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(57)【要約】
【課題】窒化物半導体層をエピタキシャル成長した際、
基板の反りの少ない半導体装置の製造方法を提供する。
【解決手段】基板の裏面を研削する研削工程と、前記研
削工程の後、前記基板の表面に窒化物半導体層をエピタ
キシャル成長させる窒化物半導体層形成工程と、を有し
、前記形成される窒化物半導体層には、圧縮応力が生じ
ていることを特徴とする半導体装置の製造方法により上
記課題を解決する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の裏面を研削する研削工程と、
　前記研削工程の後、前記基板の表面に窒化物半導体層をエピタキシャル成長させる窒化
物半導体層形成工程と、
　を有し、
　前記形成される窒化物半導体層には、圧縮応力が生じていることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項２】
　前記基板は、シリコン基板、サファイア基板、ＳｉＣ基板であることを特徴とする請求
項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記研削工程により、前記基板の表面が凹状となるものであることを特徴とする請求項
１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記窒化物半導体層は、ＭＯＣＶＤにより形成されるものであることを特徴とする請求
項１から３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記窒化物半導体層は、バッファ層、電子走行層、電子供給層が順次積層形成されてい
るものであることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項６】
　前記窒化物半導体層形成工程の後、前記電子供給層の上に、ゲート電極、ソース電極及
びドレイン電極を形成する電極形成工程を有するものであることを特徴とする請求項１か
ら５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれかにより形成された基板と、
　前記基板の裏面に研削により形成された破砕層と、
　前記基板の表面の上に窒化物半導体により形成されたバッファ層と、
　前記バッファ層の上に窒化物半導体により形成された電子走行層と、
　前記電子走行層の上に窒化物半導体により形成された電子供給層と、
　前記電子供給層の上に形成されたゲート電極、ソース電極及びドレイン電極と、
　を有するものであることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　前記バッファ層、前記電子走行層及び前記電子供給層により形成される窒化物半導体層
には、圧縮応力が生じていることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれかにより形成されている半導体結晶成長用基板
において、
　裏面には研削により破砕層が形成されており、
　表面の形状は凹状となっており、
　前記表面上に、窒化物半導体層をエピタキシャル成長させるものであることを特徴とす
る半導体結晶成長用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法、半導体装置及び半導体結晶成長用基板に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
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　窒化物半導体であるＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ等または、これらの混晶である材料は、広
いバンドギャップを有しており、高出力電子デバイスまたは短波長発光デバイス等として
用いられている。このうち、高出力デバイスとしては、電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ
：Field-Effect Transistor）、特に、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ：High Elec
tron Mobility Transistor）に関する技術が開発されている（例えば、特許文献１）。こ
のような窒化物半導体を用いたＨＥＭＴは、高出力・高効率増幅器、大電力スイッチング
デバイス等に用いられる。
【０００３】
　具体的には、窒化物半導体を用いたＨＥＭＴは、基板上に、ＡｌＧａＮ／ＧａＮ（窒化
アルミニウムガリウム／窒化ガリウム）へテロ構造が形成されており、ＧａＮ層を電子走
行層とするものである。尚、基板としては、通常、サファイア、ＳｉＣ（シリコンカーバ
イド）、ＧａＮ（窒化ガリウム）、Ｓｉ（シリコン）等により形成されているものが用い
られる。
【０００４】
　窒化物半導体の一種であるＧａＮは、高い飽和電子速度や広いバンドギャップを有して
おり、高い耐圧特性を得ることができ、優れた電気的特性を有している。また、ＧａＮは
、ｃ軸に平行な［０００１］方向に極性を有している（ウルツ鉱型）。よって、ＡｌＧａ
Ｎ／ＧａＮのヘテロ構造を形成した場合には、ＡｌＧａＮとＧａＮとの格子定数の違いに
よる格子歪みにより、ピエゾ分極が誘起され、ＧａＮ層における界面近傍には高濃度の２
ＤＥＧ（Two-Dimensional Electron Gas：２次元電子ガス）が発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３５９２５６号公報
【特許文献２】特開２００８－９８４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、Ｓｉやサファイア等の基板の上に、有機金属気相成長（ＭＯＣＶＤ：Metal 
Organic Chemical Vapor Deposition）法により、ＡｌＧａＮ層及びＧａＮ層を含む窒化
物半導体層をエピタキシャル成長させた場合、成膜のなされた基板に反りが発生する。こ
のような基板の反りは、基板と半導体層を形成している材料との格子定数の差、熱膨張係
数の差等により、成膜された半導体層において応力が発生することにより生じるものと考
えられる。
【０００７】
　このように、基板に半導体層をエピタキシャル成長させた場合に基板が反ってしまうと
、その後の工程、例えば、レジスト塗布や電極形成等の工程において、基板をうまく吸着
することができず、基板を搬送することができないといった問題が生じてしまう。また、
反りの発生している基板では、露光装置による露光の際に、パターン揺らぎ等が生じ、所
望の精度で露光することができないといった問題も生じてしまう。従って、半導体装置を
製造する際の製造工程におけるトラブルの原因となり、また、半導体装置の歩留りの低下
を招く。
【０００８】
　よって、基板の表面にＭＯＣＶＤ法により半導体層をエピタキシャル成長させた場合に
おいても、基板の反りが少ない半導体装置の製造方法、半導体装置及び半導体結晶成長用
基板が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施の形態の一観点によれば、基板の裏面を研削する研削工程と、前記研削工程の後
、前記基板の表面に窒化物半導体層をエピタキシャル成長させる窒化物半導体層形成工程
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と、を有し、前記形成される窒化物半導体層には、圧縮応力が生じていることを特徴とす
る。
【００１０】
　また、本実施の形態の他の一観点によれば、シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれか
により形成された基板と、前記基板の裏面に研削により形成された破砕層と、前記基板の
表面の上に窒化物半導体により形成されたバッファ層と、前記バッファ層の上に窒化物半
導体により形成された電子走行層と、前記電子走行層の上に窒化物半導体により形成され
た電子供給層と、前記電子供給層の上に形成されたゲート電極、ソース電極及びドレイン
電極と、を有するものであることを特徴とする。
【００１１】
　また、本実施の形態の他の一観点によれば、シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれか
により形成されている半導体結晶成長用基板において、裏面には研削により破砕層が形成
されており、表面の形状は凹状となっており、前記表面上に、窒化物半導体層をエピタキ
シャル成長させるものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　開示の半導体装置の製造方法、半導体装置及び半導体結晶成長用基板によれば、基板の
表面にＭＯＣＶＤ法により半導体層をエピタキシャル成長させた場合においても、基板の
反りが少ないため、半導体装置の製造工程におけるトラブル等を減らすことができ、また
、製造される半導体装置の歩留りを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】膜応力と結晶性及び素子特性との関係の説明図
【図２】第１の実施の形態における半導体装置の構造図
【図３】基板裏面における研削による基板表面の変化の説明図
【図４】基板裏面における研削による基板の変化を示す模式図
【図５】第１の実施の形態における半導体装置の製造方法の工程図
【図６】第２の実施の形態におけるディスクリートパッケージされた半導体デバイスの説
明図
【図７】第２の実施の形態における電源装置の回路図
【図８】第２の実施の形態における高出力増幅器の構造図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、同一の符
号を付して説明を省略する。
【００１５】
　〔第１の実施の形態〕
　ところで、Ｓｉ等の基板１０の表面に、ＭＯＣＶＤにより窒化物半導体層２０をエピタ
キシャル成長させた場合においては、図１に示されるように、窒化物半導体層２０に圧縮
応力が生じる場合と引張応力が生じる場合とがある。このように、窒化物半導体層２０に
生じる圧縮応力または引張応力は、ＭＯＣＶＤにおける成膜条件に依存して生じるもので
あり、このような窒化物半導体層２０に圧縮応力または引張応力が生じることにより、基
板１０に反りが発生する。
【００１６】
　ところで、半導体層２０に応力が生じている場合、図１（ａ）に示されるように引張応
力が生じている場合よりも、図１（ｂ）に示されるように圧縮応力が生じている場合の方
が、結晶性及びＨＥＭＴを作製した際の電気的特性（素子特性）が良い。即ち、基板１０
の上に窒化物半導体層２０をエピタキシャル成長させた際、窒化物半導体層２０に圧縮応
力が生じているものの方が、結晶性が良く、また、作製されるＨＥＭＴの電気的特性は良
好であることが、知見として得られている。
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【００１７】
　尚、Ｓｉ等の基板１０を用いて、ＨＥＭＴを作製する場合には、図２に示されるように
、一般的に、窒化物半導体層２０として、第１のバッファ層２１、第２のバッファ層２２
、電子走行層２３、電子供給層２４をエピタキシャル成長させることにより形成する。第
１のバッファ層２１はＡｌＮにより形成されており、第２のバッファ層２２はＡｌＧａＮ
により形成されており、電子走行層２３はＧａＮにより形成されており、電子供給層２４
はＡｌＧａＮにより形成されている。これにより、電子走行層２３における電子走行層２
３と電子供給層２４との界面近傍には、２ＤＥＧ２３ａが形成される。
【００１８】
　一方、Ｓｉ等の基板の裏面を研削装置等により研削した場合、基板の表面が凹状になる
ことも、知見として得られている。具体的には、図３（ａ）に示されるように、研削され
る前に、表面が若干凹状になっている基板（表面における高低差が約４０μｍ）の裏面を
約２０～３０μｍ研削する。これにより、図３（ｂ）に示されるように、基板の表面は、
凹状の形状がより顕著（表面における高低差が約２５０μｍ）になる。図３に示される場
合では、基板の表面に半導体層が形成されているため、最初の状態において、基板の表面
が若干凹状になっているが、半導体層が形成されていない平らなＳｉ基板の裏面を研磨し
た場合においても、基板の表面が凹状になるものと考えられる。また、図３に示す場合で
は、基板の裏面を２０～３０μｍ研削した場合について示しているが、発明者の経験等に
基づくならば、表面の平らな基板の裏面を２～３μｍ研削しただけでも基板の表面が凸状
になることが、知見として得られている。即ち、基板の裏面を２μｍ以上研削すれば、基
板の表面を凸状にすることができることが、知見として得られているのである。このよう
に、基板の裏面を研削することにより、基板の表面が凹状になるのは、基板の裏面の研削
を行なうことによって、図４に示されるように、基板１０の裏面に破砕層１１が形成され
ることによるものと考えられる。即ち、基板１０の裏面の研削は、基板１０の裏面に力が
加わった状態で行なわれるため、基板１０の裏面において破砕層１１が形成されている部
分は、研削の際に加えられた力により、密度が高くなるものと考えられる。これにより、
破砕層１１において圧縮応力が生じるため、基板１０の裏面は凸状となり、これに伴い、
基板の表面が凹状になるものと考えられる。尚、図３は、基板１０がＳｉにより形成され
ている場合について示すものであるが、サファイア、ＳｉＣにより形成された基板におい
ても、破砕層１１が形成されれば、同様の傾向になるものと推察される。また、基板の裏
面を研削する研削装置としては、グラインダ等が挙げられる。
【００１９】
　以上の内容は、発明者が鋭意研究を行なった結果、知見として得られたものであり、本
発明に係る本実施の形態は、このような知見に基づいてなされたものである。
【００２０】
　（半導体装置の製造方法）
　次に、本実施の形態における半導体装置の製造方法について図５に基づき説明する。
【００２１】
　最初に、図５（ａ）に示すように、基板１０を準備する。この基板１０は、シリコン（
１１１）面基板であって、表面が平らな基板である。
【００２２】
　次に、図５（ｂ）に示すように、研削装置により基板１０の裏面を数十μｍ研削する。
これにより、基板１０の裏面には、ダメージ層とも呼ばれる破砕層１１が約１０μｍ形成
される。このように破砕層１１が基板１０の裏面に形成されることにより、基板１０の裏
面は凸状となる形状に変形し、これに伴い、基板１０の表面が凹状となる形状に変形する
。尚、この後、十分に洗浄を行なう。これにより、本実施の形態における半導体結晶成長
用基板を得ることができる。
【００２３】
　次に、図５（ｃ）に示すように、ＭＯＣＶＤにより、基板１０の表面に、窒化物半導体
層２０である第１のバッファ層２１、第２のバッファ層２２、電子走行層２３、電子供給
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層２４を順次エピタキシャル成長により積層形成する。尚、第１のバッファ層２１はＡｌ
Ｎにより形成されており、第２のバッファ層２２はＡｌＧａＮにより形成されており、電
子走行層２３はＧａＮにより形成されており、電子供給層２４はＡｌＧａＮにより形成さ
れている。これにより、電子走行層２３における電子走行層２３と電子供給層２４との界
面近傍には、２ＤＥＧ２３ａが形成される。
【００２４】
　ＭＯＣＶＤによるエピタキシャル成長による成膜の条件は、第１のバッファ層２１、第
２のバッファ層２２、電子走行層２３、電子供給層２４を形成することにより、基板１０
の表面が凸状となる条件、即ち、膜に圧縮応力が生じるような条件により成膜する。これ
により、ＭＯＣＶＤによる成膜前は、基板１０の表面が凹状であったものが、ＭＯＣＶＤ
により窒化物半導体層２０をエピタキシャル成長させることにより、略平ら、または、若
干凸状となる。即ち、研削により生じた破砕層１１により基板１０の表面が凹状になる応
力と、窒化物半導体層２０のエピタキシャル成長により生じた基板１０の表面が凸状にな
る応力とが一部相殺されるため、基板１０の表面は、略平ら、または、若干凸状の状態と
なる。この状態は、最初に平らな基板を用いて、圧縮応力が生じる条件における窒化物半
導体層を成膜した場合と比べると、平坦に近い状態である。このように、本実施の形態に
おいては、基板１０の表面が平坦に近い状態となるため、基板搬送の際の吸着も支障なく
行なうことができ、露光装置による露光においても、パターン揺らぎ等が発生することな
く緻密なパターンを形成することができる。よって、半導体製造工程におけるトラブルの
発生を抑制することができ、また、半導体装置の歩留り等を向上させることができる。
【００２５】
　次に、図５（ｄ）に示すように、電子供給層２４の上に、金属材料によりゲート電極３
１、ソース電極３２、ドレイン電極３３を形成し、ダイシングソー等により、素子ごとに
分離する。これにより、本実施の形態における半導体装置を作製することができる。
【００２６】
　本実施の形態における半導体装置の製造方法により製造された半導体装置は、窒化物半
導体層２０には圧縮応力が生じているため、電気的特性が良好である。また、窒化物半導
体層２０を形成した後の基板１０の表面が平坦に近い状態であるため、基板搬送を支障な
く行なうことができ、更には、露光の際にパターン揺らぎの発生を抑制することができる
ため、微細な配線等を正確に形成することができる。よって、本実施の形態における半導
体装置の製造方法により製造された半導体装置は、電気的特性等が良好であり、また歩留
りも高い。
【００２７】
　尚、上記においては、ＭＯＣＶＤにより窒化物半導体層２０を成膜する前に、基板１０
の表面を凹状にするため、基板１０の裏面を研削する方法について説明した。しかしなが
ら、研削以外にも基板１０の表面を凹状にすることができる方法があれば、その方法によ
り基板１０の表面を凹状にしたものを用いてもよい。また、最初から基板１０の表面が凹
状となっている基板１０を他の方法により作製することが可能であるならば、そのような
、最初から表面が凹状となっている基板１０の表面の上に、ＭＯＣＶＤによるエピタキシ
ャル成長により窒化物半導体層２０を形成してもよい。
【００２８】
　〔第２の実施の形態〕
　次に、第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、半導体デバイス、電源装
置及び高周波増幅器である。
【００２９】
　本実施の形態における半導体デバイスは、第１の実施の形態における半導体装置をディ
スクリートパッケージしたものであり、このようにディスクリートパッケージされた半導
体デバイスについて、図６に基づき説明する。尚、図６は、ディスクリートパッケージさ
れた半導体装置の内部を模式的に示すものであり、電極の配置等については、第１の実施
の形態に示されているものとは、異なっている。



(7) JP 2013-201397 A 2013.10.3

10

20

30

40

50

【００３０】
　最初に、第１の実施の形態において製造された半導体装置をダイシング等により切断す
ることにより、ＧａＮ系の半導体材料のＨＥＭＴの半導体チップ４１０を形成する。この
半導体チップ４１０をリードフレーム４２０上に、ハンダ等のダイアタッチ剤４３０によ
り固定する。尚、この半導体チップ４１０は、第１の実施の形態における半導体装置に相
当するものである。
【００３１】
　次に、ゲート電極４１１をゲートリード４２１にボンディングワイヤ４３１により接続
し、ソース電極４１２をソースリード４２２にボンディングワイヤ４３２により接続し、
ドレイン電極４１３をドレインリード４２３にボンディングワイヤ４３３により接続する
。尚、ボンディングワイヤ４３１、４３２、４３３はＡｌ等の金属材料により形成されて
いる。また、本実施の形態においては、ゲート電極４１１はゲート電極パッドであり、第
１の実施の形態における半導体装置のゲート電極３１と接続されている。また、ソース電
極４１２はソース電極パッドであり、第１の実施の形態における半導体装置のソース電極
３２と接続されている。また、ドレイン電極４１３はドレイン電極パッドであり、第１の
実施の形態における半導体装置のドレイン電極３３と接続されている。
【００３２】
　次に、トランスファーモールド法によりモールド樹脂４４０による樹脂封止を行なう。
このようにして、ＧａＮ系の半導体材料を用いたＨＥＭＴのディスクリートパッケージさ
れている半導体デバイスを作製することができる。
【００３３】
　次に、本実施の形態における電源装置及び高周波増幅器について説明する。本実施の形
態における電源装置及び高周波増幅器は、第１の実施の形態における半導体装置を用いた
電源装置及び高周波増幅器である。
【００３４】
　最初に、図７に基づき、本実施の形態における電源装置について説明する。本実施の形
態における電源装置４６０は、高圧の一次側回路４６１、低圧の二次側回路４６２及び一
次側回路４６１と二次側回路４６２との間に配設されるトランス４６３を備えている。一
次側回路４６１は、交流電源４６４、いわゆるブリッジ整流回路４６５、複数のスイッチ
ング素子（図７に示す例では４つ）４６６及び一つのスイッチング素子４６７等を備えて
いる。二次側回路４６２は、複数のスイッチング素子（図７に示す例では３つ）４６８を
備えている。図７に示す例では、第１の実施の形態における半導体装置を一次側回路４６
１のスイッチング素子４６６及び４６７として用いている。尚、一次側回路４６１のスイ
ッチング素子４６６及び４６７は、ノーマリーオフの半導体装置であることが好ましい。
また、二次側回路４６２において用いられているスイッチング素子４６８はシリコンによ
り形成される通常のＭＩＳＦＥＴ（metal insulator semiconductor field effect trans
istor）を用いている。
【００３５】
　次に、図８に基づき、本実施の形態における高周波増幅器について説明する。本実施の
形態における高周波増幅器４７０は、例えば、携帯電話の基地局用パワーアンプに適用し
てもよい。この高周波増幅器４７０は、ディジタル・プレディストーション回路４７１、
ミキサー４７２、パワーアンプ４７３及び方向性結合器４７４を備えている。ディジタル
・プレディストーション回路４７１は、入力信号の非線形歪みを補償する。ミキサー４７
２は、非線形歪みが補償された入力信号と交流信号とをミキシングする。パワーアンプ４
７３は、交流信号とミキシングされた入力信号を増幅する。図８に示す例では、パワーア
ンプ４７３は、第１の実施の形態における半導体装置を有している。方向性結合器４７４
は、入力信号や出力信号のモニタリング等を行なう。図８に示す回路では、例えば、スイ
ッチの切り替えにより、ミキサー４７２により出力信号を交流信号とミキシングしてディ
ジタル・プレディストーション回路４７１に送出することが可能である。
【００３６】
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　以上、実施の形態について詳述したが、特定の実施形態に限定されるものではなく、特
許請求の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。
【００３７】
　上記の説明に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　基板の裏面を研削する研削工程と、
　前記研削工程の後、前記基板の表面に窒化物半導体層をエピタキシャル成長させる窒化
物半導体層形成工程と、
　を有し、
　前記形成される窒化物半導体層には、圧縮応力が生じていることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
（付記２）
　前記基板は、シリコン基板、サファイア基板、ＳｉＣ基板であることを特徴とする付記
１に記載の半導体装置の製造方法。
（付記３）
　前記基板は、シリコン（１１１）面基板であることを特徴とする付記１に記載の半導体
装置の製造方法。
（付記４）
　前記研削工程により、前記基板の表面が凹状となるものであることを特徴とする付記１
から３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記５）
　前記研削工程は、前記基板の裏面を２μｍ以上研削するものであることを特徴とする付
記１から４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記６）
　前記研削工程は、スクライブ装置により、基板の裏面を研削することにより行なわれる
ものであることを特徴とする付記１から５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記７）
　前記窒化物半導体層は、ＭＯＣＶＤにより形成されるものであることを特徴とする付記
１から６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記８）
　前記窒化物半導体層は、エピタキシャル成長により形成されるものであることを特徴と
する付記１から７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記９）
　前記窒化物半導体層は、バッファ層、電子走行層、電子供給層が順次積層形成されてい
るものであることを特徴とする付記１から８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記１０）
　前記バッファ層は、第１のバッファ層と第２のバッファ層を有しており、前記基板上に
、前記第１のバッファ層、前記第２のバッファ層の順に形成されるものであって、
　前記第１のバッファ層は、ＡｌＮを含む材料により形成されており、
　前記第２のバッファ層は、ＡｌＧａＮを含む材料により形成されているものであること
を特徴とする付記９に記載の半導体装置の製造方法。
（付記１１）
　前記電子走行層は、ＧａＮを含む材料により形成されているものであることを特徴とす
る付記９または１０に記載の半導体装置の製造方法。
（付記１２）
　前記電子供給層は、ＡｌＧａＮを含む材料により形成されているものであることを特徴
とする９から１１のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
（付記１３）
　前記窒化物半導体層形成工程の後、前記電子供給層の上に、ゲート電極、ソース電極及
びドレイン電極を形成する電極形成工程を有するものであることを特徴とする付記１から
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（付記１４）
　シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれかにより形成された基板と、
　前記基板の裏面に研削により形成された破砕層と、
　前記基板の表面の上に窒化物半導体により形成されたバッファ層と、
　前記バッファ層の上に窒化物半導体により形成された電子走行層と、
　前記電子走行層の上に窒化物半導体により形成された電子供給層と、
　前記電子供給層の上に形成されたゲート電極、ソース電極及びドレイン電極と、
　を有するものであることを特徴とする半導体装置。
（付記１５）
　前記バッファ層、前記電子走行層及び前記電子供給層により形成される窒化物半導体層
には、圧縮応力が生じていることを特徴とする付記１４に記載の半導体装置。
（付記１６）
　前記半導体装置は、ＨＥＭＴであることを特徴とする１４または１５に記載の半導体装
置。
（付記１７）
　シリコン、サファイア、ＳｉＣのいずれかにより形成されている半導体結晶成長用基板
において、
　裏面には研削により破砕層が形成されており、
　表面の形状は凹状となっており、
　前記表面上に、窒化物半導体層をエピタキシャル成長させるものであることを特徴とす
る半導体結晶成長用基板。
（付記１８）
　付記１４から１６のいずれかに記載の半導体装置を有することを特徴とする電源装置。
（付記１９）
　付記１４から１６のいずれかに記載の半導体装置を有することを特徴とする増幅器。
【符号の説明】
【００３８】
１０　　　　基板
１１　　　　破砕層
２０　　　　窒化物半導体層
２１　　　　第１のバッファ層
２２　　　　第２のバッファ層
２３　　　　電子走行層
２３ａ　　　２ＤＥＧ
２４　　　　電子供給層
３１　　　　ゲート電極
３２　　　　ソース電極
３３　　　　ドレイン電極
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