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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サファイア薄板の一面に金属を蒸着する工程Ａと、
　前記工程Ａの後に前記サファイア薄板を熱処理して前記金属を微粒子状態とする工程Ｂ
と、
　前記微粒子状態の金属をマスクとして前記サファイア薄板の前記一面をエッチングする
工程Ｃと
を含む、サファイア基板の製造方法。
【請求項２】
　前記工程Ａでは、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚みで前記金属を蒸着する、請求項１に記
載のサファイア基板の製造方法。
【請求項３】
　前記工程Ｃでは、前記一面に複数の凸起が形成されており、
　前記複数の凸起は、前記一面のランダムな位置に設けられているとともに、底部から頂
部にかけて先細の形状を有しており、
　前記凸起の頂部の平面の面積は、０μｍ２以上０．０５μｍ２以下である、請求項１ま
たは２に記載されているサファイア基板の製造方法。
【請求項４】
　前記凸起の底面の長径は、１００ｎｍ以上１μｍ以下であり、短径は５０ｎｍ以上０．
５μｍ以下であり、
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　前記凸起は、１×１０６個／ｃｍ２以上５×１０１０個／ｃｍ２以下の密度で配置され
ている、請求項３に記載されているサファイア基板の製造方法。
【請求項５】
　前記凸起の側面は曲面である、請求項３又は４に記載されているサファイア基板の製造
方法。
【請求項６】
　前記凸起の高さは、１００ｎｍ以上１μｍ以下である、請求項３から５のいずれか一つ
に記載されているサファイア基板の製造方法。
【請求項７】
　前記サファイア薄板は、前記一面に複数の凸形状がランダムな位置に設けられており、
　前記凸形状は底部から頂部にかけて先細の形状を有していて、１×１０５個／ｃｍ２以
上５×１０７個／ｃｍ２以下の密度で配置されており、
　前記凸形状の頂部の平面の面積は０よりも大きく１０μｍ２以下であり、
　前記凸形状の底面の長径は１μｍ以上５０μｍ以下であり、短径は１００ｎｍ以上１０
μｍ以下である、請求項１または２に記載されているサファイア基板の製造方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一つに記載されているサファイア基板の製造方法により製造
されたサファイア基板を備え、前記一面の上に化合物半導体層が設けられている半導体装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサファイア基板の製造方法、および半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、エネルギー変換効率が良いことや長寿命であることから
種々の照明デバイスやイルミネーション、電子機器等に多く使われている。可視光線の発
光が可能なＬＥＤは、ＡｌＧａＩｎＮ（以後、ＧａＮで代表させる）あるいはＡｌＧａＩ
ｎＰからなるＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体材料を用いて主に作製されている。ＧａＮは、緑
色光、青色光および紫外光を発するＬＥＤで使われる。ＡｌＧａＩｎＰは、赤色光、橙色
光、および黄色光を発するＬＥＤで使われる。
【０００３】
　現在コストや品質等の理由から、ＧａＮ結晶はサファイア（Ａｌ２Ｏ３）基板の上に成
長させている。しかし、サファイア基板の上に成長させたＧａＮ層には、サファイア結晶
格子とＧａＮ結晶格子との間の格子不整合が原因でＧａＮ結晶中に高密度の非発光再結合
中心として働く貫通転位が発生し、そのため光出力（外部量子効率）および耐久寿命が減
少し、またリーク電流が増加してしまうという現象が生じていた。
【０００４】
　さらに、青色領域の波長においてＧａＮの屈折率が約２．４、サファイア基板の屈折率
が約１．８と、ＧａＮとサファイア基板の屈折率差が大きいためにＩｎＧａＮ／ＧａＮ多
重量子井戸層から発光した光のおよそ７０％は、全反射の制限から多重量子井戸層を含ん
だＧａＮ層に閉じ込められてＧａＮ層中を伝搬する間に多重量子井戸層に自己吸収され、
あるいは電極などに吸収され最終的に熱に変換される。すなわち、屈折率差に起因する全
反射の制限のためにＬＥＤの光取り出し効率が大幅に低下するという現象が生じている。
【０００５】
　このような貫通転位を減らすために、また光取り出し効率を向上させるために、サファ
イア基板のＧａＮ層を成長させる面を予めエッチングして凹凸を形成し、いわゆるパター
ン化されたサファイア基板（ＰＳＳ）を作製し、このＰＳＳを用いてＧａＮ層及びＡｌＧ
ａＮ層を成長させる技術が開示されている。（例えば、特許文献１）
【特許文献１】特許第３５９５２７７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されているような従来のＰＳＳは、複数本の平行溝や
ドーム型、円柱形、四角柱、さらには六角形の凸起が規則正しく並んだ幾何学的図形のパ
ターンがサファイア基板の一面に設けられているものである。
【０００７】
　このような規則的なパターンを作製するためには通常、内部量子効率を低下させないよ
うに設計したパターンのフォトマスク、あるいは金型を作製し、高価な露光装置、あるい
はナノインプリント装置を使用し多くの工程を経る必要があり、ＬＥＤ素子の製造コスト
を引き上げる要因となる。
【０００８】
　さらに周期的なパターンは光の取り出し効率の方向依存性を生み、ＬＥＤ素子からの発
光の配光性に異方性を生じる。すなわち、ＧａＮ層中の光の伝搬方向にパターンの周期配
列が直交する場合はＬＥＤ素子の表面からの光取り出し効率が向上し、周期配列が平行の
場合は通常の平坦な表面のサファイア基板と同程度の光取り出し効率となる。
【０００９】
　このように従来の規則的なパターンのＰＳＳでは製造コストが大きくなる可能性があり
、さらに光取り出し効率の異方性によりＬＥＤ素子からの発光の配光性に異方性を生じ高
効率かつ均一発光を必要とする照明や電子機器等に使用するのに支障が生じていた。
【００１０】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、サファイ
ア基板上に作製したＬＥＤ素子の配光性の異方性が少なく、光取り出し効率の高い半導体
装置の基板となるサファイア加工基板を簡単かつ安価に製造する方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のサファイア基板の製造方法は、サファイア薄板の
一面に金属を蒸着する工程Ａと、前記工程Ａの後に前記サファイア薄板を熱処理して前記
金属を微粒子状態とする工程Ｂと、前記微粒子状態の金属をマスクとして前記サファイア
薄板の前記一面をエッチングする工程Ｃとを含む構成とした。
【００１２】
　前記工程Ａでは、前記金属の厚みを１ｎｍ以上２０ｎｍ以下とすることができる。
【００１３】
　前記工程Ｃでは、前記一面に複数の凸起が形成されており、前記複数の凸起は、前記一
面のランダムな位置に設けられているとともに、底部から頂部にかけて先細の形状を有し
ており、前記凸起の頂部の平面の面積は、０μｍ２以上大きく０．０５μｍ２以下とする
ことが可能である。
【００１４】
　前記凸起の底面の長径は、１００ｎｍ以上１μｍ以下であり、短径は５０ｎｍ以上０．
５μｍ以下であり、前記凸起を、１×１０６個／ｃｍ２以上５×１０１０個／ｃｍ２以下
の密度で配置することが可能である。
【００１５】
　前記凸起の側面を曲面とすることが可能である。
【００１６】
　前記凸起の高さを１００ｎｍ以上１μｍ以下とすることが可能である。
【００１７】
　前記サファイア薄板は、前記一面に複数の凸形状がランダムな位置に設けられており、
前記凸形状は底部から頂部にかけて先細の形状を有していて、１×１０５個／ｃｍ２以上
５×１０７個／ｃｍ２以下の密度で配置されており、前記凸形状の頂部の平面の面積は０
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よりも大きく１０μｍ２以下であり、前記凸形状の底面の長径は１μｍ以上５０μｍ以下
であり、短径は１００ｎｍ以上１０μｍ以下とすることが可能である。
【００１８】
　本発明の半導体装置は、上記のサファイア基板の製造方法により製造されたサファイア
基板を備え、前記一面の上に化合物半導体層が設けられている構成である。
【発明の効果】
【００１９】
　少ない工程で且つ簡単・安価な方法で、サファイア基板上のランダムな位置に先細の複
数の凸起を設けることができる。さらに、その基板を使うことで光取り出し効率の高い発
光ダイオードを作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の図面においては、説
明の簡潔化のため、実質的に同一の機能を有する構成要素を同一の参照符号で示す。
【００２１】
　（実施形態１）
　図１に示す模式的な製造フローによって実施形態１に係るサファイア基板１の製造方法
を説明する
　＜サファイア薄板の準備＞
　Ａｌ２Ｏ３のコランダム構造の単結晶からなる円盤状のサファイア薄板１００を用意し
た。サファイア薄板１００の直径は５０～３００ｍｍ、厚みは０．３～３ｍｍである。サ
ファイア薄板１００はＧａＮ薄板に比較してコストが圧倒的に低く、Ｓｉ薄板に比較して
光透過性を考慮したデバイス性能が圧倒的に優れている。また後に化合物半導体を形成す
る際にＧａＮ層を成長させることとなるサファイア薄板１００の一面（主面）は、ａ面＜
｛１１－２０｝面＞、ｃ面＜（０００１）面＞、ｍ面＜｛１－１００｝面＞、若しくはｒ
面＜｛１－１０２｝面＞のいずれでも良く、あるいは他の面方位の結晶面であっても良い
。
【００２２】
　＜蒸着工程＞
　サファイア薄板１００の一面（主面）に金属を蒸着して金属薄膜１０２を該主面に形成
した（工程Ｓ１）。金属は、金属そのもののコスト及び工程のコストを考慮して選べばよ
いが、例えばＮｉ、Ｐｄ等を挙げることができる。金属薄膜１０２の厚みは、必要とする
凸起の大きさやこの後の工程の条件などによって変わってくるが、１ｎｍ以上２０ｎｍ以
下が好ましい。ここでは金属としてＮｉを用い、５ｎｍの厚みの金属薄膜１０２とした。
【００２３】
　＜熱処理工程＞
　金属薄膜１０２が載ったサファイア薄板１００を真空下あるいは窒素雰囲気下で熱処理
（アニール）した（工程Ｓ２）。この熱処理によって金属薄膜１０２は微粒子１０３状態
になった。図２にサファイア薄板１００上に微粒子１０３が載っている状態を示す。
【００２４】
　微粒子１０３は球あるいは半球状であることが好ましい。熱処理の条件は、金属種、金
属薄膜１０２の厚み、形成したい微粒子１０３の形状・大きさなどによって調整する。金
属の微粒子１０３の大きさは、サファイア薄板１００の上から見た時に（上方よりの平面
視）、径が５０ｎｍ以上１μｍ以下であることが好ましい。微粒子１０３の大きさにはば
らつきがある。ここでは、８５０℃２２秒の条件でアニールし、出来上がった金属の微粒
子１０３は大きさにばらつきがあったが、大きいもので径が約１００ｎｍの球状であった
。
【００２５】
　＜エッチング工程＞
　金属の微粒子１０３をマスクとして用いて、サファイア薄板１００の主面を誘導結合プ
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ラズマ型反応性イオンエッチング（Inductive Coupled Plasma Reactive Ion Etching：
ＩＣＰ－ＲＩＥ）によってエッチングを行った（工程Ｓ３）。エッチングの条件を調節す
ることにより、金属の微粒子１０３が除去されるくらい十分にエッチングを行い、図１の
最下部分に示す複数の凸起２，２，…が主面上にランダムに配置されたサファイア基板１
を作製した。図３にこのサファイア基板１の斜視状態のＳＥＭ写真を示す。
【００２６】
　図４はこのサファイア基板１を主面の上方から見た平面図であり、図５はその断面図で
ある。また、図８は凸起２の模式的な拡大断面図である。
【００２７】
　図８に示すように、サファイア基板１の主面上に形成した凸起２は、略円錐状であって
側面がやや上に凸の曲面により構成されており、底部６から頂部４にかけて先細である。
底部６はほぼ円形である。これは金属の微粒子１０３の形状に由来するものであり、金属
薄膜１０２の厚みやアニール条件によっては底部６の形状は変化する。頂部４は十分なエ
ッチングによって削られてほぼ平面が無くなってやや尖り形状となっている。頂部４の平
面部分の面積は、０．０５μｍ２を越えるものはなく、平均でも０．００１μｍ２未満で
ある。なお、頂部４の平面部分の面積は、断面ＳＥＭ写真より、平面部分を円形と仮定し
て算出する。
【００２８】
　複数の凸起２，２，…は大きさにばらつきがあるが、その高さｈは平均すると１００ｎ
ｍ以上１μｍ以下の範囲内にあることが好ましく、ここでは平均約３００ｎｍであった。
また、底部６の直径（長径）Ｒは平均すると１００ｎｍ以上１μｍ以下の範囲内にあるこ
とが好ましく、ここでは平均約３００ｎｍであった。凸起２の分布密度は、１×１０６個
／ｃｍ２以上５×１０１０個／ｃｍ２以下の範囲内にあることが好ましく、ここでは５×
１０８個／ｃｍ２であった。凸起２の側面が曲面であることは、側面では結晶面が連続的
に変化していることを意味している。
【００２９】
　複数の凸起２，２，…の位置は金属の微粒子１０３の位置と同じ位置であり、金属の微
粒子１０３は主面３上にランダムに散らばっているので、主面３上に複数の凸起２，２，
…はランダムに配置されており、凸起２，２，…同士の間の位置関係には規則性が無い。
また、複数の凸起２，２，…それぞれの大きさも所定の範囲内でランダムである。従って
、複数の凸起２，２，…に起因する光の反射・屈折・減衰等が互いに相互作用（例えば干
渉）を起こしてもその相互作用に方向性がなく、光は全方向に均一に発せられる。そして
これら複数の凸起２，２，…が存在しない平坦なサファイア基板を用いて半導体発光素子
を作製した場合に比べて光取り出し効率が大きくなり、従って光出力が大きくなる。この
ことを確認するために、以下のようにこのサファイア基板１を用いて化合物半導体層を有
する半導体発光素子を作製した。
【００３０】
　＜ＧａＮ層の作製＞
　複数の凸起２，２，…を有するサファイア基板１の主面３上に、有機金属気相成長法（
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy：ＭＯＰＶＥ）によってＧａＮ層を成長させた。な
お、このときＳｉをドープすることによりｎ－ＧａＮとした。図６はＧａＮ層１０の成長
の初期の状態を示す模式的な断面図であり、図７はＧａＮ層１０の厚みが凸起２の高さよ
りも大きくなるまでＧａＮ層１０が成長した状態を示す模式的な断面図である。
【００３１】
　図６に示すようにＧａＮ層１０は、凸起２部分を除くサファイア基板１の主面３から成
長し、凸起２の側面及び頂部４からは成長しない。凸起２の側面は特定の面方位の結晶面
が露出しているのではないので、ＧａＮの成長の始点となる核が生成しにくいのであるが
、サファイア基板１の主面３は特定の面方位の結晶面が全面に露出しているので、ＧａＮ
の核が生成しやすくＧａＮ層１０が成長していく。すなわち、凸起２の側面では結晶面が
連続的に変化しているため、凸起２側面からのＧａＮの結晶成長を抑制している。凸起２
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の頂部４は平らな部分がほとんど無いか非常に狭いため、ＧａＮ層１０が成長しない。
【００３２】
　図７に示すように、ＧａＮ層１０が厚くなって行くに連れて、凸起２は横方向（水平方
向）に成長するＧａＮ層１０によって全面が覆われる。最終的にＧａＮ層１０の厚みが凸
起２の高さ以上になると、凸起２はＧａＮ層１０に覆い隠され、上面から見ると、平らな
ＧａＮ層１０の表面が観察されるだけとなる。
【００３３】
　本実施形態においては、最終的にＧａＮ層１０の厚みが６μｍになるまでＧａＮ層１０
を成長させた。カソードルミネッセンス（ＣＬ）によって、このＧａＮ層１０の転位密度
の評価を行った。ＣＬによって観察される暗点はＧａＮ層１０の表面に現れている貫通転
位であり、従って暗点密度はほぼ転位密度である。本実施形態において観測される暗点密
度は、従来のストライプ状のサファイア基板（基板表面に複数の平行な溝を形成したＰＳ
Ｓ）上に成長させたＧａＮ層において観察される暗点密度と同程度であった。なお、次に
説明する半導体発光素子を作製する場合には、ＧａＮ層１０を成長させた後に、暗点観察
をすることなく、連続して次の化合物半導体層を成長させる。
【００３４】
　＜半導体発光素子の作製＞
　上記のサファイア基板１上のＧａＮ層１０の上に更に複数の化合物半導体層および電極
を形成して、図１０に示す半導体発光素子を作製した。以下にその作製について説明する
。
【００３５】
　まずＧａＮ層１０の上に、ＩｎＧａＮ層とＧａＮ層とを交互に複数回成長させて多重量
子井戸層１２を形成した。それから多重量子井戸層１２の上にＭｇをドープしたｐ－Ａｌ
ＧａＮ層１４を成長させ、更にその上にＭｇをドープしたｐ－ＧａＮ層１６を成長させた
。それからｐ－ＧａＮ層１６の上に透明電極であるＩＴＯ層１８を電子ビーム蒸着法によ
り形成した。
【００３６】
　次に上記の積層させた化合物半導体層の一部に対してＩＣＰ－ＲＩＥを使ってエッチン
グ加工を行うことによってＧａＮ層１０を露出させる。そして露出したＧａＮ層１０の上
にＴｉ／Ａｌ（積層構造）からなるｎ型電極２２を電子ビーム蒸着法により形成し、ＩＴ
Ｏ層１８の上にＴｉ／Ａｌからなるｐ型電極２１を形成して半導体発光素子を作製した。
【００３７】
　＜半導体発光素子の特性＞
　上述のように作製した本実施形態の半導体発光素子（半導体装置）の発光出力を、ＯＰ
ＴＯ-ＳＹＳＴＥＭ社製の自動プローブテスターＷＰＳＲ３１００を用いて測定した。比
較のため、サファイア基板として主面がフラット（凸起を形成していない）な基板を用い
、それ以外の構成・製法は本実施形態の半導体発光素子と同じ比較用発光素子を作製し、
同じように発光出力を測定した。
【００３８】
　２０ｍＡの電流を入力させたときの比較用発光素子の発光出力を１００とすると、本実
施形態の半導体発光素子の発光出力は１４４となり、４４％の出力向上を確認した。また
、本実施形態の半導体発光素子は全面均一に発光していた。このように、サファイア基板
１の主面３上に複数の凸起２，２，…をランダムに形成し、そのサファイア基板１上に化
合物半導体層を形成して半導体発光素子を作製することにより、発光効率が向上し均一発
光する半導体発光素子を得ることができた。本実施形態のサファイア基板１はフォトマス
クを用いるフォトリソ工程を経ずに作製されているため、作製コスト、作製時間ともに少
ないものとすることができる。
【００３９】
　（実施形態２）
　実施形態２では、サファイア薄板が実施形態１と異なっており、それ以外の構成は実施
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形態１と同じであるので、実施形態１と異なっている部分を以下に説明する。なお本実施
形態に係るサファイア基板１’は図１１に示されている。
【００４０】
　本実施形態のサファイア薄板は、主面３に予め複数の凸形状２’がランダムな位置に設
けられており、これらの凸形状２’は底部から頂部にかけて先細の形状を有していて、１
×１０５個／ｃｍ２以上５×１０７個／ｃｍ２以下の密度で配置されており、凸形状２’
の頂部４’の平面の面積は０よりも大きく１０μｍ２以下であり、凸形状２’の底面の長
径は１μｍ以上５０μｍ以下であり、短径は１００ｎｍ以上１０μｍ以下である。このサ
ファイア薄板を使用して実施形態１と同様の工程を行って、図１１に示すサファイア基板
１’を得た。
【００４１】
　実施形態２では実施形態１と同じ効果を奏する。
【００４２】
　（その他の実施形態）
　上記の実施形態は本発明の例示であって、本発明はこれらの例に限定されない。凸起２
の形状は略円錐形状に限らず、例えば略半球形状などであっても構わない。上記の実施形
態１又は２において、サファイア薄板を、特許文献１に開示されているような、複数本の
平行溝やドーム型、円柱形、四角柱、さらには六角形の凸起が規則正しく並んだ幾何学的
図形のパターンと併用してもよい。例えば、四角柱の形状の突起部頂上の平坦な部分の一
面に上記実施形態の複数の凸起が設けられているものとしてもよい。
【００４３】
　凸起２の平均の高さは１００ｎｍ以上１μｍ以下が好ましく、８００ｎｍ以下がより好
ましい。
【００４４】
　凸起２の底部６の形状は円形に限定されず、楕円形や曲線で囲まれた不定形などであっ
てもよい。底部６の長径Ｒは１００ｎｍ以上１μｍ以下が好ましい。
【００４５】
　凸起２の分布密度は、１×１０６個／ｃｍ２以上５×１０１０個／ｃｍ２以下が好まし
い。１×１０６個／ｃｍ２未満であると光取り出し効率の向上効果が小さくなり、５×１
０１０個／ｃｍ２よりも大きいと凸起間の重なりが大きくなり結晶成長に不具合が生じる
可能性が大きい。
【００４６】
　半導体発光素子の各構成層は、公知の手法で成長させれば良い。
【００４７】
　サファイア基板１の主面上３に成長させる半導体層はＧａＮ層１０に限らず、ＡｌＮや
ＩｎＧａＮなどの化合物半導体層であってもよい。
【００４８】
　ランダム配置の複数凸起による光取り出し効率の向上効果は、複数本の平行溝によるＰ
ＳＳの効果と同等であり、凸起がないときは全反射の制限でＧａＮ層中に閉じ込められて
いた光を光散乱効果によりＧａＮ層の外に（さらにＬＥＤ素子の外部に）取り出すことが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　以上説明したように、本発明に係るサファイア基板は、均一に且つ効率よく発光する半
導体発光素子の基板となるので、照明用途等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施形態に係るサファイア基板の模式的な製造工程図である。
【図２】実施形態に係る金属微粒子が載ったサファイア薄板のＳＥＭ写真である。
【図３】実施形態に係るサファイア基板のＳＥＭ写真である。
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【図４】実施形態に係るサファイア基板の模式的な平面図である。
【図５】実施形態に係るサファイア基板の模式的な拡大断面図である。
【図６】ＧａＮ層が成長初期である実施形態に係る模式的な拡大断面図である。
【図７】ＧａＮ層が凸起を埋め込んだ状態である実施形態に係る模式的な拡大断面図であ
る。
【図８】サファイア基板上の凸起を拡大した模式断面図である。
【図９】サファイア基板上の凸起を拡大した模式平面図である。
【図１０】実施形態に係る半導体発光素子の模式的な拡大断面図である。
【図１１】別の実施形態に係るサファイア基板の模式的な平面図である。
【符号の説明】
【００５１】
１、１’　サファイア基板
２　　　　凸起
２’　　　凸形状
３　　　　主面
４　　　　凸起頂部
６　　　　凸起底部
１００　　サファイア薄板
１０２　　金属薄膜
１０３　　微粒子

【図１】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図２】
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