア基板２００の下面２３０（ＧａＮ
基板と反対側の面）を研磨し、非常になめらかな表面に仕上げる。
【００５２】
図１４に示すように、紫外線エキシマレーザ２３２でレーザビーム２３４を照射する。こ
のレーザビーム２３４はサファイア基板２００を透過し、サファイア基板２００とＧａＮ
基板２１８との界面２３６に達する。
【００５３】
エキシマレーザを適宜調節することで、サファイア基板２００とＧａＮ基板２１８との界
面２３６において、薄いＧａＮ層２３８（最初のＧａＮ核形成層２０２の一部）を分解で
きる。ＧａＮ層２３８はサファイア基板を透過した照射レーザビームによってＧａ金属と
Ｎ2とに分解する。
【００５４】
ＧａＮ基板とサファイア基板との界面２３６でレーザビームが吸収され、これによって構
造２００と２１８が、界面２３６の温度がガリウムの融点である３０℃を超えるまで全面
的に加熱され、薄いＧａＮ層２３８がＧａ金属とＮ2とに分解する。ＧａＮ基板をサファ
イア基板から分離した後、ＧａＮ基板２１８の下面２２８にＧａ金属が残留していれば、
塩酸（ＨＣＬ）水溶液（ＨＣＬ：Ｈ2Ｏ＝１：１）に浸漬して除去する。
【００５５】
図１５に示すように、ＧａＮ基板２１８を支持基板２２４から分離するため、ＧａＮ基板
／支持基板の構造物を有機溶媒２４０に浸漬する。その後、ＧａＮ基板２１８を標準的な
ウェハクリーニング工程によりクリーニングし、後続工程で窒化物ベースの半導体層を蒸
着して半導体デバイス構造物を形成するための基板を作製する。サファイア基板２００は
、次にＧａＮ基板を製造する際に再使用できる。
【００５６】
前述したように、窒化ガリウム基板が導電性である必要がある場合、ＯＭＶＰＥ法による
成長過程で、ＧａＮ層２１８をＮ形もしくはＰ形にドーピング処理してもよい。
【００５７】
或いは、図１６および図１７に示すように、選択領域再成長工程で、ＧａＮ層における転
位密度を低減する目的でエピタキシャル横方向過剰成長（ＥＬＯ）を促進するように、サ
ファイア基板２００にＧａＮ層２０２および２０４を蒸着した後、パターン２１３中で第
２セットの狭い二酸化ケイ素ストライプ２１１を利用してもよい。
【００５８】
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ＥＬＯに関する二酸化ケイ素ストライプ２１１の幅は、通常は１０μｍのオーダーであり
、１２μｍの周期を伴う。ＥＬＯ二酸化ケイ素ストライプ２１１は、正方形のＳｉＯ2パ
ターン２１２の全長にわたって長さを伸張し、正方形パターン２１０のより大きいストラ
イプ２１０内に収まるようになっている。転位密度の減少を最大に促進し、ＥＬＯ二酸化
ケイ素ストライプ２１１をＧａＮ層２０４の１０－１０方向に配向することが好ましい。
図１８に示すように、第２の二酸化ケイ素ストライプ２１１は、第２の厚いＧａＮ層２１
６を再成長させた後にストライプ２１１が完全に過剰成長できるよう十分に狭い。
【００５９】
或いは、図１９に示す別のＥＬＯパターン２１５（例えば、表面に直径２μｍの円形開口
が４μｍのピッチで形成された、もしくはＳｉＯ2で完全に被覆されたマトリックス）を
用いて、転位密度を減少させた横方向過剰成長を実現してもよい。
【００６０】
ＧａＮ層３００をサファイア基板３０２に蒸着し、図２０に示す簡単な構造とする。トレ
ンチ３０４は、第１のＧａＮ基板３０６を第２のＧａＮ基板３０８から分離する。第１の
ＧａＮ基板３０６と第２のＧａＮ基板３０８は、ＧａＮ層３００から形成されている。ト
レンチ３０４はエッチング、もしくは不完全な選択領域再成長によって形成される。ヘテ
ロエピタキシ現象（１つの半導体材料が別の材料に付着する現象。この例では窒化ガリウ
ムがサファイアに付着する）、または２つの異なる材料ＧａＮとサファイアとの熱膨張係
数の不一致により、第１のＧａＮ基板３０６中に微小割れ３１０が発生することとがある
。２つの基板間のトレンチ３０４は、第１のＧａＮ基板３０６に発生した割れ３１０が第
２のＧａＮ基板３０８に及んでいくのを止める。その後、第１のＧａＮ基板３０６は除去
されるが、第２のＧａＮ基板３０８は後で光電子工学的半導体構造物のために使用できる
。
【００６１】
気相エピタキシによりサファイア基板に蒸着された十分な厚さを持つＧａＮ層は、ＧａＮ
層中の残留応力の作用で曲率が大きくなることがある。ＧａＮ層内の高い（８ＧＰａより
大きい）圧縮応力に対処する場合、深刻な割れや再現性が問題となる。ＧａＮ層の直径に
わたるトレンチまたは１組の平行トレンチは、圧縮応力を軽減し、基板の曲がりを部分的
に取り除く。直交方向のトレンチまたは１組の平行直交トレンチは、二軸方向の残留応力
に関連する直交方向の曲がりを軽減することになる。
【００６２】
同様に、図２１の簡単な構造では、サファイア基板４０８とＳｉ支持基板４１０との間で
２つの基板が結合されているため、第１のＧａＮ基板４０２中の微小割れ４００は、第２
のＧａＮ基板４０６に達することなくトレンチ４０４で止まる。レーザ４１２でリフトオ
フを行う際、およびＧａＮ基板４０４と４０６をサファイア基板４０８から分離する際に
、二軸方向の熱弾性応力に起因して微小割れ４００がＧａＮ基板４０２中に形成される。
【００６３】
単結晶ＧａＮ基板を得ることの利点は、ホモエピタキシャルＧａＮベースの薄膜素子をＧ
ａＮ基板にその後蒸着できる点、そしてレーザダイオードの用途でミラーファセットを単
純に裂くことができる点にある。
【００６４】
ＧａＮ層の成長工程またはその後のレーザリフトオフ工程で応力に起因するＧａＮ基板内
の割れは、ストライプトレンチで孤立化する。ドナーであるサファイア基板は再利用でき
る。
【００６５】
成長したＧａＮ基板から絶縁サファイア基板を分離することにより、後でＧａＮ基板上に
成長させる窒化物ベースの半導体レーザ構造物に用いる、得られたＧａＮ基板に電気接点
を簡単に設けることができる。接点はより導電性の高いＧａＮ基板の両面に付着してもよ
く、或いは、絶縁サファイア基板の片面のみに接点を付着しながら、ＧａＮ基板を用いて
それ自身の上に接点として使用してもよい。片面に接点を設けたサファイア基板構造では
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接続やパッケージ・スキームが複雑となり、抵抗ペナルティを広げ、また作業電圧が高く
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に従った、サファイア基板上の窒化ガリウム層の側面図で
ある。
【図２】図１の窒化ガリウム層／サファイア基板上の、フォトレジストなどのエッチマス
ク層の側面図である。
【図３】窒化ガリウム層／サファイア基板上にパターン形成した後の、エッチマスクスト
ライプの側面図である。
【図４】エッチマスクを除去した後、エッチングにより形成された、窒化ガリウム層から
サファイア基板にまで達するトレンチの側面図である。
【図５】図４のエッチマスク層のストライプパターンの平面図である。
【図６】サファイア基板上で、トレンチパターンを形成した窒化ガリウム基板に接着され
た支持基板の側面図である。
【図７】支持基板に接着されトレンチパターンを形成した窒化ガリウム基板からサファイ
ア基板を分離するためのレーザリフトオフ工程の側面図である。
【図８】支持基板から窒化ガリウム基板を分離する工程の側面図である。
【図９】本発明の第２実施形態に従った、サファイア基板上の窒化ガリウム層とエッチマ
スク層の側面図である。
【図１０】図９の窒化ガリウム層／サファイア基板にパターン形成した後の、二酸化ケイ
素ストライプの側面図である。
【図１１】図９のエッチマスク層のストライプパターンの平面図である。
【図１２】窒化ガリウム層／サファイア基板上でトレンチにより分離された窒化ガリウム
基板の選択領域を再成長させる工程の側面図である。
【図１３】サファイア基板上で、トレンチパターンを形成した窒化ガリウム基板に接着さ
れた支持基板の側面図である。
【図１４】支持基板に接着されトレンチパターンを形成した窒化ガリウム基板からサファ
イア基板を分離するためのレーザリフトオフ工程の側面図である。
【図１５】支持基板から窒化ガリウム基板を分離する工程の側面図である。
【図１６】図９の窒化ガリウム層／サファイア基板にパターン形成した後の、別のセット
の二酸化ケイ素ストライプの側面図である。
【図１７】図１６のエッチマスク層のストライプパターンの平面図である。
【図１８】図１６の、窒化ガリウム層／サファイア基板上でトレンチにより分離された窒
化ガリウム基板の選択領域を再成長させる工程の側面図である。
【図１９】別のエッチマスク層のストライプパターンの平面図である。
【図２０】サファイア基板上で、窒化ガリウム基板に生じた微小割れの側面図である。
【図２１】支持基板とサファイア基板との間で、窒化ガリウム基板に生じた微小割れの側
面図である。
【符号の説明】
１００、２００　サファイア基板
１０４　窒化ガリウム層
１１６　窒化ガリウム基板
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