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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光半導体領域を有するウエーハの表面にレジスト膜を形成する工程と、
　多数の凸部又は凹部が第１の平均ピッチで配置された凹凸面を有する成形用型を前記レ
ジスト膜に押し当てることによって前記成形用型の凹凸面の凸部に対応した凹部と前記成
形用型の凹凸面の凹部に対応した凸部とを前記レジスト膜に形成する工程と、
　前記レジスト膜に非選択的にエッチング処理を施して前記レジスト膜の凹部の全部を除
去し且つ前記レジスト膜の凸部の一部を除去し、前記レジスト膜の残存部分から成るマス
クを得る工程と、
前記レジスト膜のエッチング処理に連続したエッチング処理又は別なエッチング処理を前
記ウエーハに施すことによって前記ウエーハの前記マスクで覆われていない部分に前記レ
ジスト膜の凹部に対応した第１の凹部を形成する工程と、
前記レジスト膜の残存部分を前記ウエーハのエッチング処理後又はエッチング処理中に除
去して、前記ウエーハの表面上に前記第１の凹部と該第１の凹部の傾斜側面を介して前記
第１の凹部に隣接配置された第１の凸部とが第１の平均ピッチで繰り返して配置されてい
るものを得る工程と、
　前記第１の凹部及び前記第１の凸部を有する前記ウエーハの表面上に、凝集する性質を
有し且つウエーハをエッチングする時にマスクとして機能する性質を有する金属材料から
成る金属膜を形成する工程と、
　凝集させることができる温度の熱処理を前記金属膜の形成と同時又は形成後に前記金属
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膜に対して施して前記金属膜を前記第１の平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチで配
置された多数の粒状体に変化させ、且つ前記傾斜側面には前記金属膜及びその粒状体を配
置させない工程と、
　前記多数の粒状体をマスクとして使用して前記ウエーハの前記多数の粒状体で覆われて
いない領域をエッチングして前記第１の凹部及び前記第１の凸部に前記第２の平均ピッチ
で配置された多数の第２の凹部及び第２の凸部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の前記第２の凹部及び第
２の凸部を形成する工程の後又はこの工程中に、前記ウエーハ上の前記多数の粒状体を前
記除去する工程と
　を有していることを特徴とする半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法。
【請求項２】
前記レジスト膜のエッチング処理はドライエッチングであり、且つ前記粒状体をマスクと
したエッチングもドライエッチングであることを特徴とする請求項１記載の半導体発光素
子用ウエーハの粗面化方法。
【請求項３】
　発光半導体領域を有するウエーハの表面にレジスト膜を形成する工程と、
前記レジスト膜を選択的に除去することによって、前記レジスト膜に第１の平均ピッチで
配置された多数の開口又は凹部を得る工程と、
前記開口又は凹部を有するレジスト膜をマスクとして前記ウエーハをエッチングし、前記
ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の第１の凹部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の前記第１の凹部を形成する
工程の後又は工程中に前記レジスト膜を除去する工程と、
前記第１の凹部と該第１の凹部に傾斜側面を介して隣接している第１の凸部とが第１の平
均ピッチで繰り返して配置されている前記ウエーハの表面上に、凝集する性質を有し且つ
ウエーハをエッチングする時にマスクとして機能する性質を有する金属材料から成る金属
膜を形成する工程と、
　凝集させることができる温度の熱処理を前記金属膜の形成と同時又は形成後に前記金属
膜に対して施して前記金属膜を前記第１の平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチで配
置された多数の粒状体に変化させ、前記第１の凹部及び前記に前記第１の凸部に前記粒状
体を配置させるが前記傾斜側面には配置させない工程と、
　前記多数の粒状体をマスクとして使用して前記ウエーハの前記多数の粒状体で覆われて
いない領域をエッチングして前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多
数の第２の凹部及び第２の凸部を有する粗面を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の第２の凹部及び第２の
凸部を形成する工程の後又はこの工程中に、前記ウエーハ上の前記多数の粒状体を除去す
る工程と
有していることを特徴とする半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法。
【請求項４】
　発光半導体領域を有するウエーハの表面に、第１の平均ピッチで配置された多数の第１
の凹部及び該第１の凹部の傾斜側面を介して前記第１の凹部に隣接している第１の凸部を
有し、且つ前記第１の凹部及び前記第１の凸部に前記第１の平均ピッチよりも小さい第２
の平均ピッチで配置された多数の第２の凹部及び第２の凸部を有し、且つ前記傾斜側面に
は前記第２の凹部及び前記第２の凸部が形成されていない面を得るための方法であって、
　前記ウエーハの表面上に、凝集する性質を有し且つウエーハをエッチングする時にマス
クとして機能する性質を有する金属材料から成る金属膜を形成する工程と、
　凝集させることができる温度の熱処理を前記金属膜の形成と同時又は形成後に前記金属
膜に対して施して前記金属膜を前記第２の平均ピッチで配置された多数の粒状体に変化さ
せる工程と、
　前記多数の粒状体をマスクとして使用して前記ウエーハの前記多数の粒状体で覆われて
いない領域をエッチングして前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多
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数の前記第２の凹部及び前記第２の凸部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の前記第２の凹部及び前
記第２の凸部を形成する工程の後又はこの工程中に、前記ウエーハ上の前記多数の粒状体
を除去する工程と
　前記第２の平均ピッチで配置された多数の前記第２の凹部及び前記第２の凸部を有する
前記ウエーハの表面上にレジスト膜を形成する工程と、
　前記レジスト膜に前記第１の平均ピッチで配置された多数の凹部又は凸部又は開口を形
成する工程と、
前記凹部又は凸部又は開口を有するレジスト膜をマスクとして前記ウエーハをエッチング
し、前記ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の前記第１の凹部及び前記
第１の凸部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の前記第１の凹部及び前記第
１の凸部を形成する工程の後又は工程中に前記レジスト膜を除去する工程と
を有していることを特徴とする半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法。
【請求項５】
　発光半導体領域を有するウエーハの表面に、第１の平均ピッチで配置された多数の第１
の凹部及び該第１の凹部の傾斜側面を介して前記第１の凹部に隣接している第１の凸部を
有し、且つ前記第１の凹部及び前記第１の凸部に前記第１の平均ピッチよりも小さい第２
の平均ピッチで配置された多数の第２の凹部及び第２の凸部を有し、且つ前記傾斜側面に
は前記第２の凹部及び前記第２の凸部が形成されていない面を得るための方法であって、
　前記ウエーハの表面に凝集する性質を有し且つウエーハをエッチングする時にマスクと
して機能する性質を有する金属材料から成る金属膜を形成する工程と、
　凝集させることができる温度の熱処理を前記金属膜の形成と同時又は後に施して前記金
属膜を前記第２の平均ピッチを有する多数の粒状体に変化させる工程と、
　前記多数の粒状体を有する前記ウエーハの表面上にレジスト膜を形成する工程と、
　前記レジスト膜に前記第１の平均ピッチで配置された多数の凹部又は凸部又は開口を形
成する工程と、
前記凹部又は凸部又は開口を有するレジスト膜をマスクとして前記ウエーハをエッチング
し、前記ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の前記第１の凹部及び前記
第１の凸部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に第１の平均ピッチで配置された多数の前記第１の凹部及び前記第
１の凸部を形成する工程の後又は工程中に前記レジスト膜を除去する工程と
　前記ウエーハに残存している粒状体をマスクとして前記ウエーハをエッチングして前記
第２の平均ピッチを有する多数の前記第２の凹部及び前記第２の凸部を形成する工程と、
　前記第２の平均ピッチを有する多数の前記第２の凹部及び前記第２の凸部を形成する工
程の後又はこの工程中に前記粒状体を除去する工程と
を備えていることを特徴とする半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法。
【請求項６】
　発光半導体領域の光取り出し面に、第１の凹部と該第１の凹部の傾斜側面を介して前記
第１の凹部に隣接している第１の凸部とが第１の平均ピッチで繰り返して配置され、前記
第１の凹部及び前記第１の凸部に前記第１の平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチで
複数の第２の凹部及び第２の凸部が設けられ、前記傾斜側面には前記第２の凹部及び第２
の凸部が設けられておらず、前記第１の平均ピッチが１～２０μｍに設定され、前記第２
の平均ピッチが５０～８００ｎｍに設定されていることを特徴とする半導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子用ウエーハに全反射を抑制するための粗面を形成する方法、
及び全反射を抑制するための粗面を有する半導体発光素子に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　半導体発光ダイオードは、光を放射する半導体チップとこれを被覆する光透過性保護樹
脂とから成る。半導体チップの光を外部に取り出す面を有する半導体層（例えば電流分散
層又はコンタクト層）の光屈折率は２．０～３．５程度であり、保護樹脂の光屈折率は１
．５程度であるので、半導体チップと保護樹脂との間の臨界角は２５～４８度となる。こ
のため半導体チップの光取り出し面に入射する光の入射角が臨界角よりも大きい場合には
、全反射が生じ、入射角の大きい光を外部に取り出すことが不可能になり、光取り出し効
率が低下する。
【０００３】
　上記の全反射による光取出し効率の低下を抑制するために半導体チップの表面を粗面化
することが特開２００３－２０９２８３号公報（特許文献１）等で公知である。この特許
文献１では、発光半導体領域の光取出し面をブレード加工（刃物による加工）又はレジス
トマスクを使用したエッチング加工（ホトリソグラフィー技術）によって粗面が形成され
ている。しかし、ブレード加工の場合は特別な工具が必要になり、また、ホトリソグラフ
ィー技術の場合には、マスクが必要になるばかりでなく、数十～数百nmの凹凸を安定的に
形成することが難しい。このため、従来方法で発光半導体領域の表面に粗面を容易且つ安
価に形成することが困難であった。また、半導体発光素子の光取り出し効率の更なる向上
が困難であった。
【特許文献１】特開２００３―２０９２８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、光取り出し効率の更なる向上が可能な粗面を有する
半導体発光素子が要求されていることであり、本発明の目的はこの要求に応えることがで
きる半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法及び半導体発光素子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明は、
発光半導体領域を有するウエーハの表面にレジスト膜を形成する工程と、
　多数の凸部又は凹部が第１の平均ピッチで配置された凹凸面を有する成形用型を前記レ
ジスト膜に押し当てることによって前記成形用型の凹凸面の凸部に対応した凹部と前記成
形用型の凹凸面の凹部に対応した凸部とを前記レジスト膜に形成する工程と、
　前記レジスト膜に非選択的にエッチング処理を施して前記レジスト膜の凹部の全部を除
去し且つ前記レジスト膜の凸部の一部を除去し、前記レジスト膜の残存部分から成るマス
クを得る工程と、
前記レジスト膜のエッチング処理に連続したエッチング処理又は別なエッチング処理を前
記ウエーハに施すことによって前記ウエーハの前記マスクで覆われていない部分に前記レ
ジスト膜の凹部に対応した第１の凹部を形成する工程と、
前記レジスト膜の残存部分を前記ウエーハのエッチング処理後又はエッチング処理中に除
去して、前記ウエーハの表面上に前記第１の凹部と該第１の凹部の傾斜側面を介して前記
第１の凹部に隣接配置された第１の凸部とが第１の平均ピッチで繰り返して配置されてい
るものを得る工程と、
　前記第１の凹部及び前記第１の凸部を有する前記ウエーハの表面上に、凝集する性質を
有し且つウエーハをエッチングする時にマスクとして機能する性質を有する金属材料から
成る金属膜を形成する工程と、
　凝集させることができる温度の熱処理を前記金属膜の形成と同時又は形成後に前記金属
膜に対して施して前記金属膜を前記第１の平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチで配
置された多数の粒状体に変化させ、且つ前記傾斜側面には前記金属膜及びその粒状体を配
置させない工程と、
　前記多数の粒状体をマスクとして使用して前記ウエーハの前記多数の粒状体で覆われて
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いない領域をエッチングして前記第１の凹部及び前記第１の凸部に　　前記第２の平均ピ
ッチで配置された多数の第２の凹部及び第２の凸部を得る工程と、
　前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の前記第２の凹部及び第
２の凸部を形成する工程の後又はこの工程中に、前記ウエーハ上の前記多数の粒状体を前
記除去する工程と
　を有していることを特徴とする半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法に係わるもので
ある。
　なお、各請求項の発明におけるウエーハは、発光半導体領域のみを有する半導体ウエー
ハのみでなく、半導体ウエーハの光取り出し面にＩＴＯ等の光透過性導電膜を伴ったウエ
ーハ、及び発光半導体領域が半導体基板又は絶縁基板に支持された構成のウエーハ等も意
味している。
　また、各請求項の発明におけるレジスト膜は、耐エッチング性を有するもののみでなく
ドライエッチング又はウエットエッチングの時間に比例的にエッチングが進行する被膜も
意味している。
また、各請求項の発明における凝集は、金属膜が多数の粒状体（凝集体）又は塊に変化す
る現象を意味している。
　また、各請求項の発明におけるエッチングは、周知のドライエッチング又は周知のウエ
ットエッチングを意味している。
また、各請求項の発明における多数の凹部又は凸部の第１の平均ピッチは、第１の凹部又
は凸部の中心とこれに隣接する別の第１の凹部又は凸部の中心との相互間隔の多数の平均
値を意味している。同様に、多数の凹部又は凸部の第２の平均ピッチは、第２の凹部又は
凸部の中心とこれに隣接する別の第２の凹部又は凸部の中心との相互間隔の多数の平均値
を意味している。
【０００６】
なお、請求項２に示すように、前記レジスト膜のエッチング処理はドライエッチングであ
り、且つ前記粒状体をマスクとしたエッチングもドライエッチングであることが望ましい
。
また、請求項３に示すように、前記レジスト膜に成形用型を使用して第１の平均ピッチで
配置された多数の凹部又は凸部を得る代わりに、前記レジスト膜を選択的に除去すること
によって前記レジスト膜に第１の平均ピッチで配置された多数の開口又は凹部又は凸部を
形成することができる。
また、請求項４に示すように、レジスト膜に第１の平均ピッチで配置された多数の開口又
は凹部又は凸部を形成する工程の前に、ウエーハの表面に金属膜の凝集に基づいて第２の
平均ピッチで配置された多数の粒状体（凝集体）を得る工程、及びこの多数の粒状体をマ
スクとして使用してウエーハの前記多数の粒状体で覆われていない領域をエッチングして
前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の凸部を得る工程を設ける
ことができる。
また、請求項５に示すように、ウエーハの表面に金属膜の凝集に基づいて第２の平均ピッ
チで配置された多数の粒状体（凝集体）を得る工程の後に、粒状体（凝集体）を有するウ
エーハの表面にレジスト膜を設け、次に、レジスト膜に第１の平均ピッチで配置された多
数の開口又は凹部又は凸部を形成し、次に、開口又は凹部又は凸部を有するレジスト膜を
マスクとしてウエーハにエッチング処理を施し且つ残存したレジスト膜を除去し、次に、
多数の粒状体をマスクとして使用してウエーハの前記多数の粒状体で覆われていない領域
をエッチングして前記ウエーハの表面に前記第２の平均ピッチで配置された多数の第２の
凸部及び凹部を得ることができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本願の請求項１の半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法に係わる発明は次の効果を有
する。
（１）請求項１の発明では、レジスト膜に成形用型を使用して第１のピッチを有する凹部
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又は凸部を形成し、しかる後、凹部又は凸部を有するレジスト膜をマスクとしてウエーハ
にエッチング処理を施すことによってウエーハに第１の平均ピッチを有する複数の第１の
凹部及び第１の凸部を形成する。従って、ホトリソグラフィー技術を使用しないで、ウエ
ーハに第１の平均ピッチを有する複数の第１の凹部及び第１の凸部を容易に形成すること
ができる。
（２）　第１の平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチで配置された第２の凹部及び凸
部は、凝集する性質を有する金属材料からなる金属膜をウエーハの表面に形成し、この凝
集によって形成された粒状体（凝集体）をマスクとして使用してウエーハをエッチングす
ることによって形成される。従って、第２の平均ピッチで配置された第２の凹部及び凸部
をフォトリソグラフィー工程を伴なわないで容易に形成することができ、加工コストの低
減を図ることができる。
（３）　半導体ウエーハの第１の凹部及び凸部と第２の凹部及び凸部とは半導体発光素子
を形成した時に、光取り出し面における全反射の低減に寄与する。互いに平均ピッチの異
なる第１の凹部及び凸部と第２の凹部及び凸部とを設けると、光取り出し面の実効面積が
増加するので、光の取り出し効率が向上する。
（４）第１の凹部及び凸部に対して臨界角度を超える光であっても傾斜側面に対して臨界
角度を超えない場合がある。従って、傾斜側面によって光取り出し向上効果を得ることが
できる。
請求項２に従う発明によれば、ドライエッチングによって第１の凹部又は凸部と第２の凹
部又は凸部とを容易に形成することができる。
請求項３に従う発明では、請求項１の成形用型を使用してレジスト膜に凹凸を形成する代
わりに、周知のリソグラフィー技術によってレジスト膜に開口又は凹部又は凸部を形成し
、しかる後ウエーハをエッチングしている。従って、請求項３の発明によれば、請求項１
の発明の上記（１）の効果は得られない。しかし、第２の平均ピッチを有する第２の凹部
及び凸部の形成方法は請求項１の発明と同一であるので、請求項１の発明の上記（２）（
３）（４）と同一の効果は得られる。
　請求項４及び５の発明においては、第２の平均ピッチで配置された第２の凹部及び凸部
が凝集に基づいて形成された粒状体をマスクとして使用したエッチングで形成される。従
って、請求項４及び５の発明は請求項１の発明の上記（２）（３）（４）と同様な効果を
得ることができる。
　請求項６の発明に従う半導体発光素子は、第１の平均ピッチで配置された第１の凹部及
び凸部と、第２の平均ピッチで配置された第２の凹部及び凸部とを含む粗面を有するので
、請求項１の発明の上記（３）（４）と同様な効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、図１～図１８を参照して本発明の実施形態を説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１に示す実施例１におけるダブルへテロ接合型半導体発光素子用の半導体ウエーハ１
は基板２とバッファ層３と発光半導体領域４とから成る。発光半導体領域４は光を発生す
る部分であって、n型半導体層５と活性層６とp型半導体層７と補助半導体層８とから成る
。基板２はn型又はp型不純物が添加されたシリコンから成り、導電性を有している。この
基板２をシリコン以外の半導体、又はサファイア、セラミック等の絶縁体で形成すること
もできる。バッファ層３は、基板２の上にAlNとGaNとを交互に複数回エピタキシャル成長
させた多層構造バッファである。勿論、バッファ層3を単層バッファ層にすること、又は
バッファ層３を省くこともできる。
【００１０】
ｎ型半導体層５はn型クラッド層と呼ぶこともできるものであって、バッファ層３の上に
例えばn型窒化物半導体（例えばn型GaN）をエピタキシャル成長させることによって形成
されている。活性層６は、ｎ型半導体層５の上に例えば不純物が添加されていない窒化物
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半導体（例えばInGaN）をエピタキシャル成長させることによって形成されている。図１
では図示を簡略化するために活性層６が１つの層で示されているが、実際には周知の多重
量子井戸構造を有している。勿論、活性層６を単一の半導体層とすることもできる。また
、活性層６を省いてｎ型半導体層５にｐ型半導体層７を直接に接触させることもできる。
ｐ型半導体層７はｐ型クラッド層と呼ぶこともできるものであって、活性層６の上に例え
ばｐ型窒化物半導体（例えばp型GaN）をエピタキシャル成長させることによって形成され
ている。ｐ型半導体層７の上に配置された補助半導体層８は、電流分散層又はオーミック
コンタクト層と呼ぶこともできるものであって、例えばｐ型半導体層７よりもｐ型不純物
が高濃度に添加された例えばｐ型窒化物半導体層（例えばｐ型GaN）をエピタキシャル成
長させることによって形成されている。この補助半導体層８は発光に直接に関与しないの
で、これを省くことも可能である。
【００１１】
　発光機能を有する半導体ウエーハ１の一方の主面９は光取り出し面として機能する。半
導体発光素子のアノード電極は半導体ウエーハ１の一方の主面９に形成され、カソード電
極は導電性を有する半導体ウエーハ１の他方の主面１０即ち基板２の下面に形成される。
半導体ウエーハ１の一方の主面９の一部は、半導体発光素子を形成する時に光透過性保護
樹脂で覆われる。既に説明したように半導体ウエーハ１の光取り出し面を含む部分（補助
半導体層８）と光透過性保護樹脂とは互いに異なる光屈折率を有している。ところで、光
取り出し面に向う光の全部が光取り出し面に対して臨界角よりも小さい入射角で入射する
とは限らない。光取り出し面に対する入射角が臨界角よりも大きい光は、光取り出し面で
全反射し、外部に取り出せない。従って、全反射による光取り出し効率の低下を防ぐため
に半導体ウエーハ１の一方の主面９の粗面化が必要になる。
【００１２】
本実施例では、半導体ウエーハ１の光取り出し面として使用される一方の主面９の粗面化
のために、図１１に示すように半導体ウエーハ１の一方の主面９に、第１の平均ピッチＰ
１で配置された多数の第１の凹部１７及び凸部１８と、第１の平均ピッチＰ１よりも小さ
い第２の平均ピッチＰ２で配置された多数の第２の凹部２２及び凸部２３とが形成される
。
【００１３】
　まず、第１の凹部１７及び凸部１８を形成する時には、図２に示すように半導体ウェー
ハ１の一方の主面９上にレジスト膜（絶縁性膜又は感光性樹脂膜）１１を例えば塗布方法
によって所定の厚み（例えば１．５～２．０μｍ）に形成する。この実施例のレジスト膜
１１は典型的なリソグラフィー技術のための膜として使用されず、プレス加工（塑性変形
加工）するための膜として使用される。従って、このレジスト膜１１は塑性変形可能な性
質を有する種々の材料から選択されたもの、例えばＳＧＯ（Spin　On　Glass）で形成さ
れる。
【００１４】
　次に、図３及び図４に示す成形用型としての金型１２を用意する。この金型１２には、
複数の四角錐台状の凸部１３が第１の平均ピッチＰ1即ち中心間隔を有して形成されてい
る。図３の金型１２では複数の凸部１３が規則性を有して配置されている。しかし凸部１
３を不規則的即ちランダムに配置することもできる。複数の凸部１３が不規則に配置され
ている場合には、互いに隣接する２つの凸部１３の中心間隔が一定値にならない。そこで
、多数の凸部１３の相互間隔の平均を第１の平均ピッチＰ1と呼ぶことにする。なお、規
則性を有して凸部１３が配置されている場合であっても必ずしも全ての相互間隔が同一に
ならないので、全ての相互間隔の平均を第１の平均ピッチＰ1と呼ぶことにする。金型１
２の凸部１３の形状は、後述する半導体ウエーハ１における第１の凹部１７が得られるよ
うに決定される。
【００１５】
　図３及び図４に示す四角錐台状の凸部１３を、角柱状、円錐台状、円柱上、三角錐状、
三角錐台状、三角柱状等の別の形状に変更することもできる。



(8) JP 4993371 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【００１６】
　凸部１３の数及び第１の平均ピッチＰ1は、完成した１つの半導体発光素子の光取り出
し面に相当する面積に複数個の凸部１３が含まれるように決定される。また、第１の平均
ピッチＰ1は後述する第２の平均ピッチＰ2よりも大きく決定され、好ましくは、１～２０
μｍとされる。また、凸部１３の高さは好ましくは０．５～５μｍに決定される。
【００１７】
　次に、図４に示すように金型１２の凸部１３を有する面をレジスト膜１１に対向させ、
金型１２を所定の圧力（例えば５０ＭＰａ）でレジスト膜１１に押し当ててレジスト膜１
１を塑性変形させることによって金型１３の複数の凸部１３に対応した複数の凹部１４を
レジスト膜１１に形成する。これによりレジスト膜１１には、複数の凹部１４とこれを囲
む凸部１５とが生じる。レジスト膜１１の凸部１５は格子状平面パターンを有し、凹部１
４よりも厚い。
【００１８】
　次に、図４に示す凹部１４を有するレジスト膜１１を伴った半導体ウエーハ１を四塩化
塩素（ＣCl4）ガスの中 に置き、レジスト膜１１に対して所定時間のみ非選択的にドライ
エッチング（プラズマエッチング）を施す。これにより、レジスト膜１１の薄い凹部１４
が完全に除去され、厚い凸部１５の一部からなる残存部分１１´が図５に示すように生じ
る。この残存部分１１´は選択的エッチングのマスクとして機能する。なお、四塩化炭素
（ＣＣｌ4）ガスの代わりに例えば、塩素（Cl2）、２フッ化２塩化炭素（ＣＣｌ2Ｆ2）、
４フッ化炭素（ＣＣｌ2）、又は三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）等のガスを使用してドライエッ
チングすることができる。また、プラズマエッチングの代わりに、周知の気相エッチング
、反応性イオンエッチング、スパッタエッチング、イオンビームエッチング、光エッチン
グ等のドライエッチングを行うことができる。
【００１９】
　次に、レジスト膜１１のドライエッチング時と同一のエッチングガスによって残存した
レジスト膜の残存部分１１´をマスクとして半導体ウエーハ１にドライエッチング（プラ
ズマエッチング）処理を施して半導体ウエーハ１の一方の主面９に複数の第１の凹部１７
を形成する。なお、半導体ウエーハ１のドライエッチング処理をレジスト膜１１のドライ
エッチング時と別のエッチングガスによって行うこともできる。この半導体ウエーハ１の
ドライエッチング時に残存部分１１´が徐々に薄くなる。
【００２０】
　次に、レジスト膜の一残存部分１１´を例えば溶剤によって除去して図６及び図７に示
すように一方の主面９に複数の第１の凹部１７が配置された半導体ウエーハ１を得る。な
お、レジスト膜の残存部分１１´がドライエッチング処理によって消滅するまで半導体ウ
エーハ１に第１の凹部１７を形成するためのドライエッチング処理を行うこともできる。
この場合には、図５に示すレジスト膜の残存部分１１´を除去するための特別な工程が不
要になる。
【００２１】
　図６及び図７に示す第１の凹部１７は、金型１２の凸部１３に対応して規則的に配置さ
れ、隣り合う２つの第１の凹部１７の各中心間の距離は、図３の金型１２の凸部１３の第
１の平均ピッチＰ1と同一である。既に説明したように半導体ウエーハ１の一方の主面９
の第１の凹部１７の大きさ及び数は、半導体ウエーハ１を複数個の半導体発光素子チップ
に分割した時に、１つの半導体発光素子チップの光取り出し面に第１の凹部１７が複数個
存在するように決定される。このため、第１の凹部１７の相互間の第１の平均ピッチＰ1
は、好ましくは１～２０μに決定され、第１の凹部１７の一方の主面９から底面までの深
さは好ましくは０．１～５μｍに決定される。
　半導体ウエーハ１の一方の主面９における第１の凹部１７の相互間部分を第１の凸部１
８と呼ぶこともできる。この第１の凸部１８は上面部と呼ぶこともできる平坦面であって
、第１の凹部１７を囲む格子状の平面パターンを有する。
　第１の凹部１７を更に詳しく説明すると、平坦な底面４１と傾斜側面（壁面）４２とを
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有する。第１の凹部１７の底面４１及び第１の凸部１８の平坦面（上面）は、基板２及び
活性層６に対して平行である。第１の凹部１７を形成前の半導体ウエーハ１の一方の主面
９の面積Ａに対する第１の凹部１７を形成した後の第１の凹部１７の底面４１の面積と第
１の凸部１８の平坦面の面積との総和Ｂの比（Ｂ／Ａ）の好ましい値は５０％以上である
。即ち、後述する第２の凸部２３及び第２の凹部２２に基づく散乱効果による光取り出し
向上効果を得るためにはＢ／Ａの値が大きいほど良い。しかし、半導体ウエーハ１の一方
の主面９の平坦面に対して臨界角度を大きく超える光が入射した時には第２の凸部２３及
び第２の凹部２２に基づく光取り出し向上効果がさほど期待できない。この問題を解決す
るために、第１の凹部１７の傾斜側面（壁面）４２が寄与する。第１の凹部１７の傾斜側
面（壁面）４２は、半導体ウエーハ１の一方の主面９の平坦面に対して臨界角度を大きく
超える光であっても傾斜側面（壁面）４２に対して臨界角度でなければ通過させることが
できる。上記Ｂ／Ａの値が５０％以上であれば、光取り出し向上効果が第１の凹部１７の
みを設ける場合、及び第２の凹部２２のみを設ける場合よりも大きくなる。
本実施例では、傾斜側面（壁面）４２に第２の凸部２３及び第２の凹部２２を設けない。
傾斜側面（壁面）４２の角度θを３５度以上とすると、傾斜側面（壁面）４２に後述する
粒状体（凝集体）２１が形成され難い又は形成されない。傾斜側面（壁面）４２のより好
ましい角度θは６０～８０度である。
【００２２】
　第１の凹部１７を有する半導体ウエーハ１の一方の主面９に、図１１に示す第１の平均
ピッチＰ1よりも小さい第２の平均ピッチＰ2で配置された多数の第２の凸部２３及び第２
の凹部２２を形成するために、先ず、図８に示すように第１の凹部１７を有する半導体ウ
エーハ１の一方の主面９上に半導体ウエーハ１と異なる材料から成り、且つ熱処理によっ
て粒状化即ち凝集し易い金属材料（例えばAg）を半導体ウエーハ１の一方の主面９上に被
着させ、マスク形成用金属膜２０を形成する。更に詳しく説明すると、例えばAg（銀）を
半導体の分野で一般に使用されている成膜装置の1つである真空蒸着装置を使用して半導
体ウエーハ１の一方の主面９上に被着させ、図８に示すマスク形成用金属膜２０を形成す
る。このマスク形成用金属膜２０の好ましい厚みは２～１００nm（２０～１０００Å）、
より好ましい厚みは１０～３０nmであり、この実施例における厚みは２０nmである。マス
ク形成用金属膜２０の厚みは目標とする粒子の大きさによって調整される。しかし、マス
ク形成用金属膜２０の厚みが１００nmよりも厚くなると、粒状体（凝集体）と粒状体（凝
集体）とが繋がるような凝集不良が多くなり、また２nmよりも薄くなると、目標とする大
きさの粒子を得ることが困難になる。
【００２３】
なお、Agは粒状化（凝集）し易く且つ後のエッチング工程で耐エッチング性を示すので、
マスク形成用金属膜２０の材料として好適であるが、Agの代わりにAg合金、又はAl(アル
ミニウム)、又はCu（銅）、又はAu（金）、又はこれらの合金を使用してマスク形成用金
属膜２０を形成することもできる。また、マスク材料に凝集を促進させる物質を添加する
ことができる。また、マスク形成用金属膜２０を周知のスパッタリング方法、電子ビーム
蒸着方法、塗布等の別の方法で形成することもできる。
【００２４】
この実施例では真空蒸着法でマスク形成用金属膜２０を形成する時の半導体ウエーハ１の
温度を室温としたが、室温～１５０℃位にすることもできる。また、マスク形成用金属膜
２０を形成する時の半導体ウエーハ１の温度をマスク形成用被膜２０が凝集する温度（例
えば１５０～５００℃）とし、マスク形成用金属膜２０の形成と同時にマスク材料を凝集
させることができる。即ち、半導体ウエーハ１の熱処理温度を、マスク材料を凝集させる
ことができる温度に設定すると、半導体ウエーハ１に対するＡｇの被着と同時にＡｇの凝
集が生じ、多数の粒状体（凝集体）が得られる。
【００２５】
　次に、マスク形成用金属膜２０を伴った半導体ウエーハ１を半導体の分野で一般に使用
されている熱処理炉に入れて、マスク形成用金属膜２０を伴たった半導体ウエーハ１に対
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して大気中で例えば３００℃の熱処理を施してマスク形成用金属膜２０を図９に概略的に
示す多数の粒状体（凝集体）２１に変化させる。熱処理でAgを凝集させるための好ましい
温度は２５０～３５０℃である。凝集させるための熱処理温度はマスク材料の変化によっ
て変わり、好ましくは１５０～５００℃の範囲から選択される。この凝集工程の好ましい
熱処理時間は５～３０minの範囲である。Agの凝集は熱処理時間を１５分以上に伸ばして
もほとんど進行しない。
【００２６】
　多数の粒状体２１は、半導体ウエーハ１の一方の主面９上に不規則に分布する。図９に
は図示を容易にするために多数の粒状体２１が半球状に示されているが、実際には不特定
に変化する。図９において、粒状体２１は半導体ウエーハ１の一方の主面９の第１の凹部
１７の底面と第１の凸部１８の頂面との両方に配置され、第１の凹部１７の傾斜側面には
配置されていない。しかし、必要に応じて第１の凹部１７の傾斜側面に粒状体２１を配置
させることもできる。
【００２７】
　粒状体２１の粒径はマスク形成用被膜２０の厚みに比例的に変化する。Agから成るマス
ク形成用被膜２０の厚みが２０nmの場合には、粒径は５０～２００nmの範囲であり、平均
粒径は約１３０nmである。もし、Agから成るマスク形成用金属膜２０の厚みが５０nmより
も厚くなると、凝集のための加熱処理を施しても独立した多数の粒状体２１を形成するこ
とが困難になり、粒状体２１の相互間の繋がりが生じ、Agが網目状に分布した状態が生じ
る。また、Aｇから成るマスク形成用金属膜２０の厚みが１００nmよりも厚い時には、熱
処理を施した時に半導体ウエーハ１の一方の主面９上にAgの厚い部分が網目状に生じ、こ
の厚い部分以外が薄いAgで覆われ、マスクとして使用可能な粒状体（凝集体）が得られず
、光取り出し向上効果がほとんど期待できなくなる。従って、Agから成るマスク形成用金
属膜２０の好ましい厚みの範囲は前述した２～１００nmである。
【００２８】
　厚み２０nmのAgから成るマスク形成用金属膜２０の凝集に基づく粒状体２１の１μm2当
たりの個数は４～１５である。粒状体２１の単位面積当たりの個数はマスク形成用金属膜
２０の厚みに対して反比例的に変化する。粒状体２１は半導体ウエーハ１の一方の主面９
上に不規則に分布するが、半導体ウエーハ１の一方の主面９全体で見ると、比較的均一性
のよい状態で分布する。
【００２９】
　図９に示すように半導体ウエーハ１の一方の主面９上に分散配置された多数の粒状体（
Ag粒）２１は、半導体ウエーハ１の選択的エッチングのマスクとしての機能を有する。即
ち、粒状体２１をマスクとして半導体ウエーハ１の一方の主面９をエッチングすることが
できる。そこで、本実施例では、窒化物半導体から成る半導体ウエーハ１の一方の主面９
上にCl2ガス（塩素ガス）を流す周知のドライエッチング（プラズマエッチング）法で半
導体ウエーハ１の粒状体２１で覆われていない部分を１０～３０min程度の時間エッチン
グして図１０に示す第２の凹部２２を形成する。第２の凹部２２は半導体ウエーハ１の一
方の主面９の粒状体２１で覆われていない部分に相当する格子状の平面パターンを有する
。半導体ウエーハ１の一方の主面９には、格子状平面パターンを有する第２の凹部２２で
それぞれ囲まれた多数の第２の凸部２３が生じる。この第２の凸部２３は粒状体２１の下
に相当する部分に生じる。
図１０のドライエッチング後の粒状体２１は、説明を簡略化するために図９のドライエッ
チング前の粒状体２１と実質的に同一の形状に示されている。しかし、粒状体２１を形成
するAgはドライエッチングの塩素（Cl2）ガスに対して無反応でなく、半導体ウエーハ１
よりは低いレベルで反応するので、実際にはドライエッチング前と後で異なる。粒状体２
１の僅かな変形は半導体ウエーハ１の一方の主面９の粗面化に対して何らの問題も生じな
い。むしろ粒状体２１の変形が半導体ウエーハ１に対する粗面化に好都合な場合がある。
【００３０】
　次に、図１０に示すドライエッチング後のAgから成る粒状体２１を、Agのためのエッチ
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ング液、例えば、塩化水素（HCｌ）と水とからなるエッチング液、又は水酸化アンモニウ
ム（NH4OH）と過酸化水素（H2O2）と水（H2O）とから成るエッチング液によって室温で２
分間エッチング処理して除去して図１１に示す第２の凹部２２と凸部２３とを有する主面
９即ち全反射防止用粗面を有する半導体ウエーハ１を得る。図１２に図１０の半導体ウエ
ーハ１の一方の主面９の一部が拡大されて概略的に示されている。これから明らかなよう
に円形で概略的に示されている第２の凸部２３は第２の凹部２２によって囲まれている。
【００３１】
半導体ウエーハ１の一方の主面９における多数の第２の凸部２３は不規則に配置されてい
るので、隣り合う２つの第２の凸部２３の中心間距離の多数の平均値を第２の平均ピッチ
Ｐ２と定義する。第２の凸部２３の相互間に配置された第２の凹部２２の中心間距離の多
数の平均値は、第２の凸部２３の第２の平均ピッチＰ２と同一である。
【００３２】
半導体ウエーハ１の一方の主面９に形成された第２の凹部２２及び第２の凸部２３は、半
導体発光素子の光取り出し面における全反射抑制機能を有する。全反射抑制を良好に達成
するために第２の凸部２３の第２の平均ピッチＰ２は、半導体ウエーハ１の活性層５から
発生する光の波長と同一又はその数分の一のオーダーにすることが望ましく、例えば５０
～８００nm、好ましくは１００～３００nmに設定される。この第２の凸部２３の第２の平
均ピッチＰ２は前述した半導体ウエーハ１の一方の主面９に形成された第１の凹部１７の
第１の平均ピッチＰ１よりも大幅に小さい。
【００３３】
　図１１及び図１２に示すように半導体ウエーハ１の一方の主面９に比較的大きい第１の
平均ピッチＰ１で配置された複数の第１の凹部１７と比較的小さい第２の平均ピッチＰ２
で配置された第２の凹部２２及び第２の凸部２３が混在している。この組合せの効果は後
述する。
【００３４】
　次に、半導体ウエーハ１にアノード電極及びカソード電極を形成し、しかる後複数の発
光素子チップに分割する。その後、図１３に示すように発光素子チップを第１及び第２の
端子部材２４，２５に対して電気的に接続し、更に光透過性保護樹脂による包囲体２６を
設ける。図１３の半導体発光素子（発光ダイオード）を更に詳しく説明すると、図１１に
示す半導体ウエーハ１を分割したものに相当する半導体チップ１´は、図１１の半導体ウ
エーハ１における基板２、バッファ層３、発光半導体領域４にそれぞれ対応している基板
２´、バッファ層３´、発光半導体領域４´を有する。図１３の発光半導体領域４´は図
１１のｎ型半導体層５、活性層６、ｐ型半導体層７、及び補助半導体層８にそれぞれ対応
しているｎ型半導体層５´、活性層６´、ｐ型半導体層７´、及び補助半導体層８´を有
する。図１３に概略的に示す半導体チップ１´の一方の主面９´は図１１に示したものと
同一の複数の第１の凹部１７と多数の第２の凹部２２及び凸部２３とを有する。この一方
の主面９´の中央にアノード電極２７が形成され、このアノード電極２７が金属線２８に
よって第２の端子部材２５に接続されている。半導体チップ１´の他方の主面９´にはカ
ソード電極２９が形成され、このカソード２９が図示が省略された接合材によって第１の
端子部材２４に接続されている。半導体チップ１´から外部に光を取り出す面として機能
する粗面化された一方の主面９´は鎖線で示す光透過性保護樹脂包囲体２６によって覆わ
れている。この保護樹脂包囲体２６の光屈折率は、半導体チップ１´の光屈折率（例えば
２．５～３．５）よりも小さい１．５程度である。
【００３５】
　本実施例は次の効果を有する。
（１）レジスト膜１１に金型１２を使用して第１の平均ピッチＰ１で凹部１４を形成し、
しかる後、レジスト膜１１を非選択的にエッチングすると、レジスト膜１１の薄い第１部
分１５が厚い第２部分１６よりも先に除去される。これにより、残存した第２部分１６の
一部１１´をマスクとして半導体ウエーハ１を選択的エッチングすることができ、半導体
ウエーハ１に第１の平均ピッチＰ１を有する複数の第１の凹部１７を容易に形成すること
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ができる。
（２）　第１の平均ピッチＰ１よりも小さい第２の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹
部２２及び凸部２３は、凝集する性質を有する金属材料である銀からなるマスク形成用金
属膜２０の凝集に基づく粒状体２１をマスクとして使用して形成されている。マスクとし
ての粒状体２１を規則的に形成することが不要であるから、フォトリソグラフィー工程を
伴なわないで、容易に第２の凹部２２及び凸部２３を形成することができ、加工コストの
低減を図ることができる。
（３）　半導体ウエーハ１の第１の平均ピッチＰ１で配置された複数の第１の凹部１７、
及び第２の平均ピッチＰ２で配置された複数の第２の凸部２３は半導体発光素子の光取り
出し面における全反射の低減に寄与する。第２の平均ピッチＰ２で配置された複数の第２
の凸部２３のみでなく、第１の平均ピッチＰ１で配置された複数の第１の凹部１７を設け
ると、複数の第２の凸部２３のみの場合に比べて光取り出し面の実効面積が増加し、また
、半導体ウエーハ１の一方の主面９の平坦面に対して臨界角度を大きく超える光であって
も第１の凹部１７の傾斜側面（壁面）４２に対して臨界角度を超えていなければ通過させ
ることができるので、光の取り出し効率が向上する。即ち、半導体チップ１´の一方の主
面９´に、本発明に従う第１の凹部１７を形成しないで、本発明に従う第２の凹部２２及
び凸部２３のみを数十～数百ｎｍピッチに形成した半導体発光素子の明るさは、半導体チ
ップの一方の主面（光取り出し面）を粗面としない従来の半導体発光素子の明るさに比べ
て約３．６倍になった。また、本発明に従う第１の凹部１７及び凸部１８と第２の凹部２
２及び凸部２３との両方を形成した場合の半導体発光素子の明るさは、第２の凹部２２及
び凸部２３のみを形成した場合の明るさよりも約１６％向上した。
（４）全反射を抑制するために要求される半導体ウエーハ１の一方の主面９及び半導体チ
ップ１´の一方の主面９´の第２の凸部２３を特別なパターンを有するマスクを使用しな
いで容易に形成することができる。即ち、半導体の分野で一般に使用されている成膜装置
を使用して半導体ウエーハ１の一方の主面９の全体にＡｇから成るマスク形成用金属膜２
０を設け、これを一般に使用されている熱処理炉を使用して凝集が生じるように熱処理す
るという簡単な方法でマスクとして機能する多数の粒状体２１を得ることができる。従っ
て、半導体ウエーハ１の一方の主面９の粗面化の製造コストの低減を図ることができる。
（５）　マスク形成用金属膜２０の厚みを変えると粒状体２１の大きさが変化するので、
任意の大きさの粒状体２１を容易に得ることができる。
（６）　ドライエッチングの条件によって第２の凹部２２及び凸部２３の形状及び寸法が
変化する。従って、第２の凹部２２及び凸部２３の形状及び寸法の調整が容易になる。
（７）第１の凹部１７を適正なピッチの周期構造とした場合には、光の回析効果による光
取り出し効率向上効果が期待できる。更に、第２の凹部２２及び凸部２３により光散乱効
果による光取り出し効率向上効果が得られるため、両者の相乗効果により単独での光取り
出し効率向上効果よりも光取り出し効率を大きくすることができる。
（８）半導体チップ１´の一方の主面９´に、第１の凹部１７及び第２の凹部２２及び凸
部２３を形成することによって、外部への光放射の指向性が広くなり、指向性の広い半導
体素子を提供できる。また、指向性が広くなると、半導体チップ１´の近傍の光強度即ち
光束密度が低減するので、半導体チップ１´の一方の主面９´の近傍に蛍光体等の波長変
換材料を配置する場合には、この波長変換材料の劣化を防止することができる。
（９）半導体チップ１´の一方の主面９´に、第１の凹部１７及び第２の凹部２２及び凸
部２３を形成することによって、半導体チップ１´の実効的な表面積を大きくすることが
できる。これにより、電極２７の半導体チップ１´に対するコンタクト面積が増大し、電
極２７の半導体チップ１´に対する密着性及び結合性が向上する。なお、同時に第１の凹
部１７及び第２の凹部２２によるアンカー効果に基づく電極２７の半導体チップ１´に対
する密着性及び結合性の向上も生じる。上記密着性及び結合性の向上効果は、第１の凹部
１７及び第２の凹部２２を有する半導体ウエーハ１又は半導体チップ１´の主面にＩＴＯ
等の光透過性導電膜を設ける場合にもおいても得られる。また、上記密着性及び結合性の
向上効果は、第１の凹部１７及び第２の凹部２２を有する半導体ウエーハ１又は半導体チ
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ップ１´の主面上にパッシベーション膜を設ける場合にもおいても得られる。
（１０）この実施例では、第１の凹部１７の傾斜側面４２に第２の凹部２２が形成されて
いない。このように構成すると、傾斜側面４２から出射した光が半導体チップ１´内に戻
る割合を減らすことができ、光取り出し効率向上効果が大きくなる。
【実施例２】
【００３６】
　次に、図１４に示す実施例２の半導体発光素子の製造方法を説明する。但し、図１４及
び後述する図１５～図１８において図１～図１３と実質的に同一の部分には同一の参照符
号を付し、その説明を省略する。
【００３７】
図１４に示す実施例２の半導体発光素子用ウエーハの粗面化方法は、第１の凹部１７の形
成方法のみが、実施例１の半導体発光素子の製造方法と異なっている。図１４に示す実施
例２の半導体発光素子の製造方法では、半導体ウエーハ１の一方の主面９上に図１４（Ａ
）に示すようにレジスト膜１１を形成した後に、周知のフォトリソグラフィー工程で図１
４（Ｂ）に示す開口１４´を形成する。なお、開口１４´を形成する代わりに図１４（Ｂ
）で鎖線１５ａで示すようにレジスト膜１１を開口１４´の底部に残存させ、開口１４´
の代わりに凹部を形成することができる。鎖線１５ａで示す残存部分は次のドライエッチ
ング工程で除去される。
次に開口１４´を有するレジスト膜１１´をマスクとして半導体ウエーハ１を選択的にド
ライエッチングして第１の平均ピッチＰ１で配置された第１の凹部１７を形成する。次に
、図１４（Ｂ）のレジスト膜１１´を除去する。なお、半導体ウエーハ１をドライエッチ
ングする時にレジスト膜１１´もドライエッチングされる。もし、半導体ウエーハ１をド
ライエッチング中にレジスト膜１１´が消滅する場合には、レジスト膜１１´を除去する
特別な工程が不要になる。
次に、半導体ウエーハ１の一方の主面９上に実施例１における第２の凹部２２及び凸部２
３の形成方法と同一の方法、即ち、凝集する性質を有する金属材料である銀からなるマス
ク形成用金属膜２０の凝集に基づく粒状体２１をマスクとして使用する方法で第２の平均
ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３を形成する。
【００３８】
図１４に示す実施例２の方法は、第１の凹部１７の形成方法を除いて実施例１の半導体発
光素子の製造方法と同一であるので、実施例１の効果（２）～（６）と同一効果を得るこ
とができる。
【実施例３】
【００３９】
図１５に示す実施例３の半導体発光素子の製造方法は、第１の凹部１７の形成工程と第２
の凹部２２及び凸部２３の形成工程との順番が実施例１と逆になっている点を除いて実施
例１と実質的に同一である。即ち、実施例３では、先ず半導体ウエーハ１の一方の主面９
上に図８のマスク形成用金属膜２０と同様なものを形成し、実施例１と同様に熱処理を施
して図１５（Ａ）に示すようにＡｇからなる粒状体（凝集体）２１を形成する。次に、粒
状体（凝集体）２１をマスクに使用して半導体ウエーハ１を選択的にエッチングして図１
５（Ｂ）に示すように半導体ウエーハ１の一方の主面９上に微小ピッチ即ち第２の平均ピ
ッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３の形成を形成する。次に、粒状体（凝
集体）２１を除去して図１５（Ｃ）に示すものを得る。次に、図１５（Ｄ）に示すように
微小ピッチ即ち第２の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３を有する
半導体ウエーハ１の一方の主面９上にレジスト膜１１を非選択的に形成する。次に、実施
例１の金型１２と同様なものを使用してレジスト膜１１に微小ピッチ即ち第２の平均ピッ
チＰ２よりも大きいピッチ即ち第１の平均ピッチＰ１で配置された凹部１４及び凸部１５
を図１５（Ｅ）に示すように形成する。次に、図１５（Ｅ）に示すレジスト膜１１を伴っ
た半導体ウエーハ１に対して実施例１の図５と同様なドライエッチング処理を施こして、
レジスト膜１１の凹部１４を除去し、更に、厚い凸部１５の残存部分１１´をマスクとし



(14) JP 4993371 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

て半導体ウエーハ１をエッチングして大きいピッチ即ち第１の平均ピッチＰ１で配置され
た第１の凹部１７及び凸部１８を形成する。しかる後、レジスト膜１１の残存部分１１´
を除去して図６とほぼ同一なものを得る。
なお、半導体ウエーハ１のドライエッチング処理中にレジスト膜１１の残存部分１１´が
消滅する場合には、レジスト膜１１の残存部分１１´の特別な除去工程が不要になる。ま
た、金型１２を使用したレジスト膜１１の凹部１４の形成方法の代わりに、図１４に示し
たフォトリソグラフィー工程による開口１４´の形成方法を採用することができる。即ち
、図１５（Ｅ）で破線１４´で示す様にフォトリソグラフィー工程で開口を形成すること
ができる。また、破線１４´で示す開口の代わりに凹部を形成することができる。
図１５（Ｆ）では、半導体ウエーハ１の一方の主面９の第１の凸部１８には微小ピッチ即
ち第２の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３が実施例１と同様に得
られるが、第１の凹部１７には実施例１の第２の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部
２２及び凸部２３と同一なものは得られない。しかし、半導体ウエーハ１の一方の主面９
の第１の凸部１８における微小ピッチ即ち第２の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部
２２及び凸部２３が実施例１と同様に全反射防止用の粗面として機能し、また、第１の凹
部１７の底面に図１５（Ｃ）の第２の凹部２２及び凸部２３に対応したこれよりも深さ及
び高さが小さい凹凸が残存するので、これも全反射防止用の粗面として機能する。
【００４０】
図１５に示す実施例３の半導体発光素子の製造方法は、第２の凹部２２及び凸部２３を形
成した後に第１の凹部１７の形成を形成する点を除いて実施例１の半導体発光素子の製造
方法と同一であるので、実施例１と同様な効果を得ることができる。
【実施例４】
【００４１】
図１６に示す実施例４の半導体発光素子の製造方法は、粒状体（凝集体）２１をレジスト
膜１１よりも先に形成する点において実施例１と異なるが、第１の凹部１７及び凸部１８
並びに第２の凹部２２及び凸部２３の形成方法は実施例１と実質的に同一である。即ち、
実施例４では、先ず半導体ウエーハ１の一方の主面９上に図８のマスク形成用金属膜２０
と同様なものを形成し、実施例１と同様に熱処理を施して図１６（Ａ）に示すようにＡｇ
の粒状体（凝集体）２１を形成する。次に、図１６（Ｂ）に示すように粒状体（凝集体）
２１を有する半導体ウエーハ１の一方の主面９上にレジスト膜１１を形成する。次に、実
施例１の金型１２と同様なものを使用してレジスト膜１１に微小ピッチ即ち第２の平均ピ
ッチＰ２よりも大きいピッチ即ち第１の平均ピッチＰ１で配置された凹部１４を図１６（
Ｃ）に示すように形成する。なお、金型１２を使用したレジスト膜１１の凹部１４の形成
方法の代わりに、図１４に示したフォトリソグラフィー工程による開口１４´の形成方法
を採用することができる。即ち、図１６（Ｃ）で破線１４´で示す様にフォトリソグラフ
ィー工程で開口を形成することができる。また、破線１４´で示す開口の代わりにレジス
ト膜１１に凹部を形成することができる。
次に、図１６（Ｃ）に示すものに対してエッチング処理を施こして、図１６（Ｄ）に示す
ようにレジスト膜１１の凹部１４の下の粒状体（凝集体）２１を除去し、更に、図１６（
Ｄ）に示すようにレジスト膜１１の残存部分１１´をマスクとして半導体ウエーハ１をエ
ッチングして大きいピッチ即ち第１の平均ピッチＰ１で配置された第１の凹部１７及び凸
部１８を形成する。次に、レジスト膜１１の残存部分１１´を除去して図１６（Ｅ）に示
すように半導体ウエーハ１の一方の主面９の第１の凸部１８の表面に粒状体（凝集体）２
１が配置されたものを得る。なお、半導体ウエーハ１のドライエッチング処理中にレジス
ト膜１１の残存部分１１´が消滅する場合には、レジスト膜１１の残存部分１１´の特別
な除去工程が不要になる。
次に、粒状体（凝集体）２１をマスクに使用して半導体ウエーハ１をドライエッチングし
て図１６（Ｆ）に示すように半導体ウエーハ１の一方の主面９上に微小ピッチ即ち第２の
平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３を形成する。しかる後、粒状体
（凝集体）２１を除去する。但し、半導体ウエーハ１のドライエッチング中に粒状体（凝
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集体）２１が消滅する場合には、粒状体（凝集体）２１の特別な除去工程が不要になる。
図１６（Ｆ）に示す粒状体（凝集体）２１が除去された半導体ウエーハ１の一方の主面９
の第１の凸部１８に第２の凹部２２及び凸部２３が実施例１と同様に微小ピッチ即ち第２
の平均ピッチＰ２で配置されているが、第１の凹部１７には実施例１において第２の平均
ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３と同一なものが配置されていない。
しかし、半導体ウエーハ１の一方の主面９の第１の凸部１８における微小ピッチ即ち第２
の平均ピッチＰ２で配置された第２の凹部２２及び凸部２３が実施例１と同様に全反射防
止用の粗面として機能し、また、第１の凹部１７の底面に、図１６（Ｃ）に示す粒状体（
凝集体）２１に起因して僅かな凹凸が生じるので、これも全反射防止用の粗面として機能
する。
図１６に示す実施例４の半導体発光素子の製造方法は、粒状体（凝集体）２１を形成した
後に第１の凹部１７を形成する点を除いて実施例１の半導体発光素子の製造方法と同一で
あるので、実施例１と同様な効果を得ることができる。
【実施例５】
【００４２】
図１７に示す実施例５の半導体ウエーハ１の一方の主面９上には、多数の第１の凸部１８
ａが島状に形成され、各第１の凸部１８ａを囲む格子状パターンを有する第１の凹部１７
ａが設けられている。即ち、図１７に示す実施例５の半導体ウエーハ１の一方の主面９の
凹凸は、図７に示す実施例１～４の半導体ウエーハ１の一方の主面９における第１の平均
ピッチＰ１で配置され多数の第１の凹部１７の代わりに第１の平均ピッチＰ１で配置され
多数の第１の凸部１８ａを設けたものに相当する。図１７に示すように第１の凹部１７ａ
が格子状パターンを有する場合であっても第１の凸部１８ａの相互間には第１の凹部１７
ａの一部が配置されるので、図１７において第１の凸部１８ａを通る断面図は実施例１に
おける図６と実質的に同一になる。従って、第１の凹部１７ａの第１の凸部１８ａの相互
間部分は第１の平均ピッチＰ１で配置され、第１の凸部１８ａも第１の平均ピッチＰ１で
配置されている。
図１７に示す変形された第１の凹部１７ａ及び第１の凸部１８ａは、実施例１、又は実施
例２、実施例３、又は実施例４における第１の凹部１７及び第１の凸部１８の代わりに形
成できる。図１７に示す変形された第１の凹部１７ａ及び第１の凸部１８ａであっても、
各実施例と同一の効果を得ることができる。
【実施例６】
【００４３】
図１８に示す実施例６の半導体ウエーハ１の一方の主面９上には、多数の第１の凹部１７
ｂ及び第１の凸部１８ｂがストライプ状に形成されている。即ち、図１８に示す実施例６
の半導体ウエーハ１の一方の主面９の第１の凹部１７ｂ及び第１の凸部１８ｂは、図７に
示す実施例１～４の半導体ウエーハ１の一方の主面９における多数の第１の凹部１７及び
第１の凸部１８に相当するものである。図１８に示すように第１の凹部１７ｂがストライ
プ状パターンを有する場合であっても図１８の断面図は実施例１における図６と実質的に
同一になる。
図１８に示す変形された第１の凹部１７ｂ及び第１の凸部１８ｂは、実施例１、又は実施
例２、実施例３、又は実施例４における第１の凹部１７及び第１の凸部１８の代わりに形
成できる。図１８に示す変形された第１の凹部１７ｂ及び第１の凸部１８ｂであっても、
各実施例と同一の効果を得ることができる。
【００４４】
　本発明は上述の実施例に限定されるものでなく、例えば次の変形が可能なものである。
（１）半導体ウエーハ１の発光半導体領域４を、ＡｌＧａＩｎＰ，ＡｌＧａＡＳ，ＧａＰ
等の別の材料にすることができる。
（２）発光半導体領域４の上に図１で鎖線で示す例えばITOからなる光透過性導電膜３０
を設け、光透過性導電膜３０の表面に第１の凹部１７，１７ａ、１７ｂ及び第１の凸部１
８，１８ａ、１８ｂ並びに第２の凹部２２及び第１の凸部２３等の粗面を形成する場合に
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も本発明を適用することができる。
（３）第１の凹部１７，１７ａ、１７ｂ及び第２の凹部２２を周知のウエットエッチング
で形成することもできる。
（４）請求項６に示す、発光半導体領域の光取り出し面に、第１の平均ピッチで配置され
た複数の第１の凹部又は凸部と、前記第１のへ平均ピッチよりも小さい第２の平均ピッチ
で配置された複数の第２の凹部又は凸部とが形成された半導体発光素子を得るために、図
４の金型（成形用型）１２の複数の凸部１３を有する主面に前記第２の平均ピッチで配置
された複数の第２の凹部又は凸部を予め設け、この変形された金型（成形用型）を使用し
てレジスト膜１１に第１の凹部又は凸部と第２の凹部又は凸部とに対応する凹凸を形成し
、この凹凸を有するレジスト膜を介して半導体ウエーハ１をエッチングして、図１１に示
す凹凸に相当するものを形成することができる。この方法によれば第１の凹部又は凸部と
第２の凹部又は凸部とを同一の工程で形成でき、製造工程が簡略化される。なお、金型（
成形用型）に第２の凹部又は凸部とに対応する凹凸を形成するために、実施例１のマスク
形成用金属膜２０と同様なものを金型に形成し、これを熱処理することによって多数の粒
状体（凝集体）を形成し、これをマスクとしてエッチングすることによって第２の凹部又
は凸部とに対応する凹凸を金型（成形用型）に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施例１に従う半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハの一部
を示す断面図である。
【図２】図１の半導体ウエーハの主面にレジスト膜を形成したものの断面図である。
【図３】実施例１に従う金型を示す平面図である。
【図４】図２のレジスト膜に金型で凹部を形成したものを示す断面図である。
【図５】図４の凹部を有するレジスト膜及び半導体ウエーハをエッチングした状態を示す
断面図である。
【図６】図５の残存したレジスト膜を除去した後の半導体ウエーハの一部を示す断面図で
ある。
【図７】図６の半導体ウエーハの平面図である。
【図８】図６の半導体ウエーハの主面にマスク形成用金属膜を形成したものを示す断面図
である。
【図９】図８のマスク形成用金属膜に熱処理を施して粒状体を形成したものを示す断面図
である。
【図１０】図９の粒状体をマスクとして半導体ウエーハをエッチングした状態を示す断面
図である。
【図１１】図１０の粒状体を除去した後の半導体ウエーハを示す断面図である。
【図１２】図１１の一部の表面を概略的に拡大して示す平面図である。
【図１３】図１１の半導体ウエーハに基づいて作った半導体発光素子の断面図である。
【図１４】本発明の実施例２に従って半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハ及
びレジスト膜の一部を工程順に示す断面図である。
【図１５】本発明の実施例３に従って半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハ、
粒状体、及びレジスト膜の変化を工程順に示す断面図である。
【図１６】本発明の実施例４に従って半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハ、
粒状体、及びレジスト膜の変化を工程順に示す断面図である。
【図１７】本発明の実施例５に従って半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハを
第１の凹部及び凸部を形成した状態で示す平面図である。
【図１８】本発明の実施例６に従って半導体発光素子を製造するための半導体ウエーハを
第１の凹部及び凸部を形成した状態で示す平面図である。
【符号の説明】
【００４６】
１　半導体ウエーハ
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９　一方の主面
１７　第１の凹部
２０　マスク形成用金属膜
２１　粒状体
２２　第２の凹部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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