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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法であって、
　ＧａＮバルク結晶にＧａＮと化学組成の異なる異種基板を貼り合わせる工程と、前記異
種基板との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の距離を有する面で前記ＧａＮバルク
結晶を分割して前記異種基板上にＧａＮ薄膜を形成する工程とを含み、
　前記ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxが２０μｍ以下であり、前
記ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面と（０００１）面とのオフ角が０．０３°以上２０°
以下であることを特徴とするＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ＧａＮバルク結晶に前記異種基板を貼り合わせる工程前に、前記ＧａＮバルク結晶
の貼り合わせ面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の深さの面の位置に、水素イオン、ヘ
リウムイオンおよび窒素イオンからなる群から選ばれるいずれかのイオンを注入する工程
を含み、
　前記ＧａＮバルク結晶を分割する工程は、前記ＧａＮバルク結晶を熱処理することによ
り行うことを特徴とする請求項１に記載のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法。
【請求項３】
　前記ＧａＮバルク結晶を分割する工程は、前記異種基板との界面から０．１μｍ以上１
００μｍ以下の距離を有する面で前記ＧａＮバルク結晶を切断することにより行うことを
特徴とする請求項１に記載のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法。
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【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれかの製造方法により得られたＧａＮ薄膜貼り合わせ
基板を用いた第１のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法であって、
　前記ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の前記ＧａＮ薄膜上に、少なくとも１層のＧａＮ系半導
体層を成長させる工程を含む第１のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法。
【請求項５】
　請求項４の製造方法により得られた第１のＧａＮ系半導体デバイスを用いた第２のＧａ
Ｎ系半導体デバイスの製造方法であって、
　前記第１のＧａＮ系半導体デバイスの前記ＧａＮ系半導体層の最外層側に放熱導電板を
貼り付ける工程と、前記ＧａＮ薄膜と前記異種基板とを分離する工程を含む第２のＧａＮ
系半導体デバイスの製造方法。
【請求項６】
　ＧａＮと化学組成の異なる異種基板と、前記異種基板に貼り合わせられている０．１μ
ｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜とを含み、
　前記ＧａＮ薄膜の貼り合わせ面と（０００１）面とのオフ角が０．０３°以上２０°以
下であるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板。
【請求項７】
　前記ＧａＮ薄膜は、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下である請求項６に記載のＧａＮ薄
膜貼り合わせ基板。
【請求項８】
　前記ＧａＮ薄膜は、キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3以上である請求項６または請求項
７に記載のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板。
【請求項９】
　前記ＧａＮ薄膜は、単結晶で形成されている第１の領域と前記第１の領域に対して［０
００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で形成されている
領域の少なくともいずれかの領域である第２の領域とを含む請求項６から請求項８までの
いずれかに記載のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板。
【請求項１０】
　前記異種基板は、熱膨張係数が１×１０-8以上１×１０-5以下である請求項６から請求
項９までのいずれかに記載のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板。
【請求項１１】
　ＧａＮと化学組成の異なる異種基板と、前記異種基板に貼り合わせられている０．１μ
ｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜と、前記ＧａＮ薄膜上に形成されている少なく
とも１層のＧａＮ系半導体層とを含み、
　前記ＧａＮ薄膜の貼り合わせ面と（０００１）面とのオフ角が０．０３°以上２０°以
下である第１のＧａＮ系半導体デバイス。
【請求項１２】
　０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜と、前記ＧａＮ薄膜上に形成されて
いる少なくとも１層のＧａＮ系半導体層と、前記ＧａＮ系半導体層の最外層側に貼り合わ
せられている放熱導電基板とを含み、
　前記ＧａＮ薄膜の主面と（０００１）面とのオフ角が０．０３°以上２０°以下である
第２のＧａＮ系半導体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板にＧａＮ薄膜が貼り合わせられているＧ
ａＮ薄膜貼り合わせ基板およびその製造方法に関する。また、本発明は、ＧａＮ薄膜上に
形成されている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層を含むＧａＮ系半導体デバイスおよび
その製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＧａＮ基板は、ＧａＡｓ基板、ＩｎＰ基板などとともに、半導体デバイスに好適に用い
られているが、ＧａＡｓ基板およびＩｎＰ基板に比べて、製造コストが極めて高い。これ
により、ＧａＮ基板が用いられている半導体デバイスの製造コストが極めて高くなる。こ
れは、ＧａＮ基板と、ＧａＡｓ基板およびＩｎＰ基板との間の製造方法の違いに由来する
。
【０００３】
　すなわち、ＧａＡｓおよびＩｎＰについては、ブリッジマン法、チョコラルスキー法な
どの液相法により結晶成長を行なうため、結晶成長速度が高く、たとえば１００時間程度
の結晶成長時間で厚さが２００ｍｍ以上の大きなＧａＡｓバルク結晶およびＩｎＰバルク
結晶が容易に得られるため、かかる厚さの大きなバルク結晶から、それぞれ厚さ２００μ
ｍ～４００μｍ程度のＧａＡｓ自立基板およびＩｎＰ自立基板を大量に（たとえば、１０
０枚以上）切り出すことができる。
【０００４】
　これに対して、ＧａＮについては、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成長）法、ＭＯＣＶＤ
（有機金属化学気相堆積）法などの気相法により結晶成長を行なうため、結晶成長速度が
低く、たとえば１００時間程度の結晶成長時間でも厚さが１０ｍｍ程度のＧａＮバルク結
晶しか得られない。かかる厚さの結晶からは、厚さ２００μｍ～４００μｍ程度のＧａＮ
自立基板は、少量（たとえば、１０枚程度）しか切り出せない。
【０００５】
　しかし、ＧａＮ基板の切り出し枚数を増加させるため、ＧａＮバルク結晶から切り出す
ＧａＮ膜の厚さを小さくすると、機械的強度が低下し、自立基板となり得ない。したがっ
て、ＧａＮバルク結晶から切り出されるＧａＮ薄膜を補強する方法が必要となる。
【０００６】
　ＧａＮ薄膜の補強方法として、ＧａＮとは化学組成の異なる異種基板にＧａＮ薄膜を貼
り合わせた基板（以下、貼り合わせ基板という）を製造する方法がある。このような貼り
合わせ基板の製造方法は、たとえば、特表２００４－５１２６８８号公報（以下、特許文
献１という）および特開２００５－２５２２４４号公報（以下、特許文献２という）に開
示されている。しかし、特許文献１または特許文献２の製造方法で製造した貼り合わせ基
板を用いて、ＭＯＣＶＤ法、ＭＢＥ法などの気相法により半導体デバイスを製造しようと
すると、貼り合わせ基板上のＧａＮ薄膜上に半導体層を積層させる工程中にＧａＮ薄膜が
異種基板から剥がれてしまうという問題があった。
【特許文献１】特表２００４－５１２６８８号公報
【特許文献２】特開２００５－２５２２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、半導体デバイスの製造コストを低減するために、ＧａＮと化学組成の異なる
異種基板にＧａＮ薄膜が強固に貼り合わされているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板およびその
製造方法、ならびに、ＧａＮ薄膜上に形成されている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層
を含むＧａＮ系半導体デバイスおよびその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】
　本発明は、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法であって、ＧａＮバルク結晶にＧａＮ
と化学組成の異なる異種基板を貼り合わせる工程と、異種基板との界面から０．１μｍ以
上１００μｍ以下の距離を有する面でＧａＮバルク結晶を分割して異種基板上にＧａＮ薄
膜を形成する工程とを含み、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxが２
０μｍ以下であり、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面と（０００１）面とのオフ角が０．
０３°以上２０°以下であることを特徴とするＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法であ
る。
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【０００９】
　本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法において、ＧａＮバルク結晶に異
種基板を貼り合わせる工程前に、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面から０．１μｍ以上１
００μｍ以下の深さの面の位置に水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イオンからなる
群から選ばれるいずれかのイオンを注入する工程を含み、ＧａＮバルク結晶を分割する工
程は、ＧａＮバルク結晶を熱処理することにより行うことができる。また、ＧａＮバルク
結晶を分割する工程は、異種基板との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の距離を有
する面でＧａＮバルク結晶を切断することにより行うことができる。
【００１０】
　また、本発明は、上記の製造方法により得られたＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を用いた第
１のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法であって、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板のＧａＮ薄
膜上に、少なくとも１層のＧａＮ系半導体層を成長させる工程を含むＧａＮ系半導体デバ
イスの製造方法である。
【００１１】
　また、本発明は、上記の製造方法により得られた第１のＧａＮ系半導体デバイスを用い
た第２のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法であって、第１のＧａＮ系半導体デバイスの
ＧａＮ系半導体層の最外層側に放熱導電板を貼り合わせる工程と、ＧａＮ薄膜と異種基板
とを分割する工程を含む第２のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法である。
【００１２】
　また、本発明は、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板と、異種基板に貼り合わせられて
いる０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜とを含み、ＧａＮ薄膜の貼り合わ
せ面と（０００１）面とのオフ角が０．０３°以上２０°以下であるＧａＮ薄膜貼り合わ
せ基板である。
【００１３】
　本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、ＧａＮ薄膜の転位密度を１×１０
9ｃｍ-2以下とすることができる。また、ＧａＮ薄膜のキャリア濃度を１×１０17ｃｍ-3

以上とすることができる。また、ＧａＮ薄膜は、単結晶で形成されている第１の領域と、
第１の領域に対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域および
多結晶で形成されている領域の少なくともいずれかの領域である第２の領域とを含むこと
ができる。また、異種基板の熱膨張係数を１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下とする
ことができる。
【００１４】
　また、本発明は、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板と、異種基板に貼り合わせられて
いる０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜と、ＧａＮ薄膜上に形成されてい
る少なくとも１層のＧａＮ系半導体層とを含み、ＧａＮ薄膜の貼り合わせ面と（０００１
）面とのオフ角が０．０３°以上２０°以下である第１のＧａＮ系半導体デバイスである
。
【００１５】
　また、本発明は、０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜と、ＧａＮ薄膜上
に形成されている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層と、ＧａＮ系半導体層の最外層側に
貼り合わせられている放熱導電基板とを含み、ＧａＮ薄膜の主面と（０００１）面とのオ
フ角が０．０３°以上２０°以下である第２のＧａＮ系半導体デバイスである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板にＧａＮ薄膜が強固に貼り合わせ
られているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板およびその製造方法、ならびに、ＧａＮ薄膜上に形
成されている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層を含むＧａＮ系半導体デバイスおよびそ
の製造方法を提供することができ、これにより、半導体デバイスの製造コストを低減する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　（実施形態１）
　本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の一実施形態は、図１（ｄ）を参照して、Ｇ
ａＮと化学組成の異なる異種基板２０と、異種基板２０に貼り合わせられている０．１μ
ｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜１０ａとを含む。本実施形態のＧａＮ薄膜貼り
合わせ基板１は、異種基板２０上に貼り合わせられたＧａＮ薄膜１０ａの厚さが０．１μ
ｍ以上１００μｍ以下であるため、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基
板が得られる。このため、半導体デバイス用基板および半導体デバイスの製造コストが低
減できる。
【００１８】
　本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法の一実施形態は、図１を参照して
、ＧａＮバルク結晶１０にＧａＮと化学組成の異なる異種基板２０を貼り合わせる工程（
図１（ｃ））と、異種基板２０との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の距離を有す
る面１０ｔでＧａＮバルク結晶１０を分割して異種基板２０上にＧａＮ薄膜１０ａを形成
する工程（図１（ｄ））とを含む。かかる製造方法により、異種基板２０上に貼り合わせ
られた厚さが０．１μｍ以上１００μｍ以下のＧａＮ薄膜１０ａを形成することができる
。
【００１９】
　ここで、図１（ａ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０は、下地基板１００としてＧａ
Ｎ結晶と格子整合性が高いＧａＡｓ基板、サファイア基板、ＳｉＣ基板などを用いて、Ｈ
ＶＰＥ法などの気相法により成長させる。成長させたＧａＮバルク結晶１０から、下地基
板１００を研削などの公知の方法で除去することにより、図１（ｂ）に示すようなＧａＮ
バルク結晶１０が得られる。このＧａＮバルク結晶１０のＮ面（窒素原子面、以下同じ）
１０ｎを研磨して鏡面とする。なお、ＧａＮバルク結晶１０には、Ｎ面１０ｎの反対側に
Ｇａ面（ガリウム原子面、以下同じ）１０ｇが現われる。
【００２０】
　次に、図１（ｃ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０に異種基板２０を貼り
合わせる。貼り合わせ方法には、特に制限はないが、低温で均一に貼り合わせられる観点
から、表面活性化法、フュージョンボンディング法などが好ましい。ここで、表面活性化
法とは貼り合わせ面をプラズマに曝すことによりその表面を活性化させた後貼り合わせる
方法をいい、フュージョンボンディング法とは洗浄した表面（貼り合わせ面）どうしを加
圧加熱して貼り合わせる方法をいう。
【００２１】
　本実施形態においては、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（異種基板と貼り合わされる
ＧａＮバルク結晶の表面をいう、以下同じ）の最大表面粗さＲmaxは２０μｍ以下とする
。最大表面粗さＲmaxとは、その表面全体における頂部と谷部との間の距離の最大値をい
う。貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxを２０μｍ以下にする方法には、特に制限はない
が、たとえば、ＧａＮバルク結晶にＧａＮと化学組成の異なる異種基板を貼り合わせる工
程の前に、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面を研磨する工程をさらに有し、この貼り合わ
せ面の研磨工程によりＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxを２０μｍ
以下とする方法がある。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxが２０μ
ｍより大きいと、ＧａＮ系半導体層のエピタキシャル成長温度である１２００℃程度まで
昇温した後降温させると、ＧａＮ薄膜が異種基板から剥離しやすくなる。かかる観点から
、貼り合わせ面の最大表面粗さＲmaxは１０μｍ以下であることがより好ましい。この最
大表面粗さＲmaxはフラットネステスター、接触式段差計で測定することができる。
【００２２】
　また、ＧａＮ薄膜と異種基板との貼り合わせ強度を高め、異種基板からのＧａＮ薄膜の
剥離をより低減する観点から、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の平均表面粗さＲａは１
ｎｍ以下であることが好ましい。ここで、平均表面粗さＲａは、粗さ曲面からその平均面
の方向に基準面積だけ抜き取り、この抜き取り部分の平均面から測定曲面までの偏差の絶
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対値を基準面積について平均した値をいう。この平均表面粗さＲａは、光干渉式段差計な
どで測定することができる。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の平均表面粗さＲａを１ｎ
ｍ以下にする方法には、特に制限はないが、たとえば、上記の貼り合わせ面の研磨工程の
後、上記のＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面に異種基板を貼り合わせる工程の前に、研磨
された貼り合わせ面を塩素ガスを用いてエッチングする工程を有し、このエッチング工程
により貼り合わせ面の平均表面粗さＲａを１ｎｍ以下とする方法がある。
【００２３】
　このとき、ＧａＮバルク結晶１０に異種基板２０を貼り合わせる工程の前に、ＧａＮバ
ルク結晶１０の貼り合わせ面をエッチングする工程を含むことが好ましい。かかるエッチ
ングによりＧａＮバルク結晶１０の表面に形成されている酸化膜を除去するとともに、表
面の平坦性が良くなり、貼り合わせ強度が大きくなる。かかるエッチングの方法には、特
に制限はないが、結晶表面の酸化膜の除去性および結晶表面の平坦性を高める観点から、
塩素ガスを用いたエッチングが、アルゴンガスを用いたエッチングより好ましい。
【００２４】
　アルゴンガスでエッチングされたＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の平均表面粗さＲａ
は１ｎｍより大きく、これに異種基板を貼り合わせたものはエピタキシャル成長させる温
度である１２００℃まで昇温した後降温させると、貼り合わせ面で異種基板との剥離が生
じる場合がある。これに対して、塩素ガスでエッチングされたＧａＮバルク結晶の貼り合
わせ面の平均表面粗さＲａは１ｎｍ以下であり、これに異種基板を貼り合わせたものは、
エピタキシャル成長させる温度である１２００℃まで昇温した後降温させても、貼り合わ
せ面で異種基板との剥離は極めて生じにくい。
【００２５】
　また、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面のオフ角（貼り合わせ面と（０００１）面との
なす角度をいう、以下同じ）は、０．０３°以上２０°以下であることが、ＧａＮバルク
結晶と異種基板との貼り合わせ強度を高くする観点から、好ましい。（０００１）面に対
するオフ角が０°または０°に近い面よりも、オフ角が０．０３°以上２０°以下の面の
方が、結合手の数が多く、異種基板との貼りあわせ強度が高くなるためと考えられる。か
かる観点から、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面のオフ角は０．１°以上２°以下がより
好ましく、０．２°以上０．９°以下がさらに好ましい。ここで、ＧａＮバルク結晶の貼
り合わせ面のオフ角は、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の中央部をＸ線回折法を用いて
測定した値をいう。
【００２６】
　次に、図１（ｃ）および（ｄ）を参照して、異種基板２０との界面から０．１μｍ以上
１００μｍ以下の距離Ｔを有する面１０ｔでＧａＮバルク結晶１０を分割して異種基板２
０上にＧａＮ薄膜１０ａを形成することにより、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板２０
と、異種基板２０に貼り合わせられている０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さＴのＧａ
Ｎ薄膜１０ａとを含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られる。なお、図１においては、
異種基板２０として導電性の基板が図示されているが、絶縁性の基板を用いることもでき
る。
【００２７】
　ここで、実施形態１において、異種基板との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の
距離を有する面でＧａＮバルク結晶を分割する方法について説明する。以下、実施形態１
Ａとして異種基板との界面から距離が小さい面で分割する場合に好ましい製造方法の例を
、実施形態１Ｂとして異種基板との界面からの距離が大きい面で分割する場合に好ましい
製造方法の例を説明する。
【００２８】
　（実施形態１Ａ）
　実施形態１Ａは、異種基板との界面からの距離が０．１μｍ以上１００μｍ以下、好ま
しくは０．１μｍ以上５０μｍ以下、より好ましくは０．１μｍ以上１０μｍ以下の面で
分割される場合に適用される。実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法は、
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図２を参照して、ＧａＮバルク結晶１０に異種基板２０を貼り合わせる工程（図２（ｃ）
）前に、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の深さ
Ｔの面１０ｔの位置に、水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イオンからなる群から選
ばれるいずれかのイオン１４０を注入する工程（図２（ａ））を含み、ＧａＮバルク結晶
１０を分割する工程（図２（ｄ））は、ＧａＮバルク結晶１０を熱処理することにより行
うことを特徴とする。かかる方法により、異種基板との界面からの距離が小さい面におい
て、精度よく、容易かつ確実に、ＧａＮ結晶を分割することができる。
【００２９】
　以下、より具体的に説明する。まず、図２（ａ）を参照して、貼り合わせ面となるＮ面
１０ｎが鏡面加工されているＧａＮバルク結晶１０に、Ｎ面１０ｎからの距離Ｌが０．１
μｍ以上１００μｍとなる面１０ｔの位置に、水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イ
オンからなる群から選ばれるいずれかのイオン１４０を注入する。これらのイオンの注入
方法は、特に制限はないが、イオン注入装置を用いることが好ましい。
【００３０】
　次に、図２（ｂ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ）を
、たとえば塩素ガスでエッチング１５０して清浄面とする。一方、異種基板の貼り合わせ
面（ＧａＮバルク結晶と貼り合わされる異種基板の表面をいう、以下同じ）をたとえばア
ルゴンガスでエッチングして清浄面とする（図示せず）。貼り合わせる両面を清浄面とす
ることにより、ＧａＮバルク結晶と異種基板とをより強固に貼り合わせることができる。
次に、図２（ｃ）を参照して、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面）と異種基板の貼
り合わせ面とを、表面活性化法により貼り合わせる。
【００３１】
　次に、図２（ｄ）を参照して、異種基板２０が貼り合わせられたＧａＮバルク結晶１０
を熱処理することにより、上記の水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イオンのうちの
いずれかのイオンが注入された部分が脆化され、かかる部分でＧａＮバルク結晶が分割さ
れる。こうして、異種基板２０上にＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられているＧａＮ薄膜
貼り合わせ基板１が得られる。ここで、熱処理の温度は、水素イオン、ヘリウムイオンお
よび窒素イオンのうちいずれかのイオンの注入によるマイクロキャビティが大きくなり、
かつ、これらのイオン自体の拡散が小さい観点から、３００℃以上６００℃以下が好まし
く、４００℃以上５００℃以下がより好ましい。
【００３２】
　また、ＧａＮバルク結晶１０からＧａＮ薄膜１０ａが分割された後のＧａＮバルク結晶
１０ｂに対して、さらに、上記のように、次の貼り合わせ面となるＮ面から０．１μｍ以
上１００μｍ以下の位置の面に、水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イオンから選ば
れるいずれかのイオンを注入し、Ｎ面（ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面）をエッチング
により清浄面とし、エッチングにより貼り合わせ面が清浄面とされた異種基板と貼り合わ
せた後、熱処理することにより、次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得られる。かかる工程
を繰り返すことにより、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を製造す
ることができる。
【００３３】
　（実施形態１Ｂ）
　実施形態１Ｂは、異種基板との界面からの距離が０．１μｍ以上１００μｍ以下、好ま
しくは１０μｍ以上１００μｍ以下、より好ましくは５０μｍ以上１００μｍ以下の面で
分割される場合に適用される。実施形態１ＢのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法は、
図３を参照して、ＧａＮバルク結晶に、水素イオン、ヘリウムイオンおよび窒素イオンか
らなる群から選ばれるいずれかのイオンを注入する工程は含まれず、ＧａＮバルク結晶１
０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ）をエッチング１５０により清浄面とする工程（図３（ａ
））、ＧａＮバルク結晶１０に異種基板２０を貼り合わせる工程（図３（ｂ））およびＧ
ａＮバルク結晶１０を分割する工程（図３（ｃ））が含まれる。ＧａＮバルク結晶１０を
分割する工程（図３（ｃ））は、異種基板との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の
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距離Ｔを有する面１０ｔでＧａＮバルク結晶１０を切断することにより行うことを特徴と
する。かかる方法により、異種基板との界面からの距離が大きい面において、精度よく、
容易かつ確実に、ＧａＮ結晶を分割することができる。こうして、異種基板２０上にＧａ
Ｎ薄膜１０ａが貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られる。
【００３４】
　また、ＧａＮバルク結晶１０からＧａＮ薄膜１０ａが分割された後のＧａＮバルク結晶
１０ｂに対して、さらに、上記のように、次の貼り合わせ面となるＮ面をエッチングによ
り清浄面とし、エッチングにより貼り合わせ面が清浄面とされた異種基板と貼り合わせた
後、異種基板との界面から０．１μｍ以上１００μｍ以下の距離を有する面でＧａＮバル
ク結晶を切断することにより、次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得られる。かかる工程を
繰り返すことにより、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を製造する
ことができる。ここで、ＧａＮバルク結晶を切断する方法としては、特に制限はないが、
一般にＩＩＩ族窒化物結晶の切断に用いられる装置として、たとえば、放電加工機、ワイ
ヤーソー、外周刃、内周刃、レーザ照射などにより切断する方法がある。
【００３５】
　上記の製造方法により、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板２０と、異種基板２０に貼
り合わせられている０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さＴのＧａＮ薄膜１０ａとを含む
ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が、精度よく、容易にかつ確実に、多量に、低コストで得ら
れる。
【００３６】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、ＧａＮ薄膜は、その転位密度の低減
がＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＤ（半導体レーザ）などの光デバイスの特性（たとえば
、光出力、寿命など）、ＨＥＭＴ（High Electron Mobility Transistor；高電子移動ト
ランジスタ）、縦型コンデンサなどの電子デバイスの特性（たとえば、耐電圧など）を向
上させる観点から、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下であることが好ましい。転位密度が
１×１０9ｃｍ-2以下の低転位のＧａＮ薄膜は、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下の低転位
のＧａＮバルク結晶を分割することにより得られる。かかる観点から、ＧａＮ薄膜の転位
密度は１×１０7ｃｍ-2以下がより好ましく、３×１０6ｃｍ-2以下がさらに好ましい。
【００３７】
　ここで、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下の低転位のＧａＮバルク結晶は、たとえば、
図４を参照して、以下の方法により製造することができる。すなわち、まず、下地基板上
に、ストライプ状にパターン化された開口部１１０ｗとマスク部１１０ｍとで構成される
第１のマスク層１１０（図４（ａ））、または、ドット状にパターン化された開口部１１
０ｗとマスク部１１０ｍとで構成される第１のマスク層１１０を形成する。
【００３８】
　次に、かかる第１のマスク層１１０上に、ＧａＮバルク結晶を成長させることにより、
低転位のＧａＮバルク結晶が得られる。転位密度を１×１０9ｃｍ-2以下とする観点から
、ストライプ状の開口部１１０ｗは、幅Ｖｗが０．４μｍ～１０μｍ、ピッチＶｐが０．
４μｍ～２０μｍであることが好ましく（図４（ａ））、ドット状の開口部１１０ｗは、
幅Ｖｗが０．４μｍ～１０μｍ、ピッチＶｐが２μｍ～１０μｍであることが好ましい（
図４（ｂ））。ここで、第１のマスク層１１０を形成する材料は、特に制限はないが、Ｓ
ｉＯ2、Ｓｉ3Ｎ4などが好ましく用いられる。
【００３９】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、ＧａＮ薄膜は、ＬＥＤ、ＬＤ、縦型
トランジスタなどの縦型半導体デバイスの基板として用いられる場合、導電性であること
が好ましい。たとえば、ＧａＮ薄膜は、キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3以上であること
が好ましい。キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3以上の導電性のＧａＮ薄膜は、キャリア濃
度が１×１０17ｃｍ-3以上のＧａＮバルク結晶を分割することにより得られる。かかるＧ
ａＮバルク結晶は、結晶成長の際に、Ｏ（酸素）、Ｇｅ（ゲルマニウム）、Ｓ（イオウ）
、Ｓｉ（ケイ素）などのドーパントを添加することにより得られる。導電性を高める観点
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から、キャリア濃度は１×１０18ｃｍ-3以上であることがより好ましい。ここで、ＧａＮ
薄膜のキャリア濃度は、ホール測定装置により測定できる。
【００４０】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、ＧａＮ薄膜は、転位を低減する観点
から、単結晶で形成されている第１の領域と、この第１の領域に対して［０００１］方向
が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で形成されている領域の少なく
ともいずれかの領域である第２の領域とを含むことが好ましい。かかる第２の領域が含ま
れることにより、第２の領域に転位が吸収され、転位を低減することができる。上記の第
１の領域と第２の領域とを含むＧａＮ薄膜は、かかる第１の領域と第２の領域とを含むＧ
ａＮバルク結晶を分割することにより得られる。
【００４１】
　ここで、単結晶で形成されている第１の領域とこの第１の領域に対して［０００１］方
向が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で形成されている領域の少な
くともいずれかの領域である第２の領域とを含むＧａＮバルク結晶は、たとえば、図５お
よび図６を参照して、以下の方法により製造することができる。すなわち、まず、下地基
板上に、第１のマスク層１１０とストライプ状にパターン化された第２のマスク層１２０
とで構成されるマスク層１３０（図５（ａ））、または、第１のマスク層１１０とドット
状にパターン化された第２のマスク層１２０とで構成されるマスク層１３０（図５（ｂ）
）を形成する。ここで、第１のマスク層１１０とは、上記のストライプ状またはドット状
にパターン化された開口部１１０ｗを有するマスク層をいう。また、第２のマスク層１２
０には開口部は含まれない。また、第２のマスク層１２０を形成する材料は、特に制限は
ないが、ＳｉＯ2、Ｓｉ3Ｎ4などが好ましく用いられる。
【００４２】
　次に、上記のマスク層１３０上に、ＧａＮバルク結晶１０を成長させることにより、図
６（ｃ）を参照して、第１のマスク層１１０上には第１の領域１１が形成され、第２のマ
スク層１２０上には第２の領域１２が形成される。ここで、たとえば、気相法でＧａＮバ
ルク結晶を成長させる場合には、窒素原料ガスの分圧を低くすると、第２の領域１２とし
て、第１の領域に対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域が
得られやすい。また、窒素原料ガスの分圧を高くすると、第２の領域１２として、多結晶
で形成されている領域が得られやすい。また、窒素原料ガスの分圧によっては、第１の領
域に対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で
形成されている領域からなる第２の領域１２が得られる。
【００４３】
　こうして、マスク層１３０上に、図６（ａ）または（ｂ）に示される、第１の領域１１
と第２の領域１２とを含むＧａＮバルク結晶１０が得られる。ここで、ＧａＮバルク結晶
１０内に第１の領域１１と第２の領域１２を容易に形成する観点から、ストライプ状の第
２のマスク層１２０は、幅Ｗｗが１０μｍ～１００μｍ、ピッチＷｐが１００μｍ～１０
００μｍであることが好ましく（図５（ａ））、ドット状の第２のマスク層１２０は、幅
Ｗｗが１０μｍ～２００μｍ、ピッチＷｐが１００μｍ～５０００μｍであることが好ま
しい（図５（ｂ））。
【００４４】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板はＧａＮ系半導体デバイス用基板として用いら
れるものであるため、異種基板はＧａＮ薄膜上にＧａＮ系半導体層を成長させる際の環境
にも耐えうる必要がある。かかる観点から、実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板にお
いて、異種基板とＧａＮ薄膜（熱膨張係数：５．６×１０-6Ｋ-1）との熱膨張係数の違い
が小さいことが好ましい。たとえば、異種基板は、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×
１０-5Ｋ-1以下であることが好ましい。この点から好ましい異種基板として、サファイア
基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、カーボン基板、
ＧａＡｓ基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板、ＺｒＢ2基板などが挙げられる。
【００４５】
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　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、異種基板は、ＧａＮ薄膜上にＧａＮ
系半導体層を成長させる際の環境にも耐えうるという観点から、耐熱温度が１２００℃以
上であることが好ましい。この点から好ましい異種基板として、サファイア基板、ＡｌＮ
基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石
英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板、ＺｒＢ2基板などが挙げられ
る。
【００４６】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、異種基板は、ＧａＮ薄膜上にＧａＮ
系半導体層を成長させる際の環境にも耐えうるという観点から、耐腐食性を有することが
好ましい。ここで、耐腐食性とは、ＧａＮ系半導体層をエピタキシャル成長させ得る１２
００℃以上の温度条件下で、塩化水素（ＨＣｌ）ガス、アンモニア（ＮＨ3）ガスなどの
結晶成長雰囲気ガスに腐食されないことをいう。この点から好ましい異種基板として、サ
ファイア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ
基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板、ＺｒＢ

2基板などが挙げられる。
【００４７】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、異種基板は、ＧａＮ系半導体デバイ
スの構造によっては除去される場合もあるため、エッチングなどの化学的処理により容易
に除去できることが好ましい。この点から好ましい異種基板として、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ
基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基
板、Ｇａ2Ｏ3基板などが挙げられる。
【００４８】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、異種基板は、両側の主面上に電極を
有し両側の主面間の導電が可能なＧａＮ系半導体デバイスを形成する観点から、導電性を
有することが好ましい。この点から好ましい異種基板として、ＳｉＣ基板、Ｓｉ基板、Ｇ
ａＡｓ基板、カーボン基板などが挙げられる。
【００４９】
　実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板において、異種基板は、単結晶であっても多結
晶であってもよい。また、ＡｌＮとＡｌ2Ｏ3を組み合わせた組成からなる結晶であっても
よい。熱膨張率をＧａＮ薄膜に合わせる、あるいはコストを低減する観点からは、ＡｌＮ
、ＳｉＣ、Ｇａ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＺｎＯ、Ａｌ2Ｏ3などの多結晶の異種基板の使用が有利で
ある。
【００５０】
　（実施形態２）
　本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスの一実施形態は、図１（ｅ）を参照して
、ＧａＮと化学組成の異なる異種基板２０と、異種基板２０に貼り合わせられている０．
１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜１０ａと、ＧａＮ薄膜１０ａ上に形成され
ている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層３０とを含む。かかる第１のＧａＮ系半導体デ
バイス２は、ＧａＮ薄膜１０上にＧａＮ系半導体層３０が形成されているため、安価で特
性のよい半導体デバイスが得られる。ここで、ＧａＮ系半導体とは、化学組成中にＧａＮ
が含まれている半導体をいい、たとえば、Ａｌ1-x-yＧａxＩｎyＮ（０＜ｘ、０≦ｙ、ｘ
＋ｙ≦１）半導体が挙げられる。なお、図１においては、異種基板２０として導電性の基
板が図示されているが、絶縁性の基板であってもよい。
【００５１】
　本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法の一実施形態は、図１（ｅ）
を参照して、実施形態１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１（図１（ｄ））を用いた第１のＧ
ａＮ系半導体デバイス２の製造方法であって、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１のＧａＮ薄膜
１０ａの主面上に、少なくとも１層のＧａＮ系半導体層３０を成長させる工程を含む。か
かる製造方法により、特性のよいＧａＮ系半導体デバイスが低コストで得られる。
【００５２】
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　ここで、ＧａＮ薄膜１０ａ上に少なくとも１層のＧａＮ系半導体層を成長させる方法に
は、特に制限はないが、エピタキシャル成長を行う観点から、ＨＶＰＥ法、ＭＯＣＶＤ法
などの気相法が好ましく用いられる。
【００５３】
　実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスにおけるＧａＮ薄膜は、実施形態１のＧａ
Ｎ薄膜貼り合わせ基板における説明と同様に、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下であるこ
とが好ましく、導電性であること（たとえば、キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3以上であ
ること）が好ましく、また、単結晶で形成されている第１の領域と、この第１の領域に対
して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で形成さ
れている領域の少なくともいずれかの領域である第２の領域とを含むことが好ましい。
【００５４】
　実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスにおける異種基板は、実施形態１のＧａＮ
薄膜貼り合わせ基板における説明と同様に、異種基板とＧａＮ薄膜（熱膨張係数：５．６
×１０-6Ｋ-1）との熱膨張係数の違いが小さい方が好ましく（たとえば、異種基板は、熱
膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下であることが好ましく）、耐熱温度が
１２００℃以上であることが好ましく、耐腐食性を有することが好ましく、ＧａＮ薄膜よ
りもバンドギャップが大きいことが好ましく、エッチングなどの化学的処理により容易に
除去できることが好ましく、また、導電性を有することが好ましい。
【００５５】
　（実施形態３）
　本発明にかかる第２のＧａＮ系半導体デバイスの一実施形態は、図１（ｇ）を参照して
、０．１μｍ以上１００μｍ以下の厚さのＧａＮ薄膜１０ａと、ＧａＮ薄膜１０ａ上に形
成されている少なくとも１層のＧａＮ系半導体層と、ＧａＮ系半導体層３０の最外層側に
貼り合わせられている放熱導電基板４０とを含む。かかる第２のＧａＮ系半導体デバイス
３は、ＧａＮ薄膜１０上にＧａＮ系半導体層３０が形成されているため、安価で特性のよ
い半導体デバイスが得られる。また、第２のＧａＮ系半導体デバイス３は、ＧａＮ系半導
体層３０の最外層側に放熱導電基板４０が貼り合わせられているため、高電流を流した際
に発生する熱を効果的に放出することが可能となり高出力のＧａＮ系半導体デバイス（特
に、ＧａＮ系高輝度ＬＥＤ）が得られる。
【００５６】
　本発明にかかる第２のＧａＮ系半導体デバイスの製造方法の一実施形態は、図１（ｅ）
～（ｇ）を参照して、実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイス２を用いた第２のＧａ
Ｎ系半導体デバイス３の製造方法であって、第１のＧａＮ系半導体デバイス２におけるＧ
ａＮ系半導体層３０の最外層側に放熱導電板を貼り合わせる工程（図１（ｆ））と、Ｇａ
Ｎ薄膜１０ａと異種基板２０とを分離する工程（図１（ｇ））を含む。かかる製造方法に
より、電極を半導体デバイスの両側の主面に形成することが可能となりチップサイズを小
さくすることができ、ＧａＮ系半導体デバイスが低コストで得られる。
【００５７】
　ここで、ＧａＮ系半導体層の最外層側に放熱導電板を貼り合わせる方法には、特に制限
はないが、はんだ法が好ましく用いられる。放熱導電板とは、半導体デバイス中に蓄積さ
れる熱を外部に放出する導電性の基板をいい、放熱性が高く熱膨張係数がＧａＮ系半導体
層に近い観点から、Ｃｕ板、ＣｕＷ板などが好ましく用いられる。
【００５８】
　また、実施形態３の第２のＧａＮ系半導体デバイスにおけるＧａＮ薄膜は、実施形態１
のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板における説明と同様に、転位密度が１×１０9ｃｍ-2以下で
あることが好ましく、導電性であること（たとえば、キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3以
上であること）が好ましく、また、単結晶で形成されている第１の領域と、この第１の領
域に対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている領域および多結晶で
形成されている領域の少なくともいずれかの領域である第２の領域とを含むことが好まし
い。
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【００５９】
　なお、図１（ｅ）および（ｇ）を参照して、実施形態１の第１のＧａＮ系半導体デバイ
スおよび実施形態３の第２のＧａＮ系半導体デバイスは、０．１μｍ以上１００μｍ以下
の厚さのＧａＮ薄膜１０ａと、ＧａＮ薄膜１０ａ上に形成されている少なくとも１層のＧ
ａＮ系半導体層３０と、ＧａＮ薄膜１０ａおよびＧａＮ系半導体層３０の最外層のいずれ
か一方の側に貼り合わせられている基板を含むＧａＮ系半導体デバイスとして理解できる
。ここで、ＧａＮ薄膜１０ａ側に基板として異種基板２０が貼り合わせられているものが
第１のＧａＮ半導体デバイスに該当し、ＧａＮ系半導体層３０の最外層側に基板として放
熱導電板４０が貼り合わせられているものが第２のＧａＮ系半導体デバイスに該当する。
【実施例】
【００６０】
　（比較例１）
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　まず、図１（ａ）を参照して、ＨＶＰＥ法により、下地基板１００であるＧａＡｓ基板
（結晶成長面として（１１１）Ｇａ面を用いる）またはサファイア基板（結晶成長面とし
て（０００１）面を用いる）上に、直径２インチ（５０．８ｍｍ）のＧａＮバルク結晶１
０を１０ｍｍの厚さに成長させた。
【００６１】
　このＧａＮバルク結晶１０の成長は、下地基板１００上に、図４（ａ）または（ｂ）に
示す第１のマスク層１１０を形成した後に行なった。図４（ａ）の第１のマスク層１１０
には幅Ｖｗが２μｍのストライプ状の開口部１１０ｗが８μｍのピッチＶｐで形成され、
図４（ｂ）の第１のマスク層１１０には幅Ｖｗが２μｍのドット状の開口部１１０ｗが４
μｍのピッチＶｐで形成されている。かかるマスク層１１０を介して結晶を成長させるこ
とにより、転位密度が１×１０5ｃｍ-2以上１×１０9ｃｍ-2以下のＧａＮバルク結晶１０
が得られた。結晶の転位密度は、ＣＬ（カソードルミネッセンス）法、ＥＰＤ（エッチピ
ット密度）法により測定した。また、結晶成長の際にＳｉＣｌ4ガスをドーピングするこ
とにより、キャリア濃度が７×１０17ｃｍ-3、比抵抗が０．０５Ωｃｍの導電性のＧａＮ
バルク結晶１０が得られた。結晶のキャリア濃度および比抵抗は、ホール測定装置により
室温（２５℃）で測定した。
【００６２】
　次いで、ＧａＮバルク結晶１０から上記下地基板１００を研削（グラインディング）に
より機械的に除去して、厚さ１０ｍｍの自立性（フリースタンディング）のＧａＮバルク
結晶１０とした。次に、図１（ｂ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎ（貼
り合わせ面）を研削により鏡面加工した。
【００６３】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオン注入
　次に、図２（ａ）を参照して、イオン注入装置により、ドース量１×１０17ｃｍ-2およ
び加速電圧５０ｋｅＶの条件で、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎ（貼り合わせ面）か
らの深さｔが０．１μｍの面１０ｔの位置に水素イオン１４０を注入した。
【００６４】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、図２（ｂ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎ（貼り合わせ面）を
、ドライエッチング装置を用いて、Ａｒ（アルゴン）ガスによるエッチング１５０を行な
うことにより、清浄面とした。このＡｒガスによるエッチングは、ＲＦパワーが１００Ｗ
、Ａｒガス流量が５０ｓｃｃｍ（ｓｃｃｍは、標準状態（２７３Ｋ、１０１３ｈＰａ）の
気体が１分間に流れる体積（ｃｍ3）をいう、以下同じ）、雰囲気圧力が１３．３Ｐａの
条件で行なった。一方、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板２０として、サファイ
ア基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清浄面とした。このＡｒガスによるエ
ッチングは、ＲＦパワーが１００Ｗ、Ａｒガス流量が５０ｓｃｃｍ、雰囲気圧力が６．７
Ｐａの条件で行なった。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎに相当）の最大表
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面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面に対するオフ角は、それぞれ２８
μｍ、１２．８ｎｍおよび０．０１°であった。ここで、オフ角０．０１°は、測定方法
の精度の観点から、Ｎ面は（０００１）面と一致していることを示すものと考える。なお
、最大表面粗さＲmaxは貼り合わせ面全体についてフラットネステスタを用いて測定を行
ない、平均表面粗さＲａは貼り合わせ面の１００μｍ×１００μｍの範囲において中心１
点および外周４点の合計５点について光干渉式段差計を用いて測定を行ない、（０００１
）面に対する貼り合わせ面のオフ角はＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の中央部をＸ線回
折法を用いて測定を行なった。
【００６５】
　次に、図２（ｃ）を用いて、清浄面とされたＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ
面１０ｎ）と異種基板２０の貼り合わせ面とが接するように、表面活性化法により、Ｇａ
Ｎバルク結晶１０と上記の異種基板２０とを貼り合わせた。
【００６６】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、図２（ｄ）を参照して、上記のそれぞれの異種基板２０が貼り合わせられたＧａ
Ｎバルク結晶１０を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（１－２．において水素イ
オンが注入された面をいう、以下同じ）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク
結晶を分割した。こうして、それぞれの異種基板２０上に膜厚０．１μｍのＧａＮ薄膜が
貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られた。上記の工程を繰り返すこ
とでＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１を２４枚得た。
【００６７】
　（５）ＧａＮ薄膜の密着性評価
　得られたＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１の貼り合わせ強度を調べるため、ＧａＮ薄膜と異
種基板との密着性を以下のようにして評価した。ＭＯＣＶＤ装置内に上記ＧａＮ薄膜貼り
合わせ基板を配置して、ＮＨ3（アンモニア）ガス雰囲気中で６００℃から１２００℃ま
での昇降温を昇温速度、降温速度ともに１０℃／ｍｉｎで３回繰り返した。その後、ＭＯ
ＣＶＤ装置からＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を取り出し、光学式顕微鏡でＧａＮ薄膜の剥が
れの有無を観察し、基板面積のうちＧａＮ薄膜が９０％以上異種基板上に残っているもの
を良品、それ以外を不良品と判定した。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中２
枚のみが良品であった。
【００６８】
　なお、異種基板としてＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板
、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板およびダイヤモンド基板を使用して
もほぼ同様な結果が得られた。
【００６９】
　（実施例１）
　ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎ（貼り合わせ面）を研削および粗研磨（ラッピング
）により鏡面加工したこと以外は、比較例１と同様にしてＧａＮバルク結晶を得た。得ら
れたＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａ
および（０００１）面に対するオフ角は、それぞれ１８μｍ、５．１ｎｍおよび０．０１
°であった。このＧａＮバルク結晶を、比較例１と同様にして、サファイア基板（異種基
板）に貼りあわせてＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着
性を評価した。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中１３枚が良品であった。
【００７０】
　（実施例２）
　ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎ（貼り合わせ面）を研削、粗研磨および微研磨（ポ
リシング）により鏡面加工したこと以外は、比較例１と同様にしてＧａＮバルク結晶を得
た。得られたＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面）の最大表面粗さＲmax、平均表面
粗さＲａおよび（０００１）面に対するオフ角は、それぞれ７μｍ、５．１ｎｍおよび０
．０１°であった。このＧａＮバルク結晶を、実施例１と同様にして、サファイア基板（
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異種基板）に貼りあわせてＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板と
の密着性を評価した。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中１６枚が良品であっ
た。
【００７１】
　（実施例３）
　ＧａＮバルク結晶１０のＮ面（貼り合わせ面）１０ｎを研削、粗研磨および微研磨（ポ
リシング）により鏡面加工した後、Ｃｌ2（塩素）ガスによるエッチングを行なうことに
より清浄面としたこと以外は、実施例２と同様にしてＧａＮバルク結晶を得た。ここで、
このＣｌ2ガスによるエッチングは、ＲＦパワーが１００Ｗ、Ｃｌ2ガス流量が１００ｓｃ
ｃｍ、雰囲気圧力が１３．３Ｐａの条件で行なった。得られたＧａＮバルク結晶の貼り合
わせ面（Ｎ面）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面に対する
オフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび０．０１°であった。このＧａＮバルク結
晶を、実施例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼りあわせてＧａＮ薄膜貼
り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着性を評価した。その結果、ＧａＮ
薄膜貼り合わせ基板２４枚中１７枚が良品であった。
【００７２】
　（実施例４）
　下地基板として、結晶成長面が（１１１）Ｇａ面から１５°傾いたＧａＡｓ基板を用い
て、直径２インチ（５０．８ｍｍ）のＧａＮバルク結晶を１０ｍｍの厚さに成長させて、
ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（下地基板側の面）を、研削、粗研磨および微研磨した
こと以外は、実施例３と同様にして、ＧａＮバルク結晶を得た。得られたＧａＮバルク結
晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面に対す
るオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび１５°であった。このＧａＮバルク結晶
を、実施例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼りあわせてＧａＮ薄膜貼り
合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着性を評価した。その結果、ＧａＮ薄
膜貼り合わせ基板２４枚中１９枚が良品であった。
【００７３】
　（実施例５）
　下地基板として、結晶成長面が（１１１）Ｇａ面から１．７°傾いたＧａＡｓ基板を用
いた以外は、実施例４と同様にして、ＧａＮバルク結晶を得た。得られたＧａＮバルク結
晶の貼り合わせ面（下地基板側の面）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（
０００１）面に対するオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび１．７°であった。
このＧａＮバルク結晶を、実施例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼りあ
わせてＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着性を評価した
。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中２１枚が良品であった。
【００７４】
　（実施例６）
　下地基板として、結晶成長面が（１１１）Ｇａ面から０．８°傾いたＧａＡｓ基板を用
いた以外は、実施例４と同様にして、ＧａＮバルク結晶を得た。得られたＧａＮバルク結
晶の貼り合わせ面（下地基板側の面）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（
０００１）面に対するオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび０．８°であった。
このＧａＮバルク結晶を、実施例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼りあ
わせてＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着性を評価した
。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中２２枚が良品であった。
【００７５】
　（実施例７）
　下地基板として、（１１１）Ｇａ面から０．２°傾いたＧａＡｓ基板を用いた以外は、
実施例４と同様にして、ＧａＮバルク結晶を得た。得られたＧａＮバルク結晶の貼り合わ
せ面（下地基板側の面）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面
に対するオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍ、０．２°であった。このＧａＮバルク
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結晶を、実施例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼りあわせてＧａＮ薄膜
貼り合わせ基板を作製し、ＧａＮ薄膜と異種基板との密着性を評価した。その結果、Ｇａ
Ｎ薄膜貼り合わせ基板２４枚中２２枚が良品であった。
【００７６】
　（実施例８）
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　ＧａＮバルク結晶１０の成長を、下地基板１００上に図５（ａ）または（ｂ）に示す第
１のマスク層１１０および第２のマスク層１２０を含むマスク層１３０を形成した後に行
なったこと以外は、実施例１と同様にして、直径２インチ（５０．８ｍｍ）のＧａＮバル
ク結晶１０を１０ｍｍの厚さに成長させた。ここで、下地基板１００としては、結晶成長
面が（１１１）Ｇａ面から０．５°傾いたＧａＡｓ基板を用いた。
【００７７】
　ここで、図５（ａ）のマスク層１３０には幅Ｗｗが１００μｍのストライプ状の第２の
マスク層１２０が５００μｍのピッチＷｐで形成され、図５（ｂ）のマスク層１３０に直
径Ｗｗが１００μｍのドット状の第２のマスク層１２０が１０００μｍのピッチＷｐで形
成されている。かかるマスク層１３０を介して結晶を成長させることにより、図６を参照
して、第１のマスク層１１０上に形成される第１の領域１１と第２のマスク層１２０上に
形成される第２の領域１２を含むＧａＮバルク結晶が得られた。なお、このＧａＮバルク
結晶は、ＨＶＰＥ法により、窒素原料ガスの分圧を高くして（具体的には、２３ｋＰａ以
上で）成長させたため、第２の第２の領域１２は多結晶で形成されている領域となってい
る。
【００７８】
　次に、図６（ｃ）および図７（ａ）を参照し、実施例１と同様にして、厚さ１０ｍｍの
自立性のＧａＮバルク結晶１０とし、その貼り合わせ面（下地基板側の面（この面は、厳
密にはＮ面１０ｎに対して０．５°のオフ角を有するが、オフ角が小さくＮ面１０ｎで近
似され得る、このためＮ面１０ｎで近似させて以下説明する）を研磨により鏡面加工した
。
【００７９】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオンの注入
　次に、図７（ｂ）を参照して、実施例１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶
１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ（第１の領域１１のＮ面１１ｎおよび第２の領域１２の
多結晶面１２ｐ）で近似される面）からの深さＴが０．１μｍの面１０ｔの位置に水素イ
オン１４０を注入した。
【００８０】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、図７（ｃ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ（第
１の領域１１のＮ面１１ｎおよび第２の領域１２の多結晶面１２ｐ）で近似される面）を
、ドライエッチング装置を用いて、Ｃｌ2ガスによるエッチング１５０を行なうことによ
り、清浄面とした。一方、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板２０として、サファ
イア基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清浄面とした。ここで、Ｃｌ2ガス
によるエッチングおよびＡｒガスによるエッチングは、実施例３と同様の条件で行なった
。ここで、図７（ｃ）を参照して、第２の領域１２が平均粒径が５μｍ程度以上の多結晶
で形成されている場合、第１の領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域１２の多結晶面１２
ｐに比べてエッチング速度が大きいため、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（ＧａＮバル
ク結晶１０のＮ面１０ｎで近似される面）には、図７（ｃ）に示すような数十ｎｍ程度の
凹凸（空隙部１０ｖ）が生じる。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（空隙部１０ｖを除い
た部分）の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は
、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび０．５°であった。このＧａＮバルク結晶を、実施
例１と同様にして、サファイア基板（異種基板）に貼り合わせた。
【００８１】
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　なお、第２の領域１２が平均粒径５μｍ程度未満の多結晶で形成されている場合は、第
１の領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域１２の多結晶面１２ｐに比べてエッチング速度
が小さいため、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎで
近似される面）には、図７（ｃ）とは異なり第１の領域１１のＮ面１１ｎに対して第２の
領域１２の多結晶面１２ｐが凹部となった数十ｎｍ程度の凹凸（空隙部１０ｖ）が生じる
。
【００８２】
　サファイア基板が貼り合わせられたＧａＮバルク結晶を、実施例１と同様にして分割し
て、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を得た。このＧａＮ薄膜貼り合わせ基板について、ＧａＮ
薄膜と異種基板との密着性を評価した。その結果、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板２４枚中２
４枚（全数）が良品であった。
【００８３】
　上記実施例１から実施例８においては、異種基板として、サファイア基板を用いたが、
異種基板としてＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ
基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板およびダイヤモンド基板を使用してもほぼ同
様な結果が得られた。
【００８４】
　また、実施例４から実施例８においては、結晶成長面が所定の結晶面に対して大きなオ
フ角を有する下地基板を用いて、貼り合わせ面が（０００１）面に対して大きなオフ角を
有するＧａＮバルク結晶を成長させた。しかし、貼り合わせ面が（０００１）面に対して
大きなオフ角を有するＧａＮバルク結晶は、上記方法のみならず、結晶成長面が所定の結
晶面に対してオフ角が０または極めて小さい下地基板を用いて結晶成長させ、切断、研削
または研磨（粗研磨および微研磨）によって、（０００１）面に対して大きなオフ角を有
するような表面を形成することによっても得られる。
【００８５】
　また、実施例１から実施例８においては、ＧａＮバルク結晶に注入するイオンとして水
素イオンを用いたが、水素イオンに替えて、ヘリウムイオンまたは窒素イオンを用いても
、同様の結果が得られることが確認された。
【００８６】
　（実施例９）
　実施例９は、実施形態１および実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の一具体例と
して、膜厚０．１μｍの導電性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜貼り合わせ基
板である。実施例９のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＤ（
半導体レーザ）などの発光デバイス用基板として好ましく用いられる。
【００８７】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　まず、図１（ａ）を参照して、ＨＶＰＥ法により、下地基板１００である結晶成長面が
（１１１）Ｇａ面から０．４°傾いたＧａＡｓ基板上に、直径２インチ（５０．８ｍｍ）
のＧａＮバルク結晶１０を１０ｍｍの厚さに成長させた。
【００８８】
　このＧａＮバルク結晶１０の成長は、下地基板１００上に、図４（ａ）または（ｂ）に
示す第１のマスク層１１０を形成した後に行なった。図４（ａ）の第１のマスク層１１０
には幅Ｖｗが２μｍのストライプ状の開口部１１０ｗが８μｍのピッチＶｐで形成され、
図４（ｂ）の第１のマスク層１１０には幅Ｖｗが２μｍのドット状の開口部１１０ｗが４
μｍのピッチＶｐで形成されている。かかるマスク層１１０を介して結晶を成長させるこ
とにより、転位密度が１×１０5ｃｍ-2以上１×１０9ｃｍ-2以下のＧａＮバルク結晶１０
が得られた。結晶の転位密度は、ＣＬ（カソードルミネッセンス）法、ＥＰＤ（エッチピ
ット密度）法により測定した。また、結晶成長の際にＯ2ガスをドーピングすることによ
り、キャリア濃度が１×１０17ｃｍ-3、比抵抗が０．１Ωｃｍの導電性のＧａＮバルク結
晶１０が得られた。結晶のキャリア濃度および比抵抗は、ホール測定装置により室温（２
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５℃）で測定した。
【００８９】
　次いで、ＧａＮバルク結晶１０から上記下地基板１００を研削により機械的に除去して
、厚さ１０ｍｍの自立性（フリースタンディング）のＧａＮバルク結晶１０とした。次に
、図１（ｂ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近似され
る面）を研削、粗研磨および微研磨により鏡面加工した。
【００９０】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオン注入
　次に、図２（ａ）を参照して、イオン注入装置により、ドース量１×１０17ｃｍ-2およ
び加速電圧５０ｋｅＶの条件で、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近
似される面）からの深さｔが０．１μｍの面１０ｔの位置に水素イオン１４０を注入した
。
【００９１】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、図２（ｂ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近
似される面）を、ドライエッチング装置を用いて、Ｃｌ2ガスによるエッチング１５０を
行なうことにより、清浄面とした。このＣｌ2ガスによるエッチングは、ＲＦパワーが１
００Ｗ、Ｃｌ2ガス流量が１００ｓｃｃｍ、雰囲気圧力が１３．３Ｐａの条件で行なった
。一方、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板２０として、サファイア基板、ＡｌＮ
基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石
英基板、カーボン基板およびダイヤモンド基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガ
スでエッチングして清浄面とした。このＡｒガスによるエッチングは、ＲＦパワーが１０
０Ｗ、Ａｒガス流量が５０ｓｃｃｍ、雰囲気圧力が６．７Ｐａの条件で行なった。ここで
、ＧａＮバルク結晶のエッチングにおいてＣｌ2ガスを用いて化学的エッチングを行なう
ことにより、ＧａＮバルク結晶表面に形成される酸化層を化学的に除去することができ、
Ａｒガスを用いた物理的エッチングを行なうよりも、平面平坦性が高くなり、接着強度を
高めることができる。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmax、平均表面
粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび０．
４°であった。
【００９２】
　次に、図２（ｃ）を用いて、清浄面とされたＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ
面１０ｎ）と異種基板２０の貼り合わせ面とが接するように、表面活性化法により、Ｇａ
Ｎバルク結晶１０と上記のそれぞれの異種基板２０とを貼り合わせた。
【００９３】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、図２（ｄ）を参照して、上記のそれぞれの異種基板２０が貼り合わせられたＧａ
Ｎバルク結晶１０を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（（２）において水素イオ
ンが注入された面）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク結晶を分割した。こ
うして、それぞれの異種基板２０上に膜厚０．１μｍのＧａＮ薄膜が貼り合わせられてい
るＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜１０ａが分割された後の
ＧａＮバルク結晶１０ｂは次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【００９４】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ０．１μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を１００００枚製造することができた。
ＧａＮバルク結晶をワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａ
Ｎバルク結晶から厚さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。この
ように、実施例９によれば、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得
られるため、基板の製造コストの大幅な低減が可能となった。
【００９５】
　ここで、実施例９のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板においては、実施形態１において説明し
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たように、異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下、耐熱
温度が１２００℃以上、耐腐食性などの特性を備える基板が好適に用いられる。
【００９６】
　また、実施例９のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、これが発光デバイス用基板として用い
られることから、発光デバイスの光取り出し効率を高くするために、異種基板として、Ｇ
ａＮよりバンドギャップが大きい基板、たとえば、サファイア基板、ＡｌＮ基板、ＭｇＯ
基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、ダイヤモンド基板などが好ましく用いられる
。
【００９７】
　また、実施例９のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、これが発光デバイス用基板として用い
られることから、発光デバイスの両側の主面上に電極を形成し両側の主面間の導電を可能
とするために、異種基板として、導電性の基板、たとえばＳｉＣ基板、Ｓｉ基板、カーボ
ン基板などが好ましく用いられる。
【００９８】
　（実施例１０）
　実施例１０は、実施形態１および実施形態１ＢのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の一具体例
として、膜厚１００μｍの導電性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜貼り合わせ
基板である。実施例１０のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、ＬＥＤ、ＬＤなどの発光デバイ
ス用基板として好ましく用いられる。
【００９９】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　実施例９と同様にして、直径２インチ（５０．８ｍｍ）で厚さ１０ｍｍの自立性（フリ
ースタンディング）のＧａＮバルク結晶１０（転位密度：１×１０5ｃｍ-2以上１×１０9

ｃｍ-2以下、キャリア濃度：２×１０18ｃｍ-3、比抵抗：０．０２Ωｃｍ）を得た。次い
で、実施例９と同様にして、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近似さ
れる面）を研磨により鏡面加工した。
【０１００】
　（２）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、図３（ａ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近
似される面）を、ドライエッチング装置を用いて、Ｃｌ2ガスによるエッチング１５０を
行なうことにより、清浄面とした。一方、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板２０
として、サファイア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基
板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基
板およびＺｒＢ2基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清浄
面とした。ここで、Ｃｌ2ガスによるエッチングおよびＡｒガスによるエッチングは、実
施例９と同様の条件で行なった。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmax
、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍ
および０．４°であった。次に、図３（ｂ）参照して、実施例９と同様に、ＧａＮバルク
結晶１０と上記のそれぞれの異種基板２０とを貼り合わせた。
【０１０１】
　（３）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、図３（ｃ）を参照して、異種基板２０との界面からの距離Ｔが１００μｍの面１
０ｔで、放電加工機、ワイヤーソー、外周刃または内周刃を用いて、ＧａＮバルク結晶１
０を切断して、異種基板２０上に厚さ１００μｍのＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられて
いるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜１０ａが分割された後
のＧａＮバルク結晶１０ｂは次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【０１０２】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ１００μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が２０枚得られた。ＧａＮバルク結晶を
ワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から厚
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さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。このように、実施例１０
によっても、ＧａＮバルク結晶から多くのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得られるため、基
板の製造コストの低減が可能となった。
【０１０３】
　なお、実施例１０のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、実施例９において説明したように、
異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下、耐熱温度が１２
００℃以上、耐腐食性、ＧａＮよりバンドギャップが大きい、導電性などの特性を備える
基板が好適に用いられる。
【０１０４】
　（実施例１１）
　実施例１１は、実施形態１および実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の他の具体
例として、単結晶で形成されている第１の領域と第１の領域に対して［０００１］方向が
反転している単結晶で形成されている領域である第２の領域とを含む膜厚０．１μｍの導
電性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜貼り合わせ基板である。実施例１１のＧ
ａＮ薄膜貼り合わせ基板は、ＬＥＤ、ＬＤなどの発光デバイス用基板として好ましく用い
られる。
【０１０５】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　ＧａＮバルク結晶１０の成長を、下地基板１００上に図５（ａ）または（ｂ）に示す第
１のマスク層１１０および第２のマスク層１２０を含むマスク層１３０を形成した後に行
なったこと以外は、実施例９と同様にして、直径２インチ（５０．８ｍｍ）のＧａＮバル
ク結晶１０を１０ｍｍの厚さに成長させた。
【０１０６】
　ここで、図５（ａ）のマスク層１３０には幅Ｗｗが１００μｍのストライプ状の第２の
マスク層１２０が５００μｍのピッチＷｐで形成され、図５（ｂ）のマスク層１３０には
直径Ｗｗが１００μｍのドット状の第２のマスク層１２０が１０００μｍのピッチＷｐで
形成されている。かかるマスク層１３０を介して結晶を成長させることにより、図６を参
照して、第１のマスク層１１０上に形成される第１の領域１１と第２のマスク層１２０上
に形成される第２の領域１２を含むＧａＮバルク結晶１０が得られた。なお、このＧａＮ
バルク結晶は、ＨＶＰＥ法により、窒素原料ガスの分圧を低くして（具体的には、２３ｋ
Ｐａ以下で）成長させたため、第２の領域１２は第１の領域１１に対して［０００１］方
向が反転している単結晶で形成されている領域となっている。したがって、ＧａＮバルク
結晶１０のＮ面１０ｎには第１の領域１１のＮ面１１ｎと第２の領域のＧａ面１２ｇが含
まれ、ＧａＮバルク結晶１０のＧａ面１０ｇには第１の領域のＧａ面１１ｇと第２の領域
のＮ面１２ｎが含まれる。また、得られたＧａＮバルク結晶は、転位密度が１×１０4ｃ
ｍ-2以上１×１０8ｃｍ-2以下、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3、比抵抗が０．００５
Ωｃｍの導電性であった。ここで、実施例１１のＧａＮバルク結晶は、第２の領域１２に
転位が吸収されるため、実施例９のＧａＮバルク結晶よりも転位密度が低減した。
【０１０７】
　次に、図６（ｃ）および図７（ａ）を参照し、実施例９と同様にして、厚さ１０ｍｍの
自立性のＧａＮバルク結晶１０とし、その貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近似される面）を
研磨により鏡面加工した。
【０１０８】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオンの注入
　次に、図７（ｂ）を参照して、実施例９と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶
１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ（第１の領域１１のＮ面１１ｎおよび第２の領域１２の
Ｇａ面１２ｇ）で近似される面）からの深さＴが０．１μｍの面１０ｔの位置に水素イオ
ン１４０を注入した。
【０１０９】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
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　次に、図７（ｃ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎ（第
１の領域１１のＮ面１１ｎおよび第２の領域１２のＧａ面１２ｇ）で近似される面）を、
ドライエッチング装置を用いて、Ｃｌ2ガスによるエッチング１５０を行なうことにより
、清浄面とした。一方、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板２０として、サファイ
ア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、
ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板およびＺｒＢ2

基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清浄面とした。ここで
、Ｃｌ2ガスによるエッチングおよびＡｒガスによるエッチングは、実施例９と同様の条
件で行なった。ここで、第１の領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域のＧａ面１２ｇに比
べてエッチング速度が大きいため、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで
近似される面）には、図７（ｃ）に示すような数十ｎｍ程度の凹凸（空隙部１０ｖ）が生
じる。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（空隙部１０ｖを除いた部分）の最大表面粗さＲ
max、平均表面粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７
ｎｍおよび０．４°であった。
【０１１０】
　次に、図７（ｄ）参照して、実施例１と同様に、ＧａＮバルク結晶１０と上記のそれぞ
れの異種基板２０とを貼り合わせた。このとき、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面に生じてい
た数十ｎｍ程度の凹凸により、ＧａＮバルク結晶１０と異種基板２０との間には規則的な
空隙部１０ｖが生じた。かかる空隙部１０ｖは、ＧａＮ薄膜１０上にＧａＮ系半導体層を
成長させる際に生じるＧａＮ薄膜と異種基板との熱膨張係数の差に由来する応力を緩和す
る効果を有する。
【０１１１】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、図７（ｅ）を参照して、上記のそれぞれの異種基板２０が貼り合わせられたＧａ
Ｎバルク結晶１０を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（（２）において水素イオ
ンが注入された面）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク結晶を分割した。こ
うして、それぞれの異種基板２０上に膜厚０．１μｍのＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせら
れているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜１０ａが分割され
た後のＧａＮバルク結晶１０ｂは次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【０１１２】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ０．１μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を６０００枚製造することができた。Ｇ
ａＮバルク結晶をワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａＮ
バルク結晶から厚さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。このよ
うに、実施例３によれば、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得ら
れるため、基板の製造コストの大幅な低減が可能となった。
【０１１３】
　なお、実施例１１のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、実施例９において説明したように、
異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下、耐熱温度が１２
００℃以上、耐腐食性、ＧａＮよりバンドギャップが大きい、導電性などの特性を備える
基板が好適に用いられる。
【０１１４】
　（実施例１２）
　実施例１２は、実施形態１および実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板のさらに他
の具体例として、膜厚０．１μｍの半絶縁性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜
貼り合わせ基板である。実施例１２のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、高周波デバイス、Ｈ
ＥＭＴ（High Electron Mobility Transistor；高電子移動トランジスタ）などの電子デ
バイス用基板として好ましく用いられる。
【０１１５】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
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　ＧａＮバルク結晶成長の際にＦｅ、ＣｒまたはＶを４×１０18ｃｍ-3だけドーピングし
たこと以外は、実施例９と同様にして、直径２インチ（５０．８ｍｍ）で厚さ１０ｍｍの
自立性（フリースタンディング）の半絶縁性のＧａＮバルク結晶１０（転位密度：１×１
０5ｃｍ-2以上１×１０9ｃｍ-2以下、比抵抗：１×１０7Ωｃｍ）を得た。次いで、実施
例９と同様にして、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎを研磨により鏡面加工した。
【０１１６】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオンの注入
　次に、実施例９と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面で
近似される面）からの深さＴが０．１μｍの面の位置に水素イオンを注入した。
【０１１７】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、実施例９と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面で
近似される面）を、Ｃｌ2ガスによるエッチングを行なうことにより、清浄面とした。一
方、実施例９と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基板とし
て、サファイア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、
ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板お
よびＺｒＢ2基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清浄面と
した。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmax、平均表面粗さＲａおよび
（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび０．４°であった。
次に、実施例９と同様にして、ＧａＮバルク結晶と上記のそれぞれの異種基板とを貼り合
わせた。
【０１１８】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、実施例９と同様にして、上記のそれぞれの異種基板が貼り合わせられたＧａＮバ
ルク結晶を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（（２）において水素イオンが注入
された面）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク結晶を分割した。こうして、
それぞれの異種基板上に膜厚０．１μｍの半絶縁性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられている
ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜が分割された後のＧａＮバル
ク結晶は次のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【０１１９】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ０．１μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を１００００枚製造することができた。
ＧａＮバルク結晶をワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａ
Ｎバルク結晶から厚さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。この
ように、実施例１２によれば、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が
得られるため、基板の製造コストの大幅な低減が可能となった。
【０１２０】
　ここで、実施例１２のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板においては、実施例１１において説明
したように、異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下、耐
熱温度が１２００℃以上、耐腐食性などの特性を備える基板が好適に用いられる。
【０１２１】
　また、実施例１２のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、これがＨＥＭＴなどの電子デバイス
用基板として用いられることから、電子デバイスのリーク電流の発生を抑制するため、異
種基板として半絶縁性または絶縁性の基板、たとえば、サファイア基板、ＡｌＮ基板、Ｓ
ｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、
ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3基板、ＺｒＢ2基板などが好ましく用いられる。
【０１２２】
　（実施例１３）
　実施例１３は、実施形態１および実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板のさらに他
の具体例として、単結晶で形成されている第１の領域と多結晶で形成されている第２の領
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域とを含む膜厚０．１μｍの半絶縁性のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜貼り合
わせ基板である。実施例１３のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、高周波デバイス、ＨＥＭＴ
（High Electron Mobility Transistor；高電子移動トランジスタ）などの電子デバイス
用基板として好ましく用いられる。
【０１２３】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　ＧａＮバルク結晶成長の際にＦｅ、ＣｒまたはＶを５×１０18ｃｍ-3だけドーピングし
たことおよび窒素原料ガスの分圧を高く（具体的には２３ｋＰａ以上と）したこと以外は
、実施例１１と同様にして、単結晶で形成されている第１の領域と多結晶で形成されてい
る第２の領域とを含む、厚さ１０ｍｍの自立性（フリースタンディング）の半絶縁性のＧ
ａＮバルク結晶１０（転位密度：１×１０4ｃｍ-2以上１×１０8ｃｍ-2以下、比抵抗：１
×１０7Ωｃｍ）を得た。したがって、図６（ｃ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０の
Ｎ面１０には第１の領域１１のＮ面１１ｎと第２の領域の多結晶面１２ｐが含まれ、Ｇａ
Ｎバルク結晶１０のＧａ面１０ｇには第１の領域のＧａ面１１ｇと第２の領域の多結晶面
１２ｑが含まれる。次いで、実施例１１と同様にして、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わ
せ面（Ｎ面１０ｎで近似される面）を研磨により鏡面加工した。
【０１２４】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオンの注入
　次に、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶のＮ面（第１の領域の
Ｎ面および第２の領域のＧａ面）からの深さが０．１μｍの面の位置に水素イオンを注入
した。
【０１２５】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面
１０ｎ（第１の領域１１のＮ面１１ｎおよび第２の領域１２の多結晶面１２ｐ）で近似さ
れる面）を、Ｃｌ2ガスによるエッチングを行なうことにより、清浄面とした。ここで、
図７（ｃ）を参照して、第２の領域１２が平均粒径が５μｍ程度以上の多結晶で形成され
ている場合、第１の領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域１２の多結晶面１２ｐに比べて
エッチング速度が大きいため、ＧａＮバルク結晶１０の貼り合わせ面（Ｎ面１０ｎで近似
される面）には、図７（ｃ）に示すような数十ｎｍ程度の凹凸（空隙部１０ｖ）が生じる
。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（空隙部を除いた部分）の最大表面粗さＲmax、平均
表面粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよび
０．４°であった。
【０１２６】
　一方、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶に貼り合わせる異種基
板として、サファイア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓｉ基板、ＭｇＯ
基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド基板、Ｇａ2Ｏ3

基板およびＺｒＢ2基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエッチングして清
浄面とした。
【０１２７】
　次に、実施例１１と同様にして、ＧａＮバルク結晶と上記のそれぞれの異種基板とを貼
り合わせた。このとき、図７（ｄ）を参照して、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎに生
じていた数十ｎｍ程度の凹凸により、ＧａＮバルク結晶１０と異種基板２０との間には規
則的な空隙部１０ｖが生じた。かかる空隙部は、ＧａＮ薄膜にＧａＮ系半導体層を成長さ
せる際に生じるＧａＮ薄膜と異種基板との熱膨張係数の差に由来する応力を緩和する効果
を有する。
【０１２８】
　なお、第２の領域１２が平均粒径５μｍ程度未満の多結晶で形成されている場合は、第
１の領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域１２の多結晶面１２ｐに比べてエッチング速度
が小さいため、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎで
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近似される面）には、図７（ｃ）とは異なり第１の領域１１のＮ面１１ｎに対して第２の
領域１２の多結晶面１２ｐが凹部となった数十ｎｍ程度の凹凸（空隙部）が生じる。
【０１２９】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、実施例１１と同様に、上記のそれぞれの異種基板が貼り合わせられたＧａＮバル
ク結晶を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（（２）において水素イオンが注入さ
れた面）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク結晶を分割した。こうして、そ
れぞれの異種基板上に膜厚０．１μｍのＧａＮ薄膜が貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼
り合わせ基板が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜が分割された後のＧａＮバルク結晶は次の
ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【０１３０】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ０．１μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を６０００枚製造することができた。Ｇ
ａＮバルク結晶をワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａＮ
バルク結晶から厚さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。このよ
うに、実施例１３によれば、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得
られるため、基板の製造コストの大幅な低減が可能となった。
【０１３１】
　なお、ここで、実施例１３のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板においては、実施例１２におい
て説明したように、異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8以上１×１０-5以下、耐熱
温度が１２００℃以上、耐腐食性、半絶縁性または絶縁性などの特性を備える基板が好適
に用いられる。
【０１３２】
　（実施例１４）
　実施例１４は、実施形態１および実施形態１ＡのＧａＮ薄膜貼り合わせ基板のさらに他
の具体例として、単結晶で形成されている第１の領域と第１の領域に対して［０００１］
方向が反転している単結晶で形成されている第２の領域とを含む膜厚０．１μｍの導電性
のＧａＮ薄膜が貼り合わせられたＧａＮ薄膜貼り合わせ基板である。実施例１４のＧａＮ
薄膜貼り合わせ基板は、縦型トランジスタなどの電子デバイス用基板として好ましく用い
られる。
【０１３３】
　（１）ＧａＮバルク結晶の作製・研磨
　実施例１１と同様にして、単結晶で形成されている第１の領域と第１の領域に対して［
０００１］方向が反転している単結晶で形成されている第２の領域とを含む、直径２イン
チ（５０．８ｍｍ）で厚さ１０ｍｍの自立性（フリースタンディング）の導電性のＧａＮ
バルク結晶（転位密度：１×１０4ｃｍ-2以上１×１０8ｃｍ-2以下、キャリア濃度：４×
１０18ｃｍ-3、比抵抗：０．０１Ωｃｍ）を得た。次いで、実施例３と同様にして、Ｇａ
Ｎバルク結晶のＮ面を研磨により鏡面加工した。
【０１３４】
　（２）ＧａＮバルク結晶への水素イオンの注入
　次に、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面
（第１の領域のＮ面および第２の領域のＧａ面）で近似される面）からの深さが０．１μ
ｍの面の位置に水素イオンを注入した。
【０１３５】
　（３）ＧａＮバルク結晶への異種基板の貼り合わせ
　次に、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面
（第１の領域のＮ面および第２の領域のＧａ面）で近似される面）を、Ｃｌ2ガスによる
エッチングを行なうことにより、清浄面とした。ここで、図７（ｃ）を参照して、第１の
領域１１のＮ面１１ｎは、第２の領域１２のＧａ面１２ｇに比べてエッチング速度が大き
いため、ＧａＮバルク結晶１０のＮ面１０ｎには、図７（ｃ）に示すような数十ｎｍ程度
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の凹凸が生じる。一方、実施例１１と同様の方法および条件で、ＧａＮバルク結晶に貼り
合わせる異種基板として、サファイア基板、ＡｌＮ基板、ＳｉＣ基板、ＺｎＳｅ基板、Ｓ
ｉ基板、ＭｇＯ基板、ＺｎＯ基板、ＺｎＳ基板、石英基板、カーボン基板、ダイヤモンド
基板、Ｇａ2Ｏ3基板およびＺｒＢ2基板のそれぞれの基板の貼り合わせ面をＡｒガスでエ
ッチングして清浄面とした。ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面の最大表面粗さＲmax、平
均表面粗さＲａおよび（０００１）面からのオフ角は、それぞれ７μｍ、０．７ｎｍおよ
び０．４°であった。
【０１３６】
　次に、実施例１１と同様にして、ＧａＮバルク結晶と上記のそれぞれの異種基板とを貼
り合わせた。このとき、図７（ｄ）を参照して、ＧａＮバルク結晶の貼り合わせ面（Ｎ面
で近似される面）に生じていた数十ｎｍ程度の凹凸により、ＧａＮバルク結晶と異種基板
との間には規則的な空隙部が生じた。かかる空隙部は、ＧａＮ薄膜にＧａＮ系半導体層を
成長させる際に生じるＧａＮ薄膜と異種基板との熱膨張係数の差に由来する応力を緩和す
る効果を有する。
【０１３７】
　（４）ＧａＮバルク結晶の分割
　次に、実施例１１と同様に、上記のそれぞれの異種基板が貼り合わせられたＧａＮバル
ク結晶を４００℃で熱処理して、水素イオン注入面（（２）において水素イオンが注入さ
れた面）を脆化させて、水素イオン注入面でＧａＮバルク結晶を分割した。こうして、そ
れぞれの異種基板上に膜厚０．１μｍのＧａＮ薄膜が貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼
り合わせ基板が得られた。ここで、ＧａＮ薄膜が分割された後のＧａＮバルク結晶は次の
ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造に用いられる。
【０１３８】
　上記工程を繰り返すことにより、厚さ１０ｍｍのＧａＮバルク結晶から、厚さ０．１μ
ｍのＧａＮ薄膜を含むＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を６０００枚製造することができた。Ｇ
ａＮバルク結晶をワイヤーソーによって切断する従来の方法では、厚さ１０ｍｍのＧａＮ
バルク結晶から厚さ３００μｍのＧａＮ基板が１０枚製造できるに留まっていた。このよ
うに、実施例１４によれば、ＧａＮバルク結晶から多数のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板が得
られるため、基板の製造コストの大幅な低減が可能となった。
【０１３９】
　ここで、実施例１４のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板においては、実施例９において説明し
たように、異種基板として、熱膨張係数が１×１０-8Ｋ-1以上１×１０-5Ｋ-1以下、耐熱
温度が１２００℃以上、耐腐食性などの特性を備える基板が好適に用いられる。
【０１４０】
　また、実施例１４のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、これが縦型トランジスタなどの電子
デバイス用基板として用いられることから、縦型トランジスタ構造を可能とするために、
異種基板として、導電性の基板、たとえばＳｉＣ基板、Ｓｉ基板、カーボン基板などが好
ましく用いられる。
【０１４１】
　（実施例１５）
　実施例１５は、図８を参照して、実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスの一具体
例として、片面電極型（一方の主面側に電極を有する型をいう、以下同じ）のＬＥＤであ
る。実施例１５のＬＥＤにおいては、基板として実施例１１において作製された、絶縁性
のサファイア基板（異種基板２０）に単結晶で形成されている第１の領域と第１の領域に
対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている第２の領域とを含む厚さ
０．１μｍのＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が用
いられている。
【０１４２】
　（１）ＬＥＤの作製
　図８を参照して、実施例１５のＬＥＤは、以下の製造方法により作製された。すなわち
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、上記のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１（サファイア基板（異種基板２０）上にＧａＮ薄膜
１０ａが貼り合わせられている）のＧａＮ薄膜１０ａ上に、ＭＯＣＶＤ法により、ＧａＮ
系半導体層３０として、厚さ５μｍのｎ型ＧａＮ層３１、厚さ０．５μｍのｎ型Ａｌ0.05

Ｇａ0.95Ｎ層３２、６対のＩｎ0.15Ｇａ0.85Ｎ層およびＩｎ0.01Ｇａ0.99Ｎ層からなるＭ
ＱＷ（多重量子井戸）構造を有する厚さ１００ｎｍの発光層３３、厚さ２０ｎｍのｐ型Ａ
ｌ0.20Ｇａ0.80Ｎ層３４、厚さ０．１５μｍのｐ型ＧａＮ層３５を順次成長させた。こで
、実施例１１において作製された本ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、異種基板とＧａＮ薄膜
との間に空隙部が形成されているため、上記ＧａＮ系半導体層をエピタキシャル成長させ
る際に、異種基板とＧａＮ薄膜との間の熱膨張係数の差に由来する応力が緩和され、異種
基板、ＧａＮ薄膜およびＧａＮ系半導体層のいずれにもクラックの発生は見られなかった
。
【０１４３】
　次に、メサエッチングによりｎ型ＧａＮ層３１の一部の表面を露出させた。次に、真空
蒸着法または電子ビーム蒸着法により、ｐ型ＧａＮ層３５上にｐ側電極５１を、表面が露
出したｎ型ＧａＮ層３１上にｎ側電極５２を形成した。
【０１４４】
　なお、比較例Ｒ１５として、サファイア基板（異種基板２０）上に直接ＧａＮ系半導体
層３０を成長させたこと以外は、実施例１５と同様の方法および条件で、ＬＥＤを作製し
た。
【０１４５】
　また、実施例１５’として、ＧａＮ系半導体層３０の成長の際に、発光層３３として、
６対のＡｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層およびＧａＮ層からなるＭＱＷ構造を有する層を形成したこ
と以外は、実施例１５と同様の方法および条件でＬＥＤを製作した。なお、比較例Ｒ１５
’として、サファイア基板（異種基板２０）上に直接ＧａＮ系半導体層３０を成長させた
こと以外は、実施例１５’と同様の方法および条件で、ＬＥＤを作製した。
【０１４６】
　（２）ＬＥＤの特性評価
　上記実施例１５、比較例Ｒ１５について、それぞれのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍに
おける発光スペクトルの発光強度をＥＬ（エレクトロルミネッセンス）法により測定した
ところ、比較例Ｒ１５に対する実施例１５のＬＥＤの相対発光強度は１．２であった。さ
らに、実施例１５’、比較例Ｒ１５’について、それぞれのＬＥＤのピーク波長３５０ｎ
ｍにおける発光スペクトルの発光強度をＥＬ（エレクトロルミネッセンス）法により測定
したところ、比較例Ｒ１５’に対する実施例１５’のＬＥＤの相対発光強度は１０であっ
た。このことより、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板を用いることにより、発光強度が高く特性
の高いＬＥＤを低コストで製造することができたことがわかる。
【０１４７】
　（実施例１６）
　実施例１６は、図９を参照して、実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスのさらに
他の具体例として、両面電極型（両方の主面側に電極を有する型をいう、以下同じ）のＬ
ＥＤである。実施例１６のＬＥＤにおいては、基板として実施例１１において作製された
、導電性のＳｉ基板（異種基板２０）に単結晶で形成されている第１の領域と第１の領域
に対して［０００１］方向が反転している単結晶で形成されている第２の領域とを含む厚
さ０．１μｍの導電性のＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ
基板１が用いられている。
【０１４８】
　（１）ＬＥＤの作製
　図９を参照して、実施例１６のＬＥＤは、以下の製造方法により作製された。すなわち
、上記のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１（Ｓｉ基板（異種基板２０）上にＧａＮ薄膜１０ａ
が貼り合わせられている）のＧａＮ薄膜１０ａ上に、ＭＯＣＶＤ法により、ＧａＮ系半導
体層３０として、厚さ２μｍのｎ型ＧａＮ層３１、厚さ０．５μｍのｎ型Ａｌ0.05Ｇａ0.
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95Ｎ層３２、６対のＩｎ0.15Ｇａ0.85Ｎ層およびＡｌ0.01Ｇａ0.99Ｎ層からなるＭＱＷ構
造を有する厚さ１００ｎｍの発光層３３、厚さ２０ｎｍのｐ型Ａｌ0.20Ｇａ0.80Ｎ層３４
、厚さ０．１５μｍのｐ型ＧａＮ層３５を順次成長させた。ここで、実施例１１において
作製された本ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、異種基板とＧａＮ薄膜との間に空隙部が形成
されているため、上記ＧａＮ系半導体層をエピタキシャル成長させる際に、異種基板とＧ
ａＮ薄膜との間の熱膨張係数の差に由来する応力が緩和され、異種基板、ＧａＮ薄膜およ
びＧａＮ系半導体層のいずれにもクラックの発生は見られなかった。
【０１４９】
　次に、真空蒸着法または電子ビーム蒸着法により、ｐ型ＧａＮ層３５上にｐ側電極５１
を、ＧａＮ貼り合わせ基板１のＳｉ基板（異種基板２０）上にｎ側電極５２を形成した。
【０１５０】
　実施例１６のＬＥＤは、両方の主面側に電極を有するため両側の主面間で導電すること
から、チップサイズがより小型化された。
【０１５１】
　（実施例１７）
　実施例１７は、図１０を参照して、実施形態３の第２のＧａＮ系半導体デバイスの一具
体例として、両面電極型のＬＥＤである。実施例１７のＬＥＤは、厚さ０．１μｍの導電
性のＧａＮ薄膜１０ａ上に少なくとも１層のＧａＮ系半導体層３０が形成され、かかるＧ
ａＮ系半導体層３０の最上層側に放熱導電基板４０が貼り合わせられた構造を有する。
【０１５２】
　（１）ＬＥＤの作製
　図１０を参照して、実施例１７のＬＥＤは、以下の製造方法により作製された。すなわ
ち、まず、図１０（ａ）を参照して、実施例１１において作製されたＧａＮ薄膜貼り合わ
せ基板１（絶縁性のサファイア基板（異種基板２０）上に厚さ０．１μｍのＧａＮ薄膜１
０ａが貼り合わせられている）のＧａＮ薄膜１０ａ上に、ＭＯＣＶＤ法により、ＧａＮ系
半導体層３０として、厚さ２μｍのｎ型ＧａＮ層３１、厚さ０．５μｍのｎ型Ａｌ0.05Ｇ
ａ0.95Ｎ層３２、６対のＩｎ0.15Ｇａ0.85Ｎ層およびＡｌ0.01Ｇａ0.99Ｎ層からなるＭＱ
Ｗ構造を有する厚さ１００ｎｍの発光層３３、厚さ２０ｎｍのｐ型Ａｌ0.20Ｇａ0.80Ｎ層
３４、厚さ０．１５μｍのｐ型ＧａＮ層３５を順次成長させた。ここで、実施例１１にお
いて作製された本ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板は、異種基板とＧａＮ薄膜との間に空隙部が
形成されているため、上記ＧａＮ系半導体層をエピタキシャル成長させる際に、異種基板
とＧａＮ薄膜との間の熱膨張係数の差に由来する応力が緩和され、異種基板、ＧａＮ薄膜
およびＧａＮ系半導体層のいずれにもクラックの発生は見られなかった。次いで、真空蒸
着法により、ｐ型ＧａＮ層３５上にｐ側電極５１を形成した。
【０１５３】
　次に、図１０（ｂ）を参照して、ＧａＮ系半導体層３０の最外層（ｐ型ＧａＮ層３５）
側にｐ側電極５１を介して放熱導電板４０としてＣｕ板を、Ａｕ－Ｓｕはんだを用いて貼
り合わせた。
【０１５４】
　次に、図１０（ｃ）を参照して、レーザリフトオフ法により、サファイア基板（異種基
板２０）をＧａＮ薄膜１０ａから分離した。次いで、電子ビーム蒸着法により、ＧａＮ薄
膜上にｎ側電極５２を形成した。
【０１５５】
　なお、比較例Ｒ１７として、サファイア基板（異種基板２０）上に直接ＧａＮ系半導体
層３０を成長させたこと以外は、実施例１７と同様の方法および条件で、ＬＥＤを作製し
た。
【０１５６】
　（２）ＬＥＤの特性評価
　上記実施例１７および比較例Ｒ１７について、それぞれのＬＥＤのピーク波長４５０ｎ
ｍにおける発光スペクトルの発光強度を測定したところ、比較例Ｒ１７に対する実施例１
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７のＬＥＤの相対発光強度は１．２であった。このことより、ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板
を用いることにより、発光強度が高く特性の高いＬＥＤを低コストで製造することができ
たことがわかる。また、実施例１７のＬＥＤは、サファイア基板（異種基板２０）が除去
されたことにより、光の取り出し効率がより高められた。また、実施例１７のＬＥＤは、
両方の主面側に電極を有するため両側の主面間で導電することから、チップサイズが小型
化された。
【０１５７】
　（実施例１８）
　実施例１８は、図１１を参照して、実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスのさら
に他の具体例として、ＨＥＭＴである。実施例１８のＨＥＭＴにおいては、基板として実
施例１２において作製された、絶縁性のサファイア基板（異種基板２０）に厚さ０．１μ
ｍの半絶縁性のＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が
用いられている。
【０１５８】
　（１）ＨＥＭＴの作製
　図１１を参照して、実施例１８のＨＥＭＴは、以下の製造方法により作製された。すな
わち、上記のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１（サファイア基板（異種基板２０）上にＧａＮ
薄膜１０ａが貼り合わせられている）のＧａＮ薄膜１０ａ上に、ＭＯＣＶＤ法により、Ｇ
ａＮ系半導体層３０として、厚さ３μｍのｉ型ＧａＮ層３６、厚さ３０ｎｍのｉ型Ａｌ0.

25Ｇａ0.75Ｎ層３７を順次成長させた。次に、フォトリソグラフィ法およびリフトオフ法
を用いて、ｉ型Ａｌ0.25Ｇａ0.75Ｎ層３７上にソース電極５３およびドレイン電極５４を
形成した。ここで、ソース電極５３およびドレイン電極５４は、いずれも５０ｎｍのＴｉ
層、１００ｎｍのＡｌ層、２０ｎｍのＴｉ層および２００ｎｍのＡｕ層を積層し、８００
℃で３０秒間熱処理することにより合金化することにより形成した。また、同様の方法を
用いて、ｉ型Ａｌ0.25Ｇａ0.75Ｎ層３７上にゲート電極５５として、厚さ３００ｎｍのＡ
ｕ層を、ゲート幅２μｍ、ゲート長さ１５０μｍとなるように形成した。こうして、ＨＥ
ＭＴを形成し、その動作確認を行った。
【０１５９】
　（実施例１９）
　実施例１９は、図１２を参照して、実施形態２の第１のＧａＮ系半導体デバイスのさら
に他の具体例となる縦型トランジスタである。実施例１９の縦型トランジスタにおいては
、基板として実施例１４において作製された、導電性の基板（異種基板２０）に、単結晶
で形成されている第１の領域と第１の領域に対して［０００１］方向が反転している単結
晶で形成されている第２の領域とを含む厚さ０．１μｍの導電性のＧａＮ薄膜１０ａが貼
り合わせられているＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１が用いられている。
【０１６０】
　１１－１．縦型トランジスタの作製
　図１２を参照して、実施例１９の縦型トランジスタは、以下の製造方法により作製され
た。まず、上記のＧａＮ薄膜貼り合わせ基板１（導電性のＳｉ基板（異種基板２０）上に
ＧａＮ薄膜１０ａが貼り合わせられている）のＧａＮ薄膜１０ａ上に、ＭＯＣＶＤ法によ
り、ＧａＮ系半導体層３０として、厚さ１０μｍのｎ-型ＧａＮ層３８（電子濃度：１×
１０16ｃｍ-3）を成長させた。
【０１６１】
　次に、選択イオン注入により、ｎ-型ＧａＮ層３８の一部領域にＭｇイオンを注入して
ｐ型層３８ａを形成し、ｐ型層３８ａの一部領域にＳｉイオンを注入してｎ+型層３８ｂ
を形成した。次いで、ｎ型ＧａＮ層３８、ｐ型層３８ａおよびｎ+型層３８ｂ上に、保護
膜（図示せず）として厚さ３００ｎｍのＳｉＯ2層を形成した後、１２５０℃で３０秒間
熱処理を行なって、注入イオンを活性化させた。
【０１６２】
　次に、上記保護膜をフッ酸で除去した後、ｎ型ＧａＮ層３８、ｐ型層３８ａおよびｎ+
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型層３８ｂ上に、ｐ－ＣＶＤ（プラズマ化学気相堆積）法により、絶縁膜６０として５０
ｎｍのＳｉＯ2層を形成した。次いで、フォトリソグラフィ法およびバッファードフッ酸
を用いた選択エッチング法により、絶縁膜６０の一部領域を選択的にエッチングして、ソ
ース電極５３をリフトオフ法により形成した。ここで、ソース電極５３は、５０ｎｍのＴ
ｉ層、１００ｎｍのＡｌ層、２０ｎｍのＴｉ層および２００ｎｍのＡｕ層を積層し、８０
０℃で３０秒間熱処理することにより合金化することにより形成した。次いで、フォトリ
ソグラフィ法およびリフトオフ法により、絶縁膜６０上にゲート電極５５として厚さ３０
０ｎｍのＡｌ層を形成して、ＭＩＳ（金属－絶縁体－半導体）構造を構成した。次いで、
Ｓｉ基板（異種基板２０）上にドレイン電極５４を形成した。ここで、ドレイン電極５４
は、５０ｎｍのＴｉ層、１００ｎｍのＡｌ層、２０ｎｍのＴｉ層および２００ｎｍのＡｕ
層を積層し、８００℃で３０秒間熱処理することにより合金化することにより形成した。
こうして、縦型トランジスタを作製し、その動作確認を行なった。
【０１６３】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明でなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内のすべての変更が含まれること
が意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板、第１のＧａＮ系半導体デバイスおよ
び第２のＧａＮ系半導体デバイス、ならびにこれらの製造方法を示す模式断面図である。
ここで、（ａ）はＧａＮバルク結晶の成長工程、（ｂ）は鏡面の形成工程、（ｃ）は異種
基板の貼り合わせ工程、（ｄ）はＧａＮバルク結晶の分割工程、（ｅ）はＧａＮ系半導体
層の成長工程、（ｆ）は放熱導電板の貼り合わせ工程、（ｇ）は異種基板の分離工程を示
す。
【図２】本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法の一例を示す模式断面図で
ある。ここで、（ａ）はイオン注入工程を、（ｂ）は清浄面の形成工程を、（ｃ）は異種
基板の貼り合わせ工程を、（ｄ）は熱処理によるＧａＮバルク結晶の分割工程を示す。
【図３】本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法の他の例を示す模式断面図
である。ここで、（ａ）は清浄面の形成工程、（ｂ）は異種基板の貼り合わせ工程、（ｃ
）は切断によるＧａＮバルク結晶の分割工程を示す。
【図４】本発明において用いられるＧａＮバルク結晶の成長に用いられる第１のマスク層
における開口部のパターンを示す模式図である。ここで、（ａ）はストライプ状のパター
ンを、（ｂ）はドット状のパターンを示す。
【図５】本発明において用いられるＧａＮバルク結晶の成長に用いられるのマスク層にお
ける第２のマスク層のパターンを示す模式図である。ここで、（ａ）はストライプ状のパ
ターンを、（ｂ）はドット状のパターンを示す。
【図６】本発明において用いられる第１の領域と第２の領域とを含むＧａＮバルク結晶お
よびその製造方法を示す模式図である。ここで、（ａ）はストライプ状の第２の領域を有
する結晶の模式平面図を、（ｂ）はドット状の第２の領域を有する結晶の模式平面図を、
（ｃ）は（ａ）および（ｂ）におけるＶＩＣ－ＶＩＣ断面の模式断面図を示す。
【図７】本発明にかかるＧａＮ薄膜貼り合わせ基板の製造方法のさらの他の例を示す模式
断面図である。ここで、（ａ）は鏡面の形成工程を、（ｂ）はイオンの注入工程を、（ｃ
）は清浄面の形成工程を、（ｄ）は異種基板の貼り合わせ工程を、（ｅ）は熱処理による
ＧａＮバルク結晶の分割工程を示す。
【図８】本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスの一例であるＬＥＤを示す模式断
面図である。
【図９】本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスの他の例であるＬＥＤを示す模式
断面図である。
【図１０】本発明にかかる第２のＧａＮ系半導体デバイスの一例であるＬＥＤを示す模式
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断面図である。
【図１１】本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスのさらに他の例であるＨＥＭＴ
を示す模式断面図である。
【図１２】本発明にかかる第１のＧａＮ系半導体デバイスのさらに他の例である縦型トラ
ンジスタを示す模式断面図である。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　ＧａＮ薄膜貼り合わせ基板、２　第１のＧａＮ系半導体デバイス、３　第２のＧａ
Ｎ系半導体デバイス、１０　ＧａＮバルク結晶、１０ａ　ＧａＮ薄膜、１０ｇ，１１ｇ，
１２ｇ　Ｇａ面、１０ｎ，１１ｎ，１２ｎ　Ｎ面、１０ｔ　面、１１　第１の領域、１２
　第２の領域、１２ｐ，１２ｑ　多結晶面、２０　異種基板、３０　ＧａＮ系半導体層、
３１　ｎ型ＧａＮ層、３２　ｎ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層、３３　発光層、３４　ｐ型Ａｌ

0.20Ｇａ0.80Ｎ層、３５　ｐ型ＧａＮ層、３６　ｉ型ＧａＮ層、３７　ｉ型Ａｌ0.25Ｇａ

0.75Ｎ層、３８　ｎ-型ＧａＮ層、３８ａ　ｐ型層、３８ｂ　ｎ+型層、４０　放熱導電板
、５１　ｐ側電極、５２　ｎ側電極、５３　ソース電極、５４　ドレイン電極、５５　ゲ
ート電極、６０　絶縁膜、１００　下地基板、１１０　第１のマスク層、１１０ｍ　マス
ク部、１１０ｗ　開口部、１２０　第２のマスク層、１３０　マスク層、１４０　イオン
、１５０　エッチング。

【図１】 【図２】

【図３】
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