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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地基板上に複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程と、前記ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板のそれぞれの上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層をそれぞ
れ成長させる工程と、前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板および前記ＩＩＩ族窒化物半導
体結晶層から構成される複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶を前記下地基板から分離する工
程とを含み、
　複数の前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程は、前記下地基板上に複数
の開口幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下の開口部を有するマスク層を形成する工程と、少
なくとも前記マスク層の前記開口部下に位置する前記下地基板の開口面上に前記ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板を成長させる工程とを含むか、あるいは、前記下地基板上に複数の
種結晶を配置する工程と、前記種結晶を核として前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成
長させる工程とを含み、
　前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の厚さが１０μｍ以上６００μｍ以下、幅が０．２ｍｍ
以上５０ｍｍ以下であるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の主面の面積が、前記下地基板の主面の面積より小
さい請求項１に記載のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項３】
　前記開口部は、２個以上の小開口部の群により形成されている請求項１に記載のＩＩＩ
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族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項４】
　複数の前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程が、前記下地基板上に複数
の開口幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下の開口部を有するマスク層を形成する工程と、少
なくとも前記マスク層の前記開口部下に位置する前記下地基板の前記開口面上に前記ＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程とを含む場合は、前記マスク層の前記開口部
の形状が、六角形状、四角形状または三角形状であり、
　前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板および前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の形状が、
六角平板状、四角平板状または三角平板状である請求項１から請求項３までのいずれかに
記載のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項５】
　複数の前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程が、前記下地基板上に複数
の前記種結晶を配置する工程と、前記種結晶を核として前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基
板を成長させる工程とを含む場合は、
　前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板および前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の形状が、
六角平板状、四角平板状または三角平板状である請求項１または請求項２に記載のＩＩＩ
族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項６】
　前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板および前記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層から構成さ
れるＩＩＩ族窒化物半導体結晶を前記下地基板から分離する工程において、エッチング、
レーザおよびへき開のうちいずれかの方法を用いる請求項１から請求項５までのいずれか
に記載のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と、（０００１）面、（１－１００）面、（１１－
２０）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、（１１－２１）面および（１１－２２
）面のうちのいずれかの面とのなすオフ角が、０°以上４°以下である請求項１から請求
項６までのいずれかに記載のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶は、発光ダイオード（Light Emitting Diode、以下ＬＥＤと
いう）、レーザダイオード（Laser Diode、以下ＬＤという）などの半導体デバイスに広
く用いられている。
【０００３】
　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を含むＩＩＩ族窒化物半導体デバイスは、従来、以下の多く
の工程を経て製造されていた。すなわち、下地基板上に厚いＩＩＩ族窒化物半導体結晶を
形成する工程、この結晶から下地基板を除去する工程、および上記結晶をスライスする工
程、スライスされた結晶を研削盤および／または研磨盤の結晶ホルダに取り付ける工程、
砥粒径を小さくしながら上記結晶の一方の主面を表面加工する（研削および／または研磨
することをいう、以下同じ）工程、結晶ホルダから一方の主面が加工された結晶を取り外
す工程、一方の主面が加工された結晶を他方の主面が加工されるように結晶ホルダに取り
付ける工程、砥粒径を小さくしながら上記結晶の他方の主面を加工する工程、結晶ホルダ
から両方の主面が加工された結晶を取り外す工程、両方の主面が加工された結晶を洗浄す
る工程を経て清浄度の高い所定厚さのＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を得る。さらに、こ
のＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板上に１層以上のＩＩＩ族半導体結晶層を形成する工程お
よび所定の大きさのチップに切り出す工程を経て所定の大きさの半導体デバイスを得る（
たとえば、特許文献１を参照）。
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【０００４】
　ここで、下地基板が成長させようとするＩＩＩ族窒化物以外の材料によって構成されて
いる異種基板である場合に、大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶を得ようとすると、異種基
板上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を１００μｍ～２００μｍ程度成長する工程、異種基板
の一部を除去する工程、再度ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を１００μｍ～２００μｍ程度成
長させる工程、残った異種基板を除去する工程、さらにその上にＩＩＩ族窒化物半導体結
晶を成長させる工程などをさらに必要とする（たとえば、特許文献２を参照）。
【０００５】
　このように、従来の製造方法は、上記のように製造工程が多く、特に、ＩＩＩ族窒化物
半導体結晶のスライスおよび研削・研磨工程、チップへの切り出し工程には、長時間を要
するため、非効率的なものであった。
【０００６】
　そこで、より効率よく所定の大きさのＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを製造することが
要望されていた。
【特許文献１】特開２００２－２６１０１４号公報
【特許文献２】特開平１１－１３９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の状況に鑑み、本発明は、ＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの効率的な製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、下地基板上に複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程と、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板のそれぞれの上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層を
それぞれ成長させる工程と、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半導体
結晶層から構成される複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶を下地基板から分離する工程とを
含み、複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程は、下地基板上に複数の開
口幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下の開口部を有するマスク層を形成する工程と、少なく
ともマスク層の開口部下に位置する下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板
を成長させる工程とを含むか、あるいは、下地基板上に複数の種結晶を配置する工程と、
種結晶を核としてＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程とを含み、ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶の厚さが１０μｍ以上６００μｍ以下、幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下
であるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法である。
【００１８】
　本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法において、ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶基板の主面の面積を前記下地基板の主面の面積より小さくすることができる。
【００２０】
　また、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法において、上記開口部
は、２個以上の小開口部の群により形成することができる。すなわち、１個以上のＩＩＩ
族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程が、下地基板上に２個以上の小開口部の群によ
り形成される開口部を１個以上有するマスク層を形成する工程と、少なくともこのマスク
層の開口部下に位置する下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる工
程とを含むことができる。
【００２２】
　また、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法においては、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層から構成されるＩＩＩ族窒化物
半導体結晶を下地基板から分離する工程において、エッチング、レーザおよびへき開のう
ちいずれかの方法を用いることができる。
【００２３】
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　また、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法において、複数のＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程が、下地基板上に複数の開口幅が０．２ｍｍ
以上５０ｍｍ以下の開口部を有するマスク層を形成する工程と、少なくともマスク層の開
口部下に位置する下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程
とを含む場合は、マスク層の開口部の形状が、六角形状、四角形状または三角形状であり
、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物結晶層の形状を、六角平板状、四
角平板状または三角平板状とすることができる。また、複数のＩＩＩ族窒化物半導体結晶
基板を成長させる工程が、下地基板上に複数の種結晶を配置する工程と、種結晶を核とし
てＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させる工程とを含む場合は、ＩＩＩ族窒化物半導
体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の形状を、六角平板状、四角平板状または
三角平板状とすることができる。
【００２４】
　また、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法において、ＩＩＩ族窒
化物結晶基板の主面と、（０００１）面、（１－１００）面、（１１－２０）面、（１－
１０１）面、（１－１０２）面、（１１－２１）面および（１１－２２）面のうちのいず
れかの面とのなすオフ角を０°以上４°以下とすることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　上記のように、本発明によると、ＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの効率的な製造方法を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　（実施形態１）
　本発明にかかる一つのＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、図１を参照して、図１
（ａ）および図１（ｂ）に示すように、下地基板１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶１
０を成長させる工程と、図１（ｃ）または図１（ｄ）に示すように、このＩＩＩ族窒化物
結晶１０を下地基板１から分離する工程とを含み、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の厚さが１
０μｍ以上６００μｍ以下、幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下という半導体デバイス程度
の大きさであるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法である。ここで、ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶の幅とは、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の形状が、円形状の場合はその直径をいい
、多角形状の場合は一つの辺と向かい合う辺または角との距離をいう。かかる製造方法に
より、従来の製造方法のようなＩＩＩ族窒化物半導体結晶のスライス、表面加工およびチ
ップ化などの工程を得ることなく、直接的かつ効率的に半導体デバイス程度の大きさのＩ
ＩＩ族窒化物半導体結晶が得られる。
【００３０】
　本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法においては、図１を参照して
、ＩＩＩ族半導体結晶の主面（図１における下面１０または上面１０ｂに相当）の面積は
、下地基板１の主面１ｈの面積より小さくできる。これにより、大きな下地基板を用いて
も、直接的かつ効率的に半導体デバイス程度の大きさのＩＩＩ族窒化物結晶を製造するこ
とができる。
【００３１】
　本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、詳しくは、下地基板１上
に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶１０を成長させる工程として、図１（ａ）に示す下地基
板１に１個以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、図１（ｂ）に示すマ
スク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物半導体結
晶１０を成長させる工程とを含む。
【００３２】
　図１（ａ）に示す開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程において、開口部２ａ
の大きさには、特に制限はないが、開口部２ａの開口幅Ｗwは０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以
下であることが、幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下であるＩＩＩ族窒化物半導体結晶を容
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易に得る点から好ましい。また、開口部の分布にも、特に制限はないが、均一に分散して
いることが、大きさの均一なＩＩＩ族窒化物半導体結晶を容易に得る点から好ましい。開
口部の形状は、特に制限はなく、円形状であると多角形状であるとを問わないが、六方晶
系または立方晶系に属するＩＩＩ族窒化物半導体結晶は、六角平板状、四角平板状または
三角平板状の形状をとりやすいことから、六角形状、四角形状または三角形状であること
が好ましい。ここで、開口部の開口幅とは、円状の開口部の場合は直径、多角形の場合は
一つの辺と向かい合う辺または角との距離をいう。さらに、マスク層は、ＩＩＩ族窒化物
半導体結晶の成長を抑制するものであれば特に制限はなく、ＳｉＯ2、Ｓｉ3Ｎ4、Ｗ、Ｎ
ｉ、Ｔｉなどが好ましく用いられる。
【００３３】
　図１（ｂ）に示す下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる
工程において、成長させられるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０は、１層の結晶層とは限ら
ず、２層以上の結晶層であってもよい。たとえば、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０が、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１およびそのＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１上に形成
された１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２から構成されるものであってもよい。
この場合は、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる工程は、下地基板１の開口面１ａ上
にＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１を成長させる工程、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板
１１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる工程を含むことになる
。
【００３４】
　また、ＩＩＩ族窒化物結晶の成長方法には、特に制限がなく、ＨＶＰＥ（Hydride Vapo
r Phase Epitaxy；ハイドライド気相成長法）法、ＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical 
Vapor Deposition；有機金属化学気相堆積法）法、ＭＢＥ（Molecular Beam Epitaxy；分
子線エピタキシ）法などの各種気相成長法が好ましく用いられる。なかでも、ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶基板１１のように厚い層を形成する場合は成長速度の大きいＨＶＰＥ法が
、薄くても表面の平坦性が求められるＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の成長には、ＭＯ
ＣＶＤ法が特に好ましく用いられる。
【００３５】
　本実施形態においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０は、下地基板の開口面１ａ上の
みに成長し、マスク層２上には成長しない。このような、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成
長は、マスク層において開口部の間隔Ｐwと開口部の開口幅Ｗwとの差が小さいとき、マス
ク層の材質としてＳｉ3Ｎ4またはＷを使用したときに起こりやすく、また結晶の成長温度
が高く、成長時間が短いときに起こりやすい。
【００３６】
　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を上記下地基板１から分離する方法には、特に制限はな
いが、レーザ、へき開などによって機械的に分離する方法、エッチングなどによって化学
的に分離する方法が、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０のダメージが少ない点から、好まし
く用いられる。
【００３７】
　レーザによって機械的に分離する方法とは、図１（ｃ）を参照して、ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶１０において下地基板１に接する下面（下地基板側表面）１０ａと下地基板の開
口面１ａとをレーザにより切断することにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基
板１から分離する方法である。
【００３８】
　上記のレーザによる分離方法は、たとえばＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０のバンドギャ
ップエネルギーが、下地基板１のバンドギャップエネルギーより小さい場合に好ましく用
いられる。この場合、下地基板１側からレーザを照射することにより、下地基板にダメー
ジを与えることなくＩＩＩ族窒化物結晶１０と下地基板１とを分離することができるため
、下地基板を再度利用することができる。
【００３９】
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　また、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶のバンドギャップエネルギーと下地基板のバンドギャ
ップエネルギーとが等しいまたはそれらの差が少ない場合には、ＩＩＩ族窒化物半導体結
晶および下地基板のバンドギャップエネルギーよりバンドギャップエネルギーの小さい分
離層を、マスク層形成後の下地基板とＩＩＩ族窒化物結晶との間に予め形成し、下地基板
側からレーザを照射して分離層を切断することにより、ＩＩＩ族窒化物結晶と下地基板と
をダメージを与えることなく分離することができる。
【００４０】
　へき開によって機械的に分離する方法とは、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶が特定の指数面
（たとえば、（０００１）面、（１－１００）面、ここで指数面とは、その面指数を有す
る面をいう、以下同じ）において割れやすい性質を利用してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１
０を下地基板１から分離する方法である。たとえば、（１－１００）面を主面とする下地
基板上に（１－１００）面を主面とするＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させ、下地基板
とＩＩＩ族窒化物半導体結晶の界面をへき開することにより、ＩＩＩ族窒化物結晶と下地
基板とをダメージを与えることなく分離することができる。
【００４１】
　他の機械的に分離する方法として、下地基板１とその上に成長させるＩＩＩ族窒化物半
導体結晶の間に機械的に脆弱な層を挿入させる方法もある。具体的には、下地基板１上に
炭素（Ｃ）をドーピングした厚さ数μｍ～数十μｍのＩＩＩ族窒化物結晶層（機械的に脆
弱な層）を成長した後、所望のＩＩＩ族窒化物結晶を成長させる方法である。すなわち、
ＣをドープしたＩＩＩ族窒化物結晶は、Ｃをドープしていない結晶に比べて脆弱であるた
め、弱い力を加えることで下地基板１から分離することができる。なお、脆弱な層を得る
ためのドーパントはＣだけに限られるものではなく、結晶を脆弱にするドーパントであれ
ばよい。　
【００４２】
　また、エッチングによって化学的に分離する方法としては、図１（ｄ）を参照して、エ
ッチング剤を用いてマスク層２およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶において下地基板１に接
する下面１０ａをエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板
１から分離する方法がある。ここで、Ｓｉ3Ｎ4、ＳｉＯ2などのマスク層２をエッチング
するためのエッチング剤としてはフッ酸などの腐食性酸が用いられ、Ｗ、Ｎｉ、Ｔｉなど
のマスク層２をエッチングするためのエッチング剤としては硝酸、フッ酸、硫酸銅などか
らなる混酸が用いられ、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０において下地基板１に接する下面
１０ａをエッチングするためのエッチング剤としてはＫＯＨなどの強塩基が用いられる。
【００４３】
　ここで、ウルツ鉱構造を有するＩＩＩ族窒化物半導体結晶は、結晶の＜０００１＞方向
に窒素元素からなる原子層とＩＩＩ族元素からなる原子層とが交互に配列された結晶構造
を有しており、結晶の＜０００１＞方向に垂直な面には、窒素元素からなる原子面と、Ｉ
ＩＩ族元素からなる原子面とが存在する。下地基板上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶が＜０
００１＞方向に成長する際には、通常、下地基板上から結晶の成長方向に窒素元素からな
る原子層、ＩＩＩ族元素からなる原子層、窒素元素からなる原子層、ＩＩＩ族元素からな
る原子層・・・の順で結晶成長するため、図１（ｄ）を参照して、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶１０において下地基板１に接する下面１０ａは窒素元素からなる原子面となり、上面
１０ｂはＩＩＩ族元素からなる原子面となる。ＩＩＩ族窒化物半導体結晶は化学的に安定
な結晶であり、ＩＩＩ族元素からなる原子面である上面１０ｂの方からはエッチングされ
にくいが、窒素元素からなる原子面である下面１０ａの方からはＫＯＨなどの強塩基によ
って容易にエッチングされる。
【００４４】
　なお、図示はしないが、エッチングによって化学的に分離する方法としては、下地基板
１をエッチングによって除去することもできる。Ｓｉなどの下地基板をエッチングするた
めのエッチング剤としてはフッ酸などの腐食性酸が用いられる。
【００４５】
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　本実施形態のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度は、１０μｍ／ｈｒ以上３００μｍ
／ｈｒ以下であることが好ましい。ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度が、１０μｍ／
ｈｒ未満であると製造効率が低下し、３００μｍ／ｈｒを超えるとＩＩＩ族窒化物半導体
結晶に空孔などの欠陥が導入されやすくなりクラックが発生しやすくなる。
【００４６】
　また、本実施形態のＩＩＩ族窒化物結晶の不純物濃度は、５×１０19ｃｍ-3以下である
ことが好ましい。ＩＩＩ族窒化物結晶の不純物濃度は、５×１０19ｃｍ-3を超えると、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶に欠陥が導入されやすくなりクラックが発生しやすくなる。
【００４７】
　また、本実施形態のＩＩＩ族窒化物結晶の主面と、（０００１）面、（１－１００）面
、（１１－２０）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、（１１－２１）面および（
１１－２２）面のうちのいずれかの面とのなすオフ角が、０°以上４°以下であることが
好ましい。ここで、オフ角が０°とは、ＩＩＩ族窒化物結晶の主面と、（０００１）面、
（１－１００）面、（１１－２０）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、（１１－
２１）面および（１１－２２）面のうちのいずれかの面とが平行であることを意味する。
このオフ角が４°を超えると、ＩＩＩ族窒化物結晶に欠陥が導入されやすくなりクラック
が発生しやすくなる。
【００４８】
　ここで、結晶系が六方晶系の下地基板の場合は、通常、下地基板の主面の指数面と同一
の指数面を主面とするＩＩＩ族窒化物結晶が成長しやすい。また、下地基板がそれ以外の
場合は、下地基板の表面の原子配列を模した面、たとえばＳｉ（１１１）面ならばＩＩＩ
族窒化物結晶は（０００１）面が成長しやすい。また、下地基板の主面とある指数面との
オフ角とＩＩＩ族窒化物結晶の主面とその指数面とのオフ角はおおむね一致する。
【００４９】
　（実施形態２）
　本発明にかかる別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、図２を参照して、下地基
板１上に１以上のＩＩＩ族窒化物結晶１０を成長させる工程として、図２（ａ）に示す下
地基板１に１以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、図２（ｂ）に示す
マスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板の開口面１ａおよび開口部２ａを取り囲む
マスク層の一部上面２ｂ上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を成長させる工程とを含む。
【００５０】
　実施形態１はＩＩＩ族窒化物半導体結晶をマスク層の開口部下に位置する下地基板１の
開口面１ａ上のみに成長させるのに対し、本実施形態はマスク層２の開口部２ａ下に位置
する下地基板１の開口面１ａ上のみならず開口部２ａを取り囲むマスク層２の一部上面２
ｂ上にもＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０が成長する点で異なる。このような、ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶の成長は、マスク層において開口部の間隔Ｐwと開口部の開口幅Ｗwとの差
が大きいときに起こりやすく、また結晶の成長温度が高く、原料ガス圧力が低く、成長時
間が短いときに起こりやすい。
【００５１】
　本実施形態においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を上記下地基板１から分離する
方法としては、図２（ｃ）および図２（ｄ）に示すようなエッチングによって化学的に分
離する方法が好ましい。すなわち、図２（ｃ）に示すように、フッ酸などの腐食性酸を用
いてＳｉＯ2、Ｓｉ3Ｎ4などのマスク層２をエッチングした後、図２（ｄ）に示すように
、ＫＯＨなどの強塩基を用いてＩＩＩ族窒化物半導体結晶において下地基板１に接する下
面１０ａをエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板１から
分離する。本実施形態においては、マスク層２がＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０における
下地基板側の表面の一部に入りこんだ形状となっているため、マスク層２をエッチングに
より除去することにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶において下地基板と接する下面１０
ａである窒素元素からなる原子面のエッチングが容易になる。
【００５２】
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　また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度、主面と
指数面とのオフ角に関しては、実施形態１と同様である。
【００５３】
　（実施形態３）
　本発明にかかるまた別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、図３を参照して、下
地基板１上に１以上のＩＩＩ族窒化物結晶１０を成長させる工程として、図３（ａ）に示
す下地基板１に１以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、図３（ｂ）に
示すマスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板の開口面１ａにＩＩＩ族窒化物半導体
結晶１０を成長させるとともに、マスク層２上に極性が反転したＩＩＩ族窒化物半導体極
性反転結晶３を成長させる工程とを含む。このような、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０お
よびＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶３の成長は、マスク層において開口部の間隔Ｐw

と開口部の開口幅Ｗwとの差が大きいとき、マスク層の材質としてＮｉまたはＴｉを使用
したときに起こりやすく、また結晶の成長温度が低く、原料ガス圧が高いときに起こりや
すい。
【００５４】
　ここで、極性が反転するとは、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶において、＜ｈｋｌｕ＞軸に
垂直な対向する２面である（ｈｋｌｕ）面と（－ｈ－ｋ－ｌ－ｕ）面とを構成する原子面
が反転することをいう（ここで、ｌ＝－ｈ－ｋである）。上記のように、下地基板上にＩ
ＩＩ族窒化物半導体結晶が成長する際には、通常、下地基板上から結晶の成長方向に、窒
素元素からなる原子層、ＩＩＩ族元素からなる原子層、窒素元素からなる原子層、ＩＩＩ
族元素からなる原子層・・・の順で結晶成長するため、図３（ｂ）を参照して、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶１０において下地基板１に接する下面１０ａは窒素元素からなる原子面
となり、上面１０ｂはＩＩＩ族元素からなる原子面となる。
【００５５】
　これに対して、ＳｉＯ2、Ｎｉ、Ｔｉなどのマスク層上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶が
成長する際には、マスク層上から結晶の成長方向に、ＩＩＩ族元素からなる原子層、窒素
元素からなる原子層、ＩＩＩ族元素からなる原子層、窒素元素からなる原子層・・・の順
で結晶成長するため、図３（ｂ）を参照して、ＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶におい
てマスク層２に接する下面３ａはＩＩＩ族元素からなる原子面となり、上面３ｂは窒素元
素からなる原子面となる。また、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶は、上記のように、ＩＩＩ族
元素からなる原子面の方からはエッチングされにくいが、窒素元素からなる原子面の方か
らはＫＯＨなどの強塩基によって容易にエッチングされる。
【００５６】
　したがって、本実施形態においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を上記下地基板１
から分離する工程としては、図３（ｃ）に示すように、マスク層２上に成長したＩＩＩ族
窒化物半導体極性反転結晶３を上面３ｂである窒素元素からなる原子面の方からＫＯＨな
どの強塩基を用いてエッチングした後、ＳｉＯ2、Ｎｉ、Ｔｉなどのマスク層２を、フッ
酸などの腐食性酸または硝酸、フッ酸、硫酸銅などからなる混酸を用いてエッチングする
。さらに、図３（ｄ）に示すように、ＫＯＨなどの強塩基を用いてＩＩＩ族窒化物半導体
結晶１０において下地基板１に接する下面１０ａをエッチングすることにより、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶１０を下地基板１から分離することができる。
【００５７】
　なお、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の下面の面積が大きくなって、上記エッチングが困難
となる場合は、図示はしないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶と下地基板との界面をレーザ
などで切断することにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を上記下地基板から分離すること
もできる。　
【００５８】
　また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度、主面と
指数面とのオフ角に関しては、実施形態１と同様である。
【００５９】
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　（実施形態４）
　本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、下地基板１上に１
個以上のＩＩＩ族窒化物結晶１０を成長させる工程として、図４を参照して、図４（ａ）
に示すように下地基板１上に２個以上の小開口部２ｓの群により形成される開口部２ａを
１個以上有するマスク層２を形成する工程と、図４（ｂ）に示すように少なくともこのマ
スク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物半導体結
晶１０を成長させる工程とを含む。
【００６０】
　開口部２ａの大きさが大きくなるほど成長するＩＩＩ族窒化物結晶にクラックが発生し
やすくなる傾向があるが、開口部２ａを小開口部２ｓの群により形成することにより、Ｉ
ＩＩ族窒化半導体結晶のクラック発生を抑制することができる。小開口部によるＩＩＩ族
窒化物半導体結晶のクラック抑制効果は、ＩＩＩ族窒化物結晶の幅（開口部の幅にほぼ等
しい）が２００μｍ以上で特に大きく、クラックを発生させずに幅が５００００μｍのＩ
ＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させることも可能となる。
【００６１】
　図５を参照して、マスク層２の開口部２ａは、２個以上の小開口部２ｓの群から形成さ
れている。小開口部２ｓの配列は特に制限はないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を均一に
成長させる観点から、均一に一定の間隔で、小開口部の中心が正三角形または正四角形の
頂点となるように配列されていることが好ましい。また、小開口部の幅ＷSは０．５μｍ
以上２００μｍ以下が好ましく、小開口部の間隔ＰSは１μｍ以上２５０μｍ以下が好ま
しい。小開口部の幅ＷSが０．５μｍ未満であると安価なフォトリソグラフィーが使用で
きなくなり製造コストが上がり、２００μｍを超えるとＩＩＩ族窒化物半導体結晶のクラ
ックを抑制する効果が低減する。小開口部の間隔ＰSが１μｍ未満であると安価なフォト
リソグラフィーが使用できなくなり製造コストが上がり、２５０μｍを超えるとＩＩＩ族
窒化物半導体結晶のクラックを抑制する効果が低減する。
【００６２】
　本実施形態においては、上記のように小開口部の幅ＷSおよび小開口部の間隔ＰSが小さ
いため、開口面１ａの領域内の小開口面１ｓ上のみならずマスク部２ｐ上にもＩＩＩ族窒
化物半導体結晶が成長する。また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長
速度、不純物濃度、主面と指数面とのオフ角に関しては、実施形態１と同様である。また
、本実施形態は、実施形態２、実施形態３の場合にも適用可能である。
【００６３】
　（実施形態５）
　本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法は、図６を参照して、
下地基板１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶１０を成長させる工程として、図６（ａ）
に示す下地基板１に１個以上の種結晶４を配置する工程と、図６（ｂ）に示す種結晶４を
核としてＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を成長させる工程とを含む。なお、種結晶は、特
に制限はないが、品質のよい結晶を得る点から、成長させようとするＩＩＩ族窒化物半導
体結晶と同種の結晶であることが好ましい。
【００６４】
　種結晶を配置する１つの方法（実施形態５ａ）として、下地基板１上に種結晶４をおい
た場合、種結晶を核として成長したＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０が下地基板１に固着す
ることが少なく、図６（ｃ）に示すように、少しの力を加えただけでＩＩＩ族窒化物半導
体結晶１０を下地基板１から分離することができる。なお、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１
０が下地基板１から外れにくい場合は、ＩＩＩ族窒化物結晶半導体結晶１０における下地
基板１に接する下面１０ａを、レーザなどにより切断することにより、またはＫＯＨなど
の強塩基によってエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板
１から分離することもできる。
【００６５】
　また、種結晶を配置する別の方法（実施形態５ｂ）として、図７（ａ）に示すように、
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下地基板１上に下地ＩＩＩ族窒化物結晶９を形成する工程、１個以上の開口部２ａを有す
るマスク層２（マスク部２ｐ）を形成する工程、図７（ｂ）に示すように、開口部２ａ下
に位置する下地ＩＩＩ族窒化物結晶９ａをエッチングする工程、図７（ｃ）に示すように
、マスク部２ｐを除去する工程を含み、残った下地ＩＩＩ族窒化物結晶を種結晶４として
、下地基板１上に配置するものである。
【００６６】
　実施形態５ｂにおいては、種結晶４として残った下地ＩＩＩ族窒化物結晶を核としてＩ
ＩＩ族窒化物半導体結晶１０を成長させて、成長させたＩＩＩ族窒化物結晶半導体結晶１
０における下地基板１の種結晶４に接する下面１０ａを、レーザなどにより切断すること
により、またはＫＯＨなどの強塩基によってエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物
半導体結晶１０を下地基板１から分離することができる。
【００６７】
　本実施形態（実施形態５ａおよび実施形態５ｂ）においては、下地基板と種結晶の密着
度が低い、もしくは接触面積が小さいことから、クラックを発生させることなく幅が５０
０００μｍのＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させることが可能となる。
【００６８】
　本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度に関しては、実
施形態１と同様である。ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の主面および主面と指数面とのオフ角
は、種結晶の主面および主面と指数面とのオフ角と密接な関係にある。すなわち、結晶系
が六方晶系の種結晶の場合は、通常、種結晶の主面の指数面と同一の指数面を主面とする
ＩＩＩ族窒化物結晶が成長しやすい。また、種結晶がそれ以外の場合は、下地基板の表面
の原子配列を模した面、たとえばＳｉ（１１１）面ならばＩＩＩ族窒化物結晶は（０００
１）面が成長しやすい。また、種結晶の主面とある指数面とのオフ角とＩＩＩ族窒化物結
晶の主面とその指数面とのオフ角はおおむね一致する。
【００６９】
　ここで、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶は、六方晶系または立方晶系に属するため、図８に
示すように、上記実施形態１～実施形態５において成長するＩＩＩ族窒化物半導体結晶１
０の形状は、下面１０ａおよび上面１０ｂが六角形状である六角平板状（図８（ａ））、
下面１０ａおよび上面１０ｂが四角形状である四角平板状（図８（ｂ））または下面１０
ａおよび上面１０ｂが三角形状である三角平板状（図８（ｃ））となりやすい。ここで、
四角平板には、四角形の形状が正方形、長方形、ひし形となるものが含まれる。また、図
８に示すように、上記六角平板、四角平板または三角平板の下面１０ａと側面１０ｓとの
なす角θは、結晶の成長条件により、３０°～９０°の角度をとり得る。特に、上記の角
θは、６０°および９０°付近の値をとることが多い。
【００７０】
　なお、図８に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の幅Ｗとは下面１０ａにおけ
る一つの辺と向かい合う辺または角との距離をいい、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の厚
さＴとは、下面１０ａと上面１０ｂとの距離をいう。
【００７１】
　（実施形態６）
　本発明にかかる一つのＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、図１を参照して、
図１（ａ）および図１（ｂ）に示すように、下地基板１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物半
導体結晶基板１１を成長させる工程と、図１（ｂ）に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる工程と、図１
（ｃ）または図１（ｄ）に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１およびＩＩＩ
族窒化物半導体結晶層１２から構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板１か
ら分離する工程を含み、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の厚さが１０μｍ以上６００μｍ
以下、幅が０．２ｍｍ以上５０ｍｍ以下であるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法
である。
【００７２】
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　本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法においては、図１を参照
して、ＩＩＩ族半導体結晶基板１１の主面（図１における下面１０に相当）の面積は、下
地基板１の主面１ｈの面積より小さくできる。これにより、大きな下地基板を用いても、
直接的かつ効率的に半導体デバイス程度の大きさのＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを製造
することができる。
【００７３】
　本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、詳しくは、下地基板
１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶基板１１を成長させる工程として、図１（ａ）に示
す下地基板１に１個以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、図１（ｂ）
に示すマスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物
半導体結晶基板１１を成長させる工程とを含む。ここで、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板
１１を成長させる方法および条件は、実施形態１におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０
を成長させる方法および条件と同様である。
【００７４】
　次に、図１（ｂ）に示すように、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１上に、１層以
上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる。このように既にチップ状のＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板１１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる
工程を設けることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１およびＩＩＩ族窒化物半導
体結晶層１２から構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の表面加工、さらにはその後
のチップ化の工程を省略することができる。ここで、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の
成長方法には、特に制限がなく、ＨＶＰＥ法、ＭＯＣＶＤ法、ＭＢＥ法などの各種気相成
長法が好ましく用いられ、結晶層表面の平坦性に優れる点からＭＯＣＶＤ法が特に好まし
く用いられる。
【００７５】
　ここで、図１（ｂ）に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１上に、１層以上
のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、たとえば、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層
２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａおよびＡｌ0.2Ｇ
ａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３であるｐ型ＧａＮ層を順次成長
させる。ここで、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１、発光層２２およびｐ型ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶層２３はいずれもＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の主面上、すなわ
ち、下地基板１の主面１ｈにほぼ平行な面上で成長させる。
【００７６】
　次に、図示はしないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の最上面（ｐ型ＩＩＩ族窒化
物半導体結晶層２３の上面に相当）にｐ側電極を形成した後、図１（ｃ）または図１（ｄ
）に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１とＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２
から構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板１から分離する。このＩＩＩ族
窒化物半導体結晶１０を下地基板１から分離する方法は、実施形態１と同様である。以上
のように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２および
ｐ側電極のいずれの主面も、下地基板１の主面１ｈとほぼ平行に積層されている。
【００７７】
　さらに、図示はしないが、下地基板１から分離したＩＩＩ族窒化物半導体１０の下面１
０ａ（ＩＩＩ族窒化物半導体基板１１の下面に相当）にｎ側電極を形成することによって
半導体デバイスが得られる。
【００７８】
　図８を参照して、上記ＩＩＩ族窒化物結晶１０の形状が、六角平板状、四角平板状また
は三角平板状の形状をとりやすく、この平板の側面１０ｓと下面１０ａとのなす角θが、
３０°以上９０°以下の角をとり得ることから、上記実施形態５において得られる半導体
デバイスの形状も、六角平板状、四角平板状または三角平板状の形状をとりやすく、この
平板の側面と下面とのなす角θも、３０°以上９０°以下の角をとり得る。したがって、
半導体デバイスの上面と下面の大きさは必ずしも一致しないが、半導体デバイスの幅に対
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して厚さが著しく小さいため、上面と下面との大きさの差は小さく、このまま半導体デバ
イスとして使用することが可能である。また、半導体デバイスの側面が下面および上面に
対して垂直になるように裁断することにより、上面と下面との大きさを一致させることも
可能である。なお、このことは、以下の実施形態７～実施形態１０における半導体デバイ
スについても同様である。
【００７９】
　本実施形態のＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度は、１０μｍ／ｈｒ以上３００
μｍ／ｈｒ以下であることが好ましい。ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度が、１
０μｍ／ｈｒ未満であると製造効率が低下し、３００μｍ／ｈｒを超えるとＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板に空孔などの欠陥が導入されやすくなりクラックが発生しやすくなる。
【００８０】
　また、本実施形態のＩＩＩ族窒化物結晶基板の不純物濃度は、５×１０19ｃｍ-3以下で
あることが好ましい。ＩＩＩ族窒化物結晶基板の不純物濃度は、５×１０19ｃｍ-3を超え
ると、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板に欠陥が導入されやすくなりクラックが発生しやす
くなる。
【００８１】
　また、本実施形態のＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と、（０００１）面、（１－１００
）面、（１１－２０）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、（１１－２１）面およ
び（１１－２２）面のうちのいずれかの面とのなすオフ角が、０°以上４°以下であるこ
とが好ましい。ここで、オフ角が０°とは、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と、（０００
１）面、（１－１００）面、（１１－２０）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、
（１１－２１）面および（１１－２２）面のうちのいずれかの面とが平行であることを意
味する。このオフ角が４°を超えると、ＩＩＩ族窒化物結晶基板に欠陥が導入されやすく
なりクラックが発生しやすくなる。
【００８２】
　ここで、結晶系が六方晶系の下地基板の場合は、通常、下地基板の主面の指数面と同一
の指数面を主面とするＩＩＩ族窒化物結晶基板が成長しやすい。また、下地基板がそれ以
外の場合は、下地基板の表面の原子配列を模した面、たとえばＳｉ（１１１）面ならばＩ
ＩＩ族窒化物結晶は（０００１）面が成長しやすい。また、下地基板の主面とある指数面
とのオフ角とＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面とその指数面とのオフ角はおおむね一致する
。
【００８３】
　（実施形態７）
　本発明にかかる別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、図２を参照して、下
地基板１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶基板１１を成長させる工程として、図２（ａ
）に示す下地基板１に１個以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、図２
（ｂ）に示すマスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板の開口面１ａおよび開口部２
ａを取り囲むマスク層の一部上面２ｂ上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１を成長させ
る工程とを含む。ここで、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１を成長させる方法および条
件は、実施形態２におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を成長させる方法および条件と
同様である。
【００８４】
　次に、図２（ｂ）に示すように、実施形態５と同様にして、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる。次いで、図示は
しないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の最上面にｐ側電極を形成する。次に、図２
（ｃ）および図２（ｄ）に示すように、実施形態２と同様にして、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２から構成されるＩＩＩ族窒化物半導
体結晶１０を上記下地基板１から分離する。さらに、図示はしないが、下地基板１から分
離したＩＩＩ族窒化物半導体１０の下面１０ａ（ＩＩＩ族窒化物半導体基板１１の下面に
相当）にｎ側電極を形成することによって半導体デバイスが得られる。
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【００８５】
　また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度、不純物濃度、主
面と指数面とのオフ角に関しては、実施形態６と同様である。
【００８６】
　（実施形態８）
　本発明にかかるまた別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、図３を参照して
、下地基板１上に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶基板１１を成長させる工程として、図３
（ａ）に示す下地基板１に１個以上の開口部２ａを有するマスク層２を形成する工程と、
図３（ｂ）に示すマスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板の開口面１ａにＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板１１を成長させるとともに、マスク層２上に極性が反転したＩＩＩ
族窒化物半導体極性反転結晶３を成長させる工程とを含む。ここで、ＩＩＩ族窒化物半導
体結晶基板１１を成長させる方法および条件は、実施形態３におけるＩＩＩ族窒化物半導
体結晶１０を成長させる方法および条件と同様である。
【００８７】
　次に、図３（ｂ）に示すように、実施形態５と同様にして、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる。次いで、図示は
しないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の最上面にｐ側電極を形成する。次に、図３
（ｃ）および図３（ｄ）に示すように、実施形態３と同様にして、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１とＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２から構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結
晶１０を上記下地基板１から分離する。さらに、図示はしないが、下地基板１から分離し
たＩＩＩ族窒化物半導体１０の下面１０ａ（ＩＩＩ族窒化物半導体基板１１の下面に相当
）にｎ側電極を形成することによって半導体デバイスが得られる。
【００８８】
　また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度、不純物濃度、主
面と指数面とのオフ角に関しては、実施形態６と同様である。
【００８９】
　（実施形態９）
　本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、下地基板１上
に１個以上のＩＩＩ族窒化物結晶基板１１を成長させる工程として、図４を参照して、図
４（ａ）に示すように下地基板１上に２個以上の小開口部２ｓの群により形成される開口
部２ａを１個以上有するマスク層２を形成する工程と、図４（ｂ）に示すように少なくと
もこのマスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物
半導体結晶基板１１を成長させる工程と、同じく図４（ｂ）に示すように、ＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板１１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる工程
とを含む。
【００９０】
　開口部２ａの大きさが大きくなるほど成長するＩＩＩ族窒化物結晶基板１１にクラック
が発生しやすくなる傾向があるが、開口部２ａを小開口部２ｓの群により形成することに
より、ＩＩＩ族窒化半導体結晶基板１１のクラック発生を抑制することができる。小開口
部によるＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板のクラック抑制効果は、ＩＩＩ族窒化物結晶基板
の幅（開口部の幅にほぼ等しい）が２００μｍ以上で特に大きく、クラックを発生させず
に幅が５００００μｍのＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を成長させることも可能となる。
【００９１】
　図５を参照して、マスク層２の開口部２ａは、２以上の小開口部２ｂの群から形成され
ている。小開口部２ｂの配列は特に制限はないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板を均一
に成長させる観点から、均一に一定の間隔で、開口部の中心が正三角形または正四角形の
頂点となるように配列されていることが好ましい。また、小開口部の幅ＷSは０．５μｍ
以上２００μｍ以下が好ましく、小開口部の間隔ＰSは１μｍ以上２５０μｍ以下が好ま
しい。小開口部の幅ＷSが０．５μｍ未満であると安価なフォトリソグラフィーが使用で
きなくなり製造コストが上がり、２００μｍを超えるとＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の
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クラックを抑制する効果が低減する。小開口部の間隔ＰSが１μｍ未満であると安価なフ
ォトリソグラフィーが使用できなくなり製造コストが上がり、２５０μｍを超えるとＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板のクラックを抑制する効果が低減する。
【００９２】
　本実施形態においては、上記のように小開口部の幅ＷSおよび小開口部の間隔ＰSが小さ
いため、開口面１ａの領域内の小開口面１ｓ上のみならずマスク部２ｐ上にもＩＩＩ族窒
化物半導体結晶基板が成長する。また、本実施形態におけるＩＩＩ族窒化物半導体結晶基
板の成長速度、不純物濃度、主面と指数面とのオフ角に関しては、実施形態６と同様であ
る。また、本実施例形態は、実施形態７、実施形態８の場合にも適用可能である。
【００９３】
　（実施形態１０）
　本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法は、図６を参照し
て、下地基板１上に１以上のＩＩＩ族窒化物結晶基板１１を成長させる工程として、図６
（ａ）に示す下地基板１に１以上の種結晶４を配置する工程と、図６（ｂ）に示す種結晶
４を核としてＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１を成長させる工程とを含む。ここで、種
結晶は、特に制限はないが、品質のよい結晶を得る点から、成長させようとするＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板と同種の結晶であることが好ましい。
【００９４】
　次に、図６（ｂ）に示すように、実施形態５と同様にして、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させる。次いで、図
示はしないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２の最上面にｐ側電極を形成する。
【００９５】
　次に、図６（ｃ）に示すように、実施形態５と同様にして、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶
基板１１およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２から構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結
晶１０を上記下地基板１から分離する。本実施形態において、実施形態５ａと同様に、下
地基板１上に種結晶２を置いた場合（実施形態１０ａ）には、種結晶４を核として成長し
たＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０が下地基板１に固着することが少なく、少しの力を加え
ただけでＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を下地基板１から分離することができる。
【００９６】
　また、種結晶を配置する別の方法（実施形態１０ｂ）として、図７（ａ）に示すように
、下地基板１上に下地ＩＩＩ族窒化物結晶９を形成する工程、１個以上の開口部２ａを有
するマスク層２（マスク部２ｐ）を形成する工程、図７（ｂ）に示すように、開口部２ａ
下に位置する下地ＩＩＩ族窒化物結晶９ａをエッチングする工程、図７（ｃ）に示すよう
に、マスク部２ｐを除去する工程を含み、残った下地ＩＩＩ族窒化物結晶を種結晶４とし
て、下地基板１上に配置するものである。
【００９７】
　実施形態１０ｂにおいては、種結晶４として残った下地ＩＩＩ族窒化物結晶を核として
ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１を成長させて、このＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１
１上に１層以上のＩＩＩ族窒化物結晶層１２を成長させてＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０
を形成し（図７（ｄ）を参照）、このＩＩＩ族窒化物結晶半導体結晶１０における下地基
板１の種結晶４に接する下面１０ａを、レーザなどにより切断することにより、またはＫ
ＯＨなどの強塩基によってエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を
下地基板１から分離することができる（図７（ｅ）を参照）。
【００９８】
　本実施形態（実施形態１０ａおよび実施形態１０ｂ）においては、下地基板と種結晶の
密着度が低い、もしくは接触面積が小さいことから、クラックを発生させることなく幅が
５００００μｍのＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させることが可能となる。
【００９９】
　さらに、図示はしないが、下地基板１から分離したＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下
面１０ａ（ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の下面に相当）にｎ側電極を形成すること
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によって半導体デバイスが得られる。
【０１００】
　上記実施形態６～実施形態１０においては、下地基板１からＩＩＩ族窒化物半導体結晶
１０を、レーザ照射またはエッチングによって分離する際に、分離面となるＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板１１の裏面（ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層が形成されていない面をいう
、以下同じ）（図１～図４および図６、図７において、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の
下面１０ａに相当）には、凹凸表面が形成される。この凹凸表面の存在により、光の取り
出し効率が向上する。また、この凹凸表面の表面粗さＲP-Vは、０．０１μｍ以上５０μ
ｍ以下であることが好ましい。ＲP-Vが０．０１μｍ未満であると光の取り出し効率の向
上効果が小さくなり、ＲP-Vが５０μｍを超えるとｎ側電極の形成が難しくなる。ここで
、凹凸表面の表面粗さＲP-Vとは、凹凸表面における凸部と凹部との高低差距離の最大値
をいう。なお、凹凸表面の表面粗さＲP-Vは、レーザ干渉計などを用いて測定することが
できる。
【０１０１】
　（実施形態１１）
　本発明にかかる一つの半導体デバイスは、図９を参照して、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶
１０を含むＩＩＩ族窒化物半導体デバイスであって、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０
はＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１とその上に成長させられた１層以上のＩＩＩ族窒化
物半導体結晶層１２とから構成されている。かかる構成を有するＩＩＩ族窒化物半導体デ
バイスは、従来よりも少ない工程で効率よく製造することができる。
【０１０２】
　上記半導体デバイスは、より具体的には、図９を参照して、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶
基板１１上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、ｎ型窒化物半導体結
晶層２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａおよびＡｌ0.

2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型窒化物半導体結晶層２３であるｐ型ＧａＮ層が順次形成され、
さらにＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下面（ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の下面
に相当）にｎ側電極５１、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の上面（ｐ型窒化物半導体結晶
層２３の上面に相当）にはｐ側電極が形成されたＬＥＤとして機能するＩＩＩ族窒化物半
導体デバイス９０であり、発光９８を発する。なお、発光層２２を、たとえばＧａＮ層と
Ｉｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層の２層構造を多層重ねたＭＱＷ(Multi-Quantum Well)構造としてもよ
い。
【０１０３】
　（実施形態１２）
　本発明にかかる別の半導体デバイスは、具体的には、図１０を参照して、ＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１
２として、ｉ型ＧａＮ層１２ａ、ｉ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１）１２ｂが順次形成
され、さらにｉ型ＡｌxＧａ1-xＮ層１２ｂの上面にソース電極５３、ゲート電極５４およ
びドレイン電極５５が形成されたＨＥＭＴ（High Electron Mobility Transistor；高電
子移動度トランジスタ）として機能する半導体デバイス１００である。
【０１０４】
　（実施形態１３）
　本発明にかかるさらに別の半導体デバイスは、具体的には、図１１を参照して、ＩＩＩ
族窒化物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結
晶層１２としてｎ-型ＧａＮ層が形成され、さらにＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の
下面にオーミック電極５６、ｎ-型ＧａＮ層の上面にショットキー電極５７が形成された
ショットキーダイオードとして機能する半導体デバイス１１０である。
【０１０５】
　（実施形態１４）
　本発明にかかるさらに別の半導体デバイスは、具体的には、図１２を参照して、ＩＩＩ
族窒化物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結
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晶層１２としてｎ-型ＧａＮ層１２ｃが形成され、このｎ-型ＧａＮ層１２ｃの一部領域に
ｐ型層１２ｄおよびｎ+型層１２ｅを形成し、さらにＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１
の下面にドレイン電極５５、ｎ-型ＧａＮ層の上面にゲート電極５４、ｎ+型層１２ｅの上
面にソース電極５３が形成された縦型ＭＩＳ（Metal Insulator Semiconductor；金属－
絶縁体－半導体）トランジスタとして機能する半導体デバイス１２０である。
【０１０６】
　（実施形態１５）
　本発明にかかる一つの発光機器は、図１３を参照して、上記の一つのＩＩＩ族窒化物半
導体デバイスを含む発光機器１３０であって、このＩＩＩ族窒化物半導体デバイスは、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１と、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の第１の主面１１ａ
の側に、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体層２１と、ＩＩＩ族窒化物半導体基板１１から見てｎ
型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１より遠くに位置するｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層
２３と、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１およびｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２
３の間に位置する発光層２２とを備え、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の比抵抗が０
．５Ω・ｃｍ以下であり、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３の側をダウン実装し、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の第１の主面と反対側の主面である第２の主面１１ｂか
ら光を放出することを特徴とする。
【０１０７】
　この構成では、電気抵抗の低い窒化物半導体基板の裏面（第２の主面１１ｂ）にｎ側電
極を設けるので、小さな被覆率すなわち大きな開口率でｎ側電極を設けても電流を窒化物
半導体基板全体にゆきわたらせて流すことができる。このため、放出面で光を吸収される
率が小さくなり、発光効率を高くすることができる。なお、光の放出は第２の主面だけで
なく側面からなされてもよいことは言うまでもない。以下の発光機器においても同様であ
る。
【０１０８】
　また、電気抵抗が高いｐ型窒化物半導体結晶層２３の側は光放出面にならないので、ｐ
型窒化物半導体結晶層２３の全面にｐ側電極５２を形成することができ、大電流を流し発
熱を抑える上でも、また発生した熱を伝導で逃がす上でも好都合の構造をとることが可能
となる。すなわち、熱的要件のために受ける制約が非常に緩和される。このため、電気抵
抗を低下させるために、ｐ側電極とｎ側電極とを入り組ませた櫛型形状などにする必要が
ない。
【０１０９】
　（実施形態１６）
　本発明にかかる別の発光機器は、図１３を参照して、上記の一つのＩＩＩ族窒化物半導
体デバイスを含む発光機器１３０であって、このＩＩＩ族窒化物半導体デバイスは、ＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板１１のＧａＮ基板と、ＧａＮ基板の第１の主面の側に、ｎ型Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶層２１であるｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１）と、ＧａＮ基
板から見てｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層より遠くに位置するｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２
３であるｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１）と、ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層およびｐ型Ａｌ

xＧａ1-xＮ層の間に位置する発光層２２とを備え、ＧａＮ基板の転位密度が、１０8／ｃ
ｍ2以下であり、ｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層の側をダウン実装し、ＧａＮ基板の前記第１の主
面と反対側の主面である第２の主面から光を放出することを特徴とする。
【０１１０】
　この構成によれば、上記本発明におけるＧａＮ基板は導電性を有することを前提とし、
電気抵抗を低減することは容易なので、上記の発光装置における作用効果に加えて、Ｇａ
Ｎ基板の転位密度が、１０8／ｃｍ2以下であるので結晶性が高いこと、および高い開口率
により第２の主表面からの光出力を高めることができる。また、側面からも光を放出する
。
【０１１１】
　さらに、ＧａＮ基板が導電性に優れることから、サージ電圧に対する保護回路をとくに
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設ける必要がなく、また耐圧性も非常に優れたものにできる。また、複雑な加工工程を行
なうことがないので、製造コストを低減することも容易化される。
【０１１２】
　本実施形態の発光機器において、ＩＩＩ族窒化物結晶基板であるＧａＮ基板は、Ｓｉ（
シリコン）および／またはＯ（酸素）ドープによりｎ型化されており、Ｏ原子濃度が、１
×１０17ｃｍ-3～５×１０19ｃｍ-3の範囲にあり、ＧａＮ基板の厚さが１００μｍ以上６
００μｍ以下であることが好ましい。基板のＳｉ原子および／またはＯ原子濃度は基板の
比抵抗と光透過率に大きな影響を与え、基板の厚さは基板の光透過率に大きな影響を与え
る。Ｓｉ原子および／またはＯ原子濃度が１×１０17ｃｍ-3未満であると光透過率は大き
いが比抵抗が大きくなり、５×１０19ｃｍ-3を超えると比抵抗は小さくなるが光透過率が
小さくなるため、結果的に発光効率が低下する。また、基板の厚さが１０μｍ未満である
と機械的強度が低下し、６００μｍを超えると光透過率が低下し発光効率が低下する。
【０１１３】
　さらに、発効効率を高める観点から、基板のＳｉ原子および／またはＯ原子濃度が５×
１０18ｃｍ-3以上２×１０19ｃｍ-3以下、基板の厚さが２００μｍ以上６００μｍ以下お
よび第２の主面の光を放出する矩形状の面の両方の幅が５０ｍｍ以下であること、基板の
Ｓｉ原子および／またはＯ原子濃度が３×１０18ｃｍ-3以上５×１０18ｃｍ-3以下、基板
の厚さが４００μｍ以上６００μｍ以下および第２の主面の光を放出する矩形状の面の両
方の幅が３ｍｍ以下であること、基板のＳｉ原子および／またはＯ原子濃度が５×１０18

ｃｍ-3以上５×１０19ｃｍ-3以下、基板の厚さが１００μｍ以上２００μｍ以下および第
２の主面の光を放出する矩形状の面の両方の幅が３ｍｍ以下であることがより好ましい。
【０１１４】
　また、本実施形態の発光機器において、上記ｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１）に接
してダウン側に位置するｐ型ＧａＮバッファ層と、そのｐ型ＧａＮバッファ層に接して位
置するｐ型ＩｎyＧａ1-yＮコンタクト層（０≦ｙ≦１）とを備えることが好ましい。ｐ型
ＧａＮバッファ層を備えることにより、ｐ型ＧａＮバッファ層でホール濃度を高めて発効
効率を高めることができ、ｐ型ＩｎyＧａ1-yＮコンタクト層を備えることにより、ｐ側電
極の接触抵抗を低減することができる。さらに、上記ｐ型ＩｎyＧａ1-yＮコンタクト層の
Ｍｇ原子濃度は１×１０18ｃｍ-3以上１×１０21ｃｍ-3以下であることが好ましい。Ｍｇ
原子濃度が１×１０18ｃｍ-3未満であると接触抵抗低減効果が小さくなり、１×１０21ｃ
ｍ-3を超えるとｐ型ＩｎyＧａ1-yＮコンタクト層の結晶性が悪くなり、接触抵抗低減効果
が小さくなる。また、上記ｐ型ＩｎyＧａ1-yＮコンタクト層に接するｐ側電極は、Ａｇ、
ＡｌおよびＲｈのいずれかから形成されることが好ましい。ｐ側電極をＡｇ、Ａｌおよび
Ｒｈのいずれかから形成することにより、搭載部、すなわち発光素子底部からの反射率を
大きくしてロスされる光を少なくでき、光出力を大きくできる。
【０１１５】
　（実施形態１７）
　本発明にかかる別の発光機器は、図１３を参照して、上記の一つのＩＩＩ族窒化物半導
体デバイスを含む発光機器１３０であって、このＩＩＩ族窒化物半導体デバイスは、ＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板１１であるＡｌＮ基板と、ＡｌＮ基板の第１の主面の側に、ｎ
型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１であるｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦x≦１）と、Ａｌ
Ｎ基板から見てｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層より遠くに位置するｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶
層２３であるｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１）と、ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層およびｐ型
ＡｌxＧａ1-xＮ層の間に位置する発光層とを備え、ＡｌＮ基板の熱伝導率が、１００Ｗ／
（ｍ・Ｋ）以上であり、ｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層の側をダウン実装し、ＡｌＮ基板の第１の
主面と反対側の主面である第２の主面から光を放出することを特徴とする。
【０１１６】
　ＡｌＮは非常に熱伝導率が高く、放熱性に優れているため、上記のｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ
層からリードフレームなどに熱を伝達して、発光機器における温度上昇を抑制することが
できる。また、上記ＡｌＮ基板からも熱を放散し、温度上昇の抑制に貢献することができ
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る。
【０１１７】
　本実施形態の発光機器は、ｐ型窒化物半導体結晶層に接してそのｐ型窒化物半導体結晶
層の表面にわたって離散的に配置される第１のｐ側電極と、その第１のｐ電極の間隙を充
填して、ｐ型窒化物半導体層と第１のｐ側電極とを被覆する、Ａｇ、ＡｌおよびＲｈのい
ずれかからなる第２のｐ側電極とを備えることが好ましい。このような第１および第２の
ｐ側電極を備えることにより、ｐ電極に導入された電流を面内にわたって充分広げた上で
反射率を高めて光出力を向上できる。さらに、上記第１のｐ電極のｐ型窒化物半導体層の
表面における被覆率は１０％以上４０％以下であることが好ましい。第１のｐ電極のｐ型
窒化物半導体層の表面における被覆率が１０％未満であると電流をエピタキシャル層全面
にわたってむらなく広げることができなくなり、４０％を超えると離散的に配置されたｐ
側電極による光取り出し効率に対する悪影響を無視できなくなる。
【０１１８】
　なお、全ての実施形態において、下地基板１として有効な結晶は、欠陥密度を小さくす
る観点からデバイスを構成する結晶層と結晶構造ならびに格子定数が同一なもの、たとえ
ば、下地基板１としてＧａＮ結晶を用いて、ＩＩＩ族窒化物結晶１１としてＧａＮ結晶を
、ＩＩＩ族窒化物半導体層１２としてＧａＮ層を積層するものが最も好ましい。次に、結
晶構造が同一かつ、格子定数が近いもの、たとえば、下地基板１としてＡｌＮ結晶または
ＳｉＣ結晶を用いてＩ、ＩＩ族窒化物結晶１１としてＧａＮ結晶を、ＩＩＩ族窒化物半導
体層１２としてＧａＮ層を積層するが好ましい。
【実施例】
【０１１９】
　以下、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法に基づいて作製された半導
体デバイスを実施例として、従来のＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法に基づいて作製
された半導体デバイスを比較例として具体的に説明する。
【０１２０】
　（比較例１）
　図１４を参照して、図１４（ａ）に示すように、下地基板１として３０ｍｍ×３０ｍｍ
×厚さ４００μｍのサファイア基板上に、マスク層２としてスパッタ法により厚さ５０ｎ
ｍのＳｉＯ2層を形成（第１工程）した後、フォトリソグラフィー法により開口部幅４μ
ｍの四角形状の開口部を８μｍ間隔で設けた（第２工程）。
【０１２１】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、下地基板１およびマスク層２上に、ＨＶＰＥ法によ
り、ＧａＣｌガス流量３５ｓｃｃｍ（１ｓｃｃｍとは、標準状態（１０１３ｈＰａ、０℃
）のガスが１分間に１ｃｍ3流れる流量を示す、以下同じ）、ＮＨ3ガス流量６０００ｓｃ
ｃｍ、成長温度１０５０℃で、成長時間１５時間の条件で、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基
板１１となる厚さ１３００μｍのＧａＮ結晶を成長させた（第３工程）。その後、図１４
（ｃ）に示すように、下地基板１であるサファイア基板を研削により除去した（第４工程
）後、上記ＧａＮ結晶を内周刃によりスライスして（第５工程）、厚さ５５０μｍのＧａ
Ｎ基板を２枚得た。
【０１２２】
　さらに、このＧａＮ基板を研削・研磨盤の結晶ホルダに取り付ける工程（第６工程）、
ＧａＮ基板のＧａ面（Ｇａ原子からなる原子面）側を研削する工程（第７工程）、ＧａＮ
基板を結晶ホルダから取り外し、その表裏を逆にして結晶ホルダに取り付ける工程（第８
工程）、ＧａＮ基板のＮ面（Ｎ原子からなる原子面）側を研削する工程（第９工程）、Ｇ
ａＮ基板のＮ面側を研磨する工程（第１０工程）、ＧａＮ基板を結晶ホルダから取り外し
、その表裏を逆にして結晶ホルダに取り付ける工程（第１１工程）、続いてＧａ面側を研
磨する工程（第１２工程）、ＧａＮ基板を結晶ホルダから取り外す工程（第１３工程）、
ＧａＮ基板を洗浄する工程（第１４工程）を経て、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１と
して厚さ４００μｍのＧａＮ基板を得た。
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【０１２３】
　次に、図１４（ｄ）に示すように、上記の厚さ４００μｍのＧａＮ基板（ＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板１１）上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結
晶層１２として、厚さ５μｍのｎ型ＧａＮ層２１、厚さ３ｎｍのＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２
、厚さ６０ｎｍのＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２３、厚さ１５０ｎｍのｐ型ＧａＮ層２４を順次成
長させた（第１５工程）。さらに、各チップに分離したときにＧａＮ基板の下面の中央部
になる位置に直径８０μｍ×厚さ１００ｎｍのｎ側電極５１を形成し（第１６工程）、ｐ
型ＧａＮ層２４の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電極５２を形成した（第１７工程）。次い
で、図１４（ｅ）に示すように、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を４００μｍ×４０
０μｍの各チップに分離して（第１８工程）、ＩＩＩ族窒化物半導体デバイス５０である
ＬＥＤを形成した。このように、従来の製造方法においては、このＬＥＤを製造するため
に１８の製造工程を要した。このＬＥＤにおけるＧａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さ
ＲP-Vをレーザ干渉計で測定したところ、０．００４μｍであった。このＬＥＤは、ピー
ク波長が４５０ｎｍの発光スペクトルを有していた。このピーク波長における発光スペク
トルの強度を主面の面積で割った強度、すなわち、単位面積当たりの強度を１．０として
、以下の実施例におけるＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面
積当たりの強度を相対強度として評価した。ここで、ＬＥＤの発光スペクトルの測定は分
光光度計を用いて行なった。結果を表１にまとめた。
【０１２４】
　（実施例１）
　本実施例は、上記実施形態６に対応する実施例である。図１を参照して、図１（ａ）に
示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのサファイア基板上に、マスク層２として
スパッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＮ層を形成（第１工程）した後、フォトリソグラフ
ィー法により、開口部間隔Ｐwが４１０μｍとなるように開口部幅Ｗwが４００μｍの四角
形状の開口部を設けた（第２工程）。
【０１２５】
　次に、図１（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１００ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が２０分（０
．３３時間）の条件で結晶を成長させたところ（第３工程）、下地基板１の開口面１ａ上
のみに、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として４００μｍ×４００μｍ×厚さ２５μ
ｍのＧａＮ基板が得られた。続いて、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結
晶基板１１上に、比較例１と同様に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として
、ｎ型窒化物半導体結晶層２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ
層２２ａおよびＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型窒化物半導体結晶層２３であるｐ型Ｇａ
Ｎ層を順次成長させた（第４工程）。
【０１２６】
　次に、図示はしないが、ｐ型窒化物半導体結晶層２３の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電
極を形成した（第５工程）後、図１（ｃ）に示すように、エキシマレーザ（波長２５０ｎ
ｍ）をＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０と下地基板１との界面に照射して、ＩＩＩ族窒化物
半導体結晶１０と下地基板１とを分離した（第６工程）。さらに、図示はしないが、ＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶１０におけるＧａＮ基板の下面の中央部に直径８０μｍ×厚さ１０
０ｎｍのｎ側電極を形成して（第７工程）、本実施例のＬＥＤを得た。本ＬＥＤにおける
ＧａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは０．０３５μｍであった。比較例１のＬ
ＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０と
するとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度
は１．１であった。結果を表１にまとめた。
【０１２７】
　（実施例２）
　本実施例は、上記実施形態６に対応する実施例であり、実施例１よりも大きいＬＥＤに
関する実施例である。すなわち、マスク層における開口部を、開口部間隔Ｐwが３０１０



(20) JP 5194334 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

μｍ、開口部幅Ｗwが３０００μｍとなるように形成し、下地基板の開口面上に３０００
μｍ×３０００μｍ×厚さ２５μｍのＧａＮ基板を得た他は、実施例１と同様の工程でＬ
ＥＤを作製した。したがって、全工程数は、実施例１と同様に７である。本ＬＥＤにおけ
るＧａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは０．０４８μｍであった。比較例１の
ＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０
とするとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強
度は１．１であった。結果を表１にまとめた。
【０１２８】
　（実施例３）
　本実施例は、上記実施形態７に対応する実施例である。図２を参照して、図２（ａ）に
示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板上に、マスク層２としてスパ
ッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成（第１工程）した後、フォトリソグラフィ
ー法により、開口部間隔Ｐwが４００μｍとなるように開口部幅Ｗwが１００μｍの四角形
状の開口部を設けた（第２工程）。
【０１２９】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１３０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が５０分間（
０．８３時間）の条件で結晶を成長させたところ（第３工程）、マスク層２の開口部２ａ
下に位置する下地基板１の開口面１ａ上および開口部２ａを取り囲むマスク層の一部上面
２ｂ上に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として３００μｍ×３００μｍ×厚さ８５
μｍのＧａＮ基板が得られた。続いて、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に、実施例１と同様に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２とし
て、ｎ型窒化物半導体結晶層２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8

Ｎ層２２ａおよびＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型窒化物半導体結晶層２３であるｐ型Ｇ
ａＮ層を順次成長させた（第４工程）。
【０１３０】
　次に、図示はしないが、ｐ型窒化物半導体結晶層２３の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電
極を形成した（第５工程）後、図１（ｃ）に示すように、フッ酸水溶液（フッ酸：１質量
％）に浸漬してマスク層２をエッチングにより除去した（第６工程）後、ＫＯＨ水溶液（
ＫＯＨ：５質量％）に浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下地基板１に接する下面
１０ａ（窒素元素からなる原子面）をエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶１０と下地基板１とを分離した（第７工程）。さらに、図示はしないが、ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶１０におけるＧａＮ基板の下面の中央部に直径８０μｍ×厚さ１００ｎｍ
のｎ側電極を形成して（第８工程）、本実施例のＬＥＤを得た。本ＬＥＤにおけるＧａＮ
基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは１．５μｍであった。比較例１のＬＥＤのピー
ク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０とするとき、
本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度は１．１で
あった。結果を表１にまとめた。
【０１３１】
　（実施例４）
　本実施例は、上記実施形態８に対応する実施例である。図３を参照して、図３（ａ）に
示すように、下地基板１として厚さ３５０μｍのサファイア基板上に、マスク層２として
スパッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成（第１工程）した後、フォトリソグラ
フィー法により、開口部間隔Ｐwが４０００μｍとなるように開口部幅Ｗwが３０００μｍ
の四角形状の開口部を設けた（第２工程）。
【０１３２】
　次に、図３（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１１０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が９８０℃、成長時間が５時間の条件
で結晶を成長させたところ（第３工程）、下地基板１の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物半
導体結晶基板１１として３０００μｍ×３０００μｍ×厚さ４００μｍのＧａＮ基板が得
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られ、マスク層２上にＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶３として極性反転ＧａＮ層が得
られた。続いて、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１上に、実
施例１と同様に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、ｎ型窒化物半導体
結晶層２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａおよびＡｌ

0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型窒化物半導体結晶層２３であるｐ型ＧａＮ層を順次成長させ
た（第４工程）。
【０１３３】
　次に、図示はしないが、ｐ型窒化物半導体結晶層２３の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電
極を形成した（第５工程）後、図１（ｃ）に示すように、ＫＯＨ水溶液（ＫＯＨ：５質量
％）に浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶層３を上面３ｂである窒素元素からな
る原子面の方からエッチングにより除去した（第６工程）後、フッ酸水溶液（フッ酸：１
質量％）に浸漬してマスク層２をエッチングにより除去した（第７工程）後、ＫＯＨ水溶
液（ＫＯＨ：５質量％）に浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下地基板１に接する
下面１０ａ（窒素元素からなる原子面）をエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶１０と下地基板１とを分離した（第８工程）。さらに、図示はしないが、ＩＩＩ
族窒化物半導体結晶１０におけるＧａＮ基板の下面の中央部に直径８０μｍ×厚さ１００
ｎｍのｎ側電極を形成して（第９工程）、本実施例のＬＥＤを得た。本ＬＥＤにおけるＧ
ａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは１５μｍであった。比較例１のＬＥＤのピ
ーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０とするとき
、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度は１．２
であった。結果を表１にまとめた。
【０１３４】
　（実施例５）
　本実施例は、上記実施形態６に対応する実施例であり、下地基板として厚さ３００μｍ
のＳｉ基板を用いたこと、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の成長において、ＨＶＰＥ
法により、ＡｌＣｌ3ガス流量が１５０ｓｃｃｍ、ＮＨ3ガス流量が７０００ｓｃｃｍ、成
長温度が１０５０℃、成長時間が３０分間（０．５時間）の条件で結晶を成長させて、４
００μｍ×４００μｍ×厚さ１５μｍのＡｌＮ基板を得たこと、ＩＩＩ族窒化物半導体結
晶と下地基板との分離を、下地基板であるＳｉ基板をフッ酸－硝酸水溶液（フッ酸：１質
量％、硝酸：１質量％）でエッチングにより除去することにより行なったこと以外は、実
施例１と同様にＬＥＤを作製した。したがって、本実施例におけるＬＥＤ製作の全工程数
は７であった。本ＬＥＤにおけるＡｌＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは０．０
２１μｍであった。比較例１のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの
単位面積当たりの強度を１．０とするとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍに
おける発光スペクトルの相対強度は１．２であった。結果を表１にまとめた。
【０１３５】
　（実施例６）
　本実施例は、上記実施形態６に対応する実施例であり、下地基板として厚さ３００μｍ
のＡｌＮ基板を用いたこと、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の成長において、ＨＶＰ
Ｅ法により、ＩｎＣｌ3ガス流量が２０ｓｃｃｍ、ＧａＣｌガス流量が７０ｓｃｃｍ、Ｎ
Ｈ3ガス流量が７５００ｓｃｃｍ、成長温度が８８０℃、成長時間が１時間の条件で結晶
を成長させて、４００μｍ×４００μｍ×厚さ１５μｍのＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ基板を得たこ
と以外は、実施例１と同様にＬＥＤを作製した。したがって、本実施例におけるＬＥＤ製
作の全工程数は７であった。本ＬＥＤにおけるＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ基板の裏面の凹凸表面の
表面粗さＲP-Vは０．３３μｍであった。比較例１のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにお
ける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０とするとき、本実施例のＬＥＤのピ
ーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度は１．０であった。結果を表１に
まとめた。
【０１３６】
　（実施例７）



(22) JP 5194334 B2 2013.5.8

10

　本実施例は、上記実施形態７に対応する実施例であり、下地基板として厚さ３００μｍ
のＳｉＣ基板を用いたこと、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１の成長において、ＨＶＰ
Ｅ法により、ＡｌＣｌ3ガス流量が６０ｓｃｃｍ、ＧａＣｌガス流量が７０ｓｃｃｍ、Ｎ
Ｈ3ガス分圧が８０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が１．５時間の条件
で結晶を成長させて、３００μｍ×３００μｍ×厚さ８５μｍのＡｌ0.4Ｇａ0.6Ｎ基板を
得たこと以外は、実施例３と同様にＬＥＤを作製した。したがって、本実施例におけるＬ
ＥＤ製作の全工程数は８であった。本ＬＥＤにおけるＡｌ0.4Ｇａ0.6Ｎ基板の裏面の凹凸
表面の表面粗さＲP-Vは３．１μｍであった。比較例１のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍ
における発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０とするとき、本実施例のＬＥＤ
のピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度は１．３であった。結果を表
１にまとめた。
【０１３７】
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【表１】

【０１３８】
　（実施例８）
　本実施例は、上記実施形態１０ａに対応する実施例である。すなわち、図６を参照して
、図６（ａ）に示すように、下地基板１である厚さ３００μｍのサファイア基板１上に、
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１工程）。次に、図６（ｂ）に示すように、このＡｌＮ微結晶を核として、ＨＶＰＥ法に
より、ＡｌＣｌ3ガス流量が９０ｓｃｃｍ、ＮＨ3ガス流量が８０００ｓｃｃｍ、成長温度
が１０５０℃、成長時間が７時間の条件で結晶を成長させたところ（第３工程）、ＩＩＩ
族窒化物半導体結晶基板１１として１０００μｍ×１０００μｍ×厚さ４００μｍのＡｌ
Ｎ基板が得られた。続いて、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１
１上に、実施例１と同様に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、ｎ型窒
化物半導体結晶層２１であるｎ型ＧａＮ層、発光層２２であるＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａ
およびＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型窒化物半導体結晶層２３であるｐ型ＧａＮ層を順
次成長させた（第４工程）。
【０１３９】
　次に、図示はしないが、ｐ型窒化物半導体結晶層２３の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電
極を形成した（第５工程）後、図６（ｃ）に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０
に少しの力を加えて、下地基板１からＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０を分離した（第６工
程）。さらに、図示はしないが、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０におけるＧａＮ基板の下
面の中央部に直径８０μｍ×厚さ１００ｎｍのｎ側電極を形成して（第７工程）、本実施
例のＬＥＤを得た。本ＬＥＤにおけるＡｌＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは０
．０１４μｍであった。比較例１のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクト
ルの単位面積当たりの強度を１．０とするとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎ
ｍにおける発光スペクトルの相対強度は１．０であった。結果を表２にまとめた。
【０１４０】
　（実施例９）
　本実施例は、上記実施形態１０ａに対応する実施例であり、下地基板として厚さ３００
μｍのＳｉ基板を用いたこと、種結晶として８０μｍ×８０μｍ×厚さ５０μｍ程度のＧ
ａＮ微結晶を設置したこと、このＧａＮ微結晶を核としてＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガ
ス流量が８０ｓｃｃｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成
長時間が５時間の条件で結晶を成長させてＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として７０
０μｍ×７００μｍ×厚さ３００μｍのＡｌＮ基板を得たこと以外は、実施例８と同様に
ＬＥＤを作製した。したがって、本実施例におけるＬＥＤ製作の全工程数は７であった。
本ＬＥＤにおけるＧａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは０．０１８μｍであっ
た。比較例１のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たり
の強度を１．０とするとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペ
クトルの相対強度は１．０であった。結果を表２にまとめた。
【０１４１】
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【表２】

【０１４２】
　表１および表２より明らかなように、ＬＥＤの発光特性を損なうことなく、ＬＥＤの従
来の製造方法における１１の工程を、本発明にかかる製造方法においては、実施形態６お
よび実施形態１０の場合では７の工程に、実施形態７の場合では８の工程に、実施形態８
の場合では９の工程に、それぞれ工程数を少なくすることにより、ＬＥＤのより効率的な
製造が可能となった。
【０１４３】
　（実施例９－２）
　本実施例は、上記実施形態１０ｂに対応する実施例であり、図７（ａ）に示すように、
直径５．０８ｃｍ（２インチ）の（０００１）サファイア基板上に、下地ＩＩＩ族窒化物
結晶９であるＧａＮ結晶をＨＶＰＥ法を用いて１０μｍ成長させた後（第１工程）、マス
ク層としてスパッタ法を用いて厚さ５０μｍのＳｉＯ2層を形成し、マスク部幅ＷMが１５
００μｍ、マスク部間隔ＰMが３０００umとなるようにマスク部２ｐを作製（第２工程）
した。
【０１４４】
　次に、図７（ｂ）に示すように、リン酸＋硫酸の混酸液中２５０℃でエッチングを行い
、開口部２ａ下に位置するＧａＮ結晶（下地ＩＩＩ族窒化物結晶９ａ）を除去（第３工程
）した。次いで、図７（ｃ）に示すように、フッ酸中でＳｉＯ2部２ｐの除去（第４工程
）を行ない、残った下地ＩＩＩ族窒化物結晶であるＧａＮ結晶を種結晶４としてサファイ
ア基板上に配置した。
【０１４５】
　次に、このＧａＮ結晶（種結晶４）を核として、実施例９と同様にして、ＨＶＰＥ法を
用いてＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１である２０００μｍ×２０００μｍ×厚さ２０
０μｍのＧａＮ結晶基板を成長させた（第５工程）後、このＧａＮ結晶基板上にＭＯＣＶ
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Ｄを用いてＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２を成長させ（第６工程）、ｐ側電極を形成（
第７工程）した後、実施例１と同様にレーザを用いてＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０と種
結晶４とを分離（第８工程）した後、ｎ側電極を形成（第９工程）して、ＬＥＤを得た。
したがって、本実施例におけるＬＥＤ製作の全工程数は９であった。本ＬＥＤにおけるＧ
ａＮ基板の裏面の凹凸表面の表面粗さＲP-Vは、０．０６３μｍであった。比較例１のＬ
ＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの単位面積当たりの強度を１．０と
するとき、本実施例のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度
は１．２であった。
【０１４６】
　本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の製造方法によると、直接半導体デバイス程
度の大きさのＩＩＩ族窒化物半導体結晶を作製することができるため、従来の半導体デバ
イスの製造の際に必要であったＩＩＩ族窒化物半導体結晶のスライス、研磨およびチップ
化の各工程を不要とし、さらに効率の高いＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造が可能と
なった。
【０１４７】
　さらに、以下の実施例１０～実施例４５および比較例２により、本発明にかかるＩＩＩ
族窒化物半導体デバイスの製造方法において、より好ましい製造条件について検討する。
なお、実施例１０～実施例３８、実施例４２～実施例４５はいずれも上記実施形態６に対
応するものである。実施例３９～実施例４１はいずれも上記実施形態９に対応するもので
ある。
【０１４８】
　（実施例１０）
　図１を参照して、下地基板１として直径５．０８ｃｍ×厚さ４００μｍのサファイア基
板上に、実施例１と同様の方法で、マスク層として厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成し、
開口部間隔ＰWが２６０μｍで開口部幅ＷWが２３０μｍである開口部を設けた。次に、Ｈ
ＶＰＥ法により表３に示す条件でサファイア基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶
基板としてクラックを発生させることなくＧａＮ基板を成長させた。次に、実施例１と同
様にして、このＧａＮ基板上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体
結晶層１２として、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１である厚さ５μｍのｎ型ＧａＮ
層、発光層２２である厚さ３ｎｍのＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａおよび厚さ６０ｎｍのＡｌ

0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ｂ、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３である厚さ１５０ｎｍのｐ
型ＧａＮ層を順次成長させた。次に、実施例１と同様にして、ｐ側電極の形成、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶と下地基板との分離、ｎ側電極の形成を行い、ＬＥＤを得た。このＬＥ
Ｄのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表３に
まとめた。
【０１４９】
　ここで、本実施例においては、表３に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１
について、結晶成長速度は８μｍ／ｈｒ、不純物濃度はＳｉが６×１０19ｃｍ-3、主面の
面方位は（０００１）、基板の主面と（０００１）面とのオフ角は８°であった。結果を
表３にまとめた。
【０１５０】
　（比較例２）
　本比較例は、下地基板上に下地層として厚さ２μｍのＧａＮ層を形成した後、実施例１
０と同様の方法で、マスク層として厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成し、開口部間隔ＰWが
２６０μｍで開口部幅ＷWが２３０μｍである開口部を設けた。その後、原料ガス流量は
ＧａＣｌを８０ｓｃｃｍ、ＮＨ3を６０００ｓｃｃｍとし、結晶成長時間を１．３３時間
、結晶成長速度を６０μｍ／ｈｒ、不純物濃度をＳｉが４×１０18ｃｍ-3とした以外は、
実施例１０と同様にして、ＩＩＩ族窒化物結晶基板たるＧａＮ基板を成長させた。このＧ
ａＮ基板にはクラックが発生し、このＧａＮ基板上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶層を成長
させることはできず、ＬＥＤが得られなかった。結果を表３にまとめた。
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【０１５１】
【表３】

【０１５２】
　比較例２における下地層は、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長および下地基板との分離
を容易にするためのものであるが、この下地層にマスク層を形成する際に下地層に欠陥が
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導入され、下地層上に形成される結晶にクラックが発生するものと考えられる。したがっ
て、実施例１０に示すように、下地基板の開口面上に直接ＩＩＩ族窒化物結晶を成長させ
ることによりクラックの発生を抑制することができる。
【０１５３】
　（実施例１１～実施例１４）
　実施例１１～実施例１４では、マスク層の開口部の間隔および幅、原料ガスであるＧａ
Ｃｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長時間および成長速度をそれぞれ表４に
示すものとした以外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤの
ピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表４にまと
めた。実施例１１～実施例１４においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度に
着目した。
【０１５４】
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【表４】

【０１５５】
　表３の実施例１０と表４の実施例１１～実施例１４とを対比すると明らかなように、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度を１０μｍ／ｈｒ以上３００μｍ／ｈｒ以下とす
ることにより、クラックを発生させることなく幅が２０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物
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半導体結晶基板が得られた。特に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度を３０μｍ
／ｈｒ以上２５０μｍ／ｈｒ以下とすることにより、実施例１４のようにクラックを発生
させることなく幅が４０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１５６】
　（実施例１５～実施例１８）
　実施例１５～実施例１８では、マスク層の開口部の間隔および幅、不純物の濃度をそれ
ぞれ表５に示すものとした以外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これら
のＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を
表５にまとめた。実施例１５～実施例１８においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の
不純物濃度に着目した。
【０１５７】
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【表５】

【０１５８】
　表３の実施例１０と表５の実施例１５～実施例１８とを対比すると明らかなように、Ｉ
ＩＩ族窒化物結晶基板の不純物濃度を５×１０19ｃｍ-3以下することにより、クラックを
発生させることなく幅が２０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた
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。特に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の不純物濃度を９×１０18ｃｍ-3以下とすること
により、実施例１８のようにクラックを発生させることなく幅が４０００μｍの大きなＩ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１５９】
　（実施例１９～実施例２２）
　実施例１９～実施例２２では、マスク層の開口部の間隔および幅、下地基板の主面と（
０００１）面とのオフ角をそれぞれ表６に示すものとした以外は、実施例１０と同様にし
て、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトル
の相対強度を評価した。結果を表６にまとめた。実施例１９～実施例２２においては、Ｉ
ＩＩ族窒化物半導体結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角に着目した。
【０１６０】
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【表６】

【０１６１】
　表３の実施例１０と表６の実施例１９～実施例２２とを対比すると明らかなように、Ｉ
ＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角を０°以上４°以下とすること
により、クラックを発生させることなく幅が２０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体
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結晶基板が得られた。特に、上記オフ角を３°以下とすることにより、実施例２２のよう
にクラックを発生させることなく幅が４０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基
板が得られた。
【０１６２】
　（実施例２３～実施例２５）
　実施例２３～実施例２５では、マスク層の開口部の間隔および幅、原料ガスであるＧａ
Ｃｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長時間および成長速度、不純物の濃度、
下地基板の主面と（０００１）面とのオフ角をそれぞれ表７に示すものとした以外は、実
施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにお
ける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表７にまとめた。実施例２３～実施例
２５においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度およびＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角のうち少なくとも２条件の組み合わ
せに着目した。
【０１６３】
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【表７】

【０１６４】
　表７から明らかなように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度が１０μｍ／ｈｒ
以上３００μｍ以下、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の不純物濃度が５×１０19ｃｍ-3以
下、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角が０°以上４°以下の少
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なくともいずれか２つの条件を組み合わせることにより、クラックを発生させることなく
幅が１５０００μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１６５】
　（実施例２６～実施例２９）
　実施例２６～実施例２９では、マスク層の開口部の間隔および幅、原料ガスであるＧａ
Ｃｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長時間および成長速度、不純物の濃度、
下地基板の主面と（０００１）面とのオフ角をそれぞれ表８に示すものとした以外は、実
施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにお
ける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表８にまとめた。実施例２６～実施例
２９においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度およびＩＩＩ族窒化
物半導体結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角の３つの条件の組み合わせに着目し
た。
【０１６６】
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【表８】

【０１６７】
　表８から明らかなように、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度が１０μｍ／ｈｒ
以上３００μｍ以下、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の不純物濃度が５×１０19ｃｍ-3以
下、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角が０°以上４°以下の３
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つの条件を組み合わせることにより、クラックを発生させることなく幅が２５０００μｍ
の大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１６８】
　（実施例３０、実施例３１）
　実施例３０、実施例３１では、下地基板として直径が１０．０８ｃｍのシリコン基板（
主面の面方位は（１１１））を用いたこと、マスク層の開口部の間隔および幅、原料ガス
であるＧａＣｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長時間および成長速度、不純
物の濃度、下地基板の主面と（１１１）面とのオフ角をそれぞれ表９に示すものとした以
外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０
ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表９にまとめた。実施例３０
、実施例３１においても、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶の成長速度、不純物濃度およびＩＩ
Ｉ族窒化物半導体結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角の３つの条件の組み合わせ
に着目した。
【０１６９】
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【表９】

【０１７０】
　表９から明らかなように、下地基板としてＳｉ基板を用い、さらにＩＩＩ族窒化物半導
体結晶基板の成長速度が１０μｍ／ｈｒ以上３００μｍ以下、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶
基板の不純物濃度が５×１０19ｃｍ-3以下、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１
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）面とのオフ角が０°以上４°以下の３つの条件を組み合わせることにより、直径が１０
．０６ｃｍの大きな下地基板を用いてもクラックを発生させることなく幅が２５０００μ
ｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１７１】
　なお、実施例１０～実施例３１において、主面の面方位が（０００１）であるＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板上に成長させられたＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の主面の面方位は
（０００１）であった。また、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の主面と（０００１）面と
のオフ角と、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の主面と（０００１）面とのオフ角は一致した
。
【０１７２】
　（実施例３２）
　実施例３２では、下地基板として１５ｍｍ×１５ｍｍ×厚さ４００μｍのＧａＮ下地基
板（主面の面方位が（１－１００））を用いたこと、マスク層の開口部の間隔および幅、
原料ガスであるＧａＣｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長時間および成長速
度、不純物の種類および濃度、下地基板の主面と（１－１００）面とのオフ角をそれぞれ
表１０に示すものとしたこと、へき開によりＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板と下地基板と
を分離したこと以外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。このＬＥＤのピー
ク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表１０にまとめ
た。実施例３２においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の面方位に着目した。結果を
表１０にまとめた。
【０１７３】
　（実施例３３）
　実施例３３では、下地基板として１５ｍｍ×１５ｍｍ×厚さ４００μｍのＧａＮ下地基
板（主面の面方位が（１１－２０））を用いたこと、マスク層の開口部の間隔および幅、
原料ガスであるＧａＣｌの流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長温度、成長時間お
よび成長速度、不純物の種類および濃度、下地基板の主面と（１１－２０）面とのオフ角
をそれぞれ表９に示すものとしたこと、マスク層の開口部を形成した後ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶基板を成長させる前にＩＩＩ族窒化物半導体結晶層である分離層として厚さ３μ
ｍのＩｎ0.8Ｇａ0.2Ｎ層を形成したこと以外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製
した。このＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した
。結果を表１０にまとめた。
【０１７４】
　ここで、分離層は、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶と下地基板とを分離する際の分離箇所と
なる層を意味する。下地基板およびＩＩＩ族窒化物結晶のバンドギャップエネルギーより
バンドギャップエネルギーが小さい分離層を形成し、レーザを照射することにより、ＩＩ
Ｉ族窒化物結晶および下地基板にダメージを与えることなく、ＩＩＩ族窒化物結晶と下地
基板とを分離することができる。実施例３３においては、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板
の面方位に着目した。
【０１７５】
　（実施例３４、実施例３５）
　実施例３４、実施例３５では、表９に示す材料（化学組成）、形状および面方位を有す
る下地基板を用いたこと、マスク層の開口部の間隔および幅、原料ガスであるＧａＣｌの
流量、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長温度、成長時間および成長速度、不純物の種
類および濃度、下地基板の主面と（１１－２０）面とのオフ角をそれぞれ表９に示すもの
としたこと以外は、実施例１０と同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピー
ク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表１０にまとめ
た。実施例３４、実施例３５においても、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の面方位に着目
した。
【０１７６】
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【表１０】

【０１７７】
　（実施例３６～実施例３８）
　実施例３６～実施例３８においては、表１１に示す材料（化学組成）、形状（１５ｍｍ
×１５ｍｍ×厚さ４００μｍ）および面方位を有する下地基板を用いたこと、分離層とし
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て厚さ３μｍのＩｎＮ層を形成したこと以外は、実施例３３と同様にして、ＬＥＤを作製
した。このＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した
。結果を表１１にまとめた。実施例３６～実施例３８においても、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板の面方位に着目した。
【０１７８】
　なお、実施例３２～実施例３８において、主面の面方位が（ａｂｄｃ）（ここで、ａ、
ｂ、ｃ、ｄは、ｄ＝－（ａ＋ｂ）を満たす整数）であるＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板上
に成長させられたＩＩＩ族窒化物半導体結晶層の主面の面方位は（ａｂｄｃ）であった。
また、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の主面と（ａｂｄｃ）面とのオフ角と、ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶層の主面と（ａｂｄｃ）面とのオフ角は一致した。
【０１７９】
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【表１１】

【０１８０】
　表１０および表１１を参照して、種々の面方位の主面を有するＩＩＩ族窒化物半導体結
晶基板についてクラックを発生させることなく大きく成長させることができた。
【０１８１】



(44) JP 5194334 B2 2013.5.8

10

20

　（実施例３９）
　本実施例は、実施形態９に対応する図４を参照して、下地基板１として直径５．０８ｃ
ｍ×厚さ４００μｍのサファイア基板上に、実施例１と同様の方法で、マスク層として厚
さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成し、２以上の小開口部２ｂの群により形成される開口部２
ａを設けた。ここで、開口部間隔ＰWは２２００μｍ、開口部幅ＷWは２０００μｍ、小開
口部間隔ＰSは２μｍ、小開口部幅ＷSは１μｍとした。次に、ＨＶＰＥ法により表１２に
示す条件でサファイア基板の開口面１ａ上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１としてク
ラックを発生させることなくＧａＮ基板を成長させた。次に、実施例１と同様にして、こ
のＧａＮ基板上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２と
して、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１である厚さ５μｍのｎ型ＧａＮ層、発光層２
２である厚さ３ｎｍのＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２ａおよび厚さ６０ｎｍのＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ
層２２ｂ、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３である厚さ１５０ｎｍのｐ型ＧａＮ層を
順次成長させた。次に、実施例１と同様にして、ｐ側電極の形成、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶と下地基板との分離、ｎ側電極の形成を行い、ＬＥＤを得た。このＬＥＤのピーク波
長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表１２にまとめた。
【０１８２】
　（実施例４０、実施例４１）
　小開口部間隔ＰSおよび小開口部幅ＷSを表１２に示すようにした以外は、実施例３９と
同様にして、ＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光ス
ペクトルの相対強度を評価した。結果を表１２にまとめた。
【０１８３】
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【表１２】

【０１８４】
　表１２から明らかなように、マスク層に２以上の小開口部の群により形成される開口部
を設け、下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させることにより、クラ
ックを発生させることなく大きな結晶を成長させることができる。ここで、小開口部間隔
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ＰSは１μｍ以上２５０μｍ以下、小開口部幅ＷSは０．５μｍ以上２００μｍ以下である
ことが好ましい。
【０１８５】
　（実施例４２、実施例４３）
　実施例４２、実施例４３では、開口部間隔ＰWおよび開口部幅ＷWを表１３に示すものと
したこと以外は実施例４０と同様にしてＬＥＤを作製した。これらのＬＥＤのピーク波長
４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評価した。結果を表１３にまとめた。
【０１８６】
　（実施例４４、実施例４５）
　実施例４４、実施例４５では、下地基板の材料および直径、マスク層の開口部の間隔お
よび幅をそれぞれ表１２に示すものとした以外は、実施例３０と同様にして、ＬＥＤを作
製した。これらのＬＥＤのピーク波長４５０ｎｍにおける発光スペクトルの相対強度を評
価した。結果を表１３にまとめた。
【０１８７】
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【表１３】

【０１８８】
　表１３より明らかなように、実施例４３に示すように、２以上の小開口部（間隔ＰSが
１μｍ以上２１０μｍ以下、小開口部幅ＷSが０．５μｍ以上２００μｍ以下）の群によ
り形成される開口部を用い、さらに、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速度が１０μ
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ｍ／ｈｒ以上３００μｍ以下、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の不純物濃度が５×１０19

ｃｍ-3以下、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角が０°以上４°
以下の３つの条件と組み合わせることにより、クラックを発生させることなく幅が４５０
３０μｍの大きなＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板が得られた。また、実施例４５に示すよ
うに、下地基板としてＳｉ基板を用い、さらに、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の成長速
度が１０μｍ／ｈｒ以上３００μｍ以下、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板の不純物濃度が
５×１０19ｃｍ-3以下、ＩＩＩ族窒化物結晶基板の主面と（０００１）面とのオフ角が０
°以上４°以下の３つの条件と組み合わせることにより、直径が１５．２４ｃｍの大きな
下地基板を用いてもクラックを発生させることなく幅が４５０３０μｍの大きなＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板が得られた。
【０１８９】
　（比較例３）
　図１４（ａ）～図１４（ｃ）を参照して、表１４に示す原料ガス流量、結晶成長温度お
よび結晶成長時間としたこと以外は、比較例１の第１工程から第１４工程と同様にして、
ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板を得た。次に、図
１０を参照して、ＧａＮ基板上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導
体結晶層１２として、厚さ３μｍのｉ型ＧａＮ層１２ａ、厚さ３０ｎｍのｉ型Ａｌ0.25Ｇ
ａ0.85Ｎ層１２ｂを成長させた（第１５工程）。
【０１９０】
　次に、図１０に示すように、フォトリソグラフィー法およびリフトオフ法により、ｉ型
Ａｌ0.25Ｇａ0.85Ｎ層１２ｂ上にソース電極５３およびドレイン電極５５としてそれぞれ
Ｔｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（
厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加熱して合金化することにより形成した
（第１６工程）。さらに、ゲート電極５４として厚さ３００ｎｍのＡｕ層を形成した（第
１７工程）。ゲート長は２μｍ、ゲート幅は１５０μｍであった。次に、上記ＩＩＩ族窒
化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層で構成されるＩＩＩ族窒化物半導
体結晶を４００μｍ×４００μｍの各チップに分離して（第１８工程）、半導体デバイス
１００であるＨＥＭＴを作製した。
【０１９１】
　（実施例４６）
　本実施例は、上記実施形態７および実施形態１２に対応する実施例である。図２（ａ）
に示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板上に、マスク層２としてス
パッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成した（第１工程）後、フォトリソグラフ
ィー法により開口部間隔ＰWが４００μｍとなるように開口部幅ＷWが２７０μｍの四角形
状の開口部２ａを設けた（第２工程）。
【０１９２】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１１０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が１時間の条
件で結晶を成長させたところ（第３工程）、マスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基
板１の開口面１ａ上および開口部２ａを取り囲むマスク層の一部上面２ｂ上に、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板１１として３００μｍ×３００μｍ×厚さ８５μｍのＧａＮ基板が
得られた。続いて、図１０を参照して、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、厚さ３μｍのｉ
型ＧａＮ層１２ａ、厚さ３０ｎｍのｉ型Ａｌ0.25Ｇａ0.85Ｎ層１２ｂを成長させた（第４
工程）。
【０１９３】
　次に、図１０に示すように、フォトリソグラフィー法およびリフトオフ法により、ｉ型
Ａｌ0.25Ｇａ0.85Ｎ層１２ｂ上にソース電極５３およびドレイン電極５５としてそれぞれ
Ｔｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（
厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加熱して合金化することにより形成した
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（第５工程）。さらに、ゲート電極５４として厚さ３００ｎｍのＡｕ層を形成した（第６
工程）。ゲート長は２μｍ、ゲート幅は１５０μｍであった。その後、図２（ｃ）に示す
ように、フッ酸水溶液（フッ酸：１質量％）に浸漬してマスク層２をエッチングにより除
去した（第７工程）後、図２（ｄ）に示すように、ＫＯＨ水溶液（ＫＯＨ：５質量％）に
浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下地基板１に接する下面１０ａ（窒素元素から
なる原子面）をエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０と下地基板１
とを分離して（第８工程）、半導体デバイス１００であるＨＥＭＴを作製した。
【０１９４】
　（実施例４６－２）
　下地基板１上に、炭素（Ｃ）の濃度が１×１０19ｃｍ-3になるようにドーピングされた
厚さ１０μｍのＧａＮ結晶層を成長した後に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１である
厚さ８５μｍのＧａＮ結晶を成長したこと、下地基板１からの分離を上記ＣドープＧａＮ
結晶層で分離した以外は実施例４６と同様にしてＨＥＭＴを作製した。
【０１９５】
　（比較例４）
　図１４（ａ）～図１４（ｃ）を参照して、表１４に示す原料ガス流量、結晶成長温度お
よび結晶成長時間としたこと以外は、比較例１の第１工程から第１４工程と同様にして、
ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板を得た。次に、図
１１を参照して、ＧａＮ基板上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導
体結晶層１２として、厚さ５μｍのｎ-型ＧａＮ層（電子濃度が１×１０16ｃｍ-3）を成
長させた（第１５工程）。
【０１９６】
　次に、図１１に示すように、ＧａＮ基板の第２の主面全面にオーミック電極５６として
Ｔｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（
厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加熱して合金化することにより形成した
（第１６工程）。さらに、フォトリソグラフィー法およびリフトオフ法により、ｎ-型Ｇ
ａＮ層上にショットキー電極５７として直径２００μｍ×厚さ３００ｎｍのＡｕ層を形成
した（第１７工程）。次に、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半
導体結晶層で構成されるＩＩＩ族窒化物半導体結晶を４００μｍ×４００μｍの各チップ
に分離して（第１８工程）、半導体デバイス１００であるショットキーダイオードを作製
した。
【０１９７】
　（実施例４７）
　本実施例は、上記実施形態７および実施形態１３に対応する実施例である。図２（ａ）
に示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板上に、マスク層２としてス
パッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成した（第１工程）後、フォトリソグラフ
ィー法により開口部間隔ＰWが４００μｍとなるように開口部幅ＷWが２７０μｍの四角形
状の開口部２ａを設けた（第２工程）。
【０１９８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１１０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が１時間の条
件で結晶を成長させたところ（第３工程）、マスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基
板１の開口面１ａ上および開口部２ａを取り囲むマスク層の一部上面２ｂ上に、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板１１として３００μｍ×３００μｍ×厚さ８５μｍのＧａＮ基板が
得られた。続いて、図１１を参照して、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、厚さ５μｍのｎ
-型ＧａＮ層（電子濃度が１×１０16ｃｍ-3）を成長させた（第４工程）。
【０１９９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、フッ酸水溶液（フッ酸：１質量％）に浸漬してマスク
層２をエッチングにより除去した（第５工程）後、図２（ｄ）に示すように、ＫＯＨ水溶
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液（ＫＯＨ：５質量％）に浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下地基板１に接する
下面１０ａ（窒素元素からなる原子面）をエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶１０と下地基板１とを分離した（第６工程）。
【０２００】
　次に、図１１に示すように、ＩＩＩ族窒化物半導体基板１１であるＧａＮ基板の第２の
主面全面にオーミック電極５６としてＴｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ
）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加
熱して合金化することにより形成した（第７工程）。さらに、フォトリソグラフィー法お
よびリフトオフ法により、ｎ-型ＧａＮ層上にショットキー電極５７として直径２００μ
ｍ×厚さ３００ｎｍのＡｕ層を形成して（第８工程）、半導体デバイス１００であるショ
ットキーダイオードを作製した。
【０２０１】
　（比較例５）
　図１４（ａ）～図１４（ｃ）を参照して、表１４に示す原料ガス流量、結晶成長温度お
よび結晶成長時間としたこと以外は、比較例１の第１工程から第１４工程と同様にして、
ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板を得た。次に、図
１２を参照して、ＧａＮ基板の第１の主面上に、ＭＯＣＶＤ法により、１層以上のＩＩＩ
族窒化物半導体結晶層１２として、厚さ５μｍのｎ-型ＧａＮ層１２ｃ（電子濃度が１×
１０16ｃｍ-3）を成長させた（第１５工程）。
【０２０２】
　次に、図１２に示すように、選択イオン注入法により、ｐ層１２ｄおよびｎ+層１２ｅ
を形成した（第１６工程）。ここで、ｐ層１２ｄはＭｇイオン注入により、ｎ+層１２ｅ
はＳｉイオン注入により形成した。次に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２上に保護膜（
図示せず）として厚さ３００ｎｍのＳｉＯ2膜を形成した後、１２５０℃で３０秒間アニ
ールを行い、注入イオンを活性化させた（第１７工程）。次に、フッ酸で上記保護膜を剥
離した後、ＭＩＳ用絶縁膜５９としてＰ－ＣＶＤ（Plasma enhanced Chemical Vapor Dep
osition；プラズマ化学気相堆積法）法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2膜を形成した（第１
８工程）。
【０２０３】
　次に、フォトリソグラフィー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、上記ＭＩＳ用絶縁膜５９の一部をエッチングして、リフトオフ法により、そのエッ
チングされた領域にソース電極５３としてＴｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００
ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒
間加熱して合金化することにより形成した（第１９工程）。次に、フォトリソグラフィー
法およびリフトオフ法により、上記ＭＩＳ用絶縁膜５９上に、ゲート電極５４として厚さ
３００ｎｍのＡｌ層を形成し、ＭＩＳ構造を形成した（第２０工程）。
【０２０４】
　次に、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板およびＩＩＩ族窒化物半導体結晶層で構成さ
れるＩＩＩ族窒化物半導体結晶を４００μｍ×４００μｍの各チップに分離した（第２１
工程）。次に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板の第２の主面（第１
の主面と反対側の主面をいう、以下同じ）の全面に、ドレイン電極５５としてＴｉ層（厚
さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（厚さ２００
ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加熱して合金化することにより形成して（第２２工
程）、半導体デバイス１１０であるＭＩＳトランジスタを作製した。
【０２０５】
　（実施例４８）
　本実施例は、上記実施形態７および実施形態１３に対応する実施例である。図２（ａ）
に示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板上に、マスク層２としてス
パッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成した（第１工程）後、フォトリソグラフ
ィー法により開口部間隔ＰWが４００μｍとなるように開口部幅ＷWが２７０μｍの四角形



(51) JP 5194334 B2 2013.5.8

10

20

30

40

状の開口部２ａを設けた（第２工程）。
【０２０６】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１１０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が１時間の条
件で結晶を成長させたところ（第３工程）、マスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基
板１の開口面１ａ上および開口部２ａを取り囲むマスク層の一部上面２ｂ上に、ＩＩＩ族
窒化物半導体結晶基板１１として３００μｍ×３００μｍ×厚さ８５μｍのＧａＮ基板が
得られた。続いて、図１０を参照して、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１上に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、厚さ５μｍのｎ
-型ＧａＮ層１２ｃ（電子濃度が１×１０16ｃｍ-3）を成長させた（第４工程）。
【０２０７】
　次に、図１２に示すように、選択イオン注入法により、ｐ層１２ｄおよびｎ+層１２ｅ
を形成した（第５工程）。ここで、ｐ層１２ｄはＭｇイオン注入により、ｎ+層１２ｅは
Ｓｉイオン注入により形成した。次に、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２上に保護膜（図
示せず）として厚さ３００ｎｍのＳｉＯ2膜を形成した後、１２５０℃で３０秒間アニー
ルを行い、注入イオンを活性化させた（第６工程）。次に、フッ酸で上記保護膜を剥離し
た後、ＭＩＳ用絶縁膜５９としてＰ－ＣＶＤ（Plasma enhanced Chemical Vapor Deposit
ion；プラズマ化学気相堆積法）法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2膜を形成した（第７工程
）。
【０２０８】
　次に、フォトリソグラフィー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、上記ＭＩＳ用絶縁膜５９の一部をエッチングして、リフトオフ法により、そのエッ
チングされた領域にソース電極５３としてＴｉ層（厚さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００
ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（厚さ２００ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒
間加熱して合金化することにより形成した（第８工程）。次に、フォトリソグラフィー法
およびリフトオフ法により、上記ＭＩＳ用絶縁膜５９上に、ゲート電極５４として厚さ３
００ｎｍのＡｌ層を形成し、ＭＩＳ構造を形成した（第９工程）。
【０２０９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、フッ酸水溶液（フッ酸：１質量％）に浸漬してマスク
層２をエッチングにより除去した（第１０工程）後、図２（ｄ）に示すように、ＫＯＨ水
溶液（ＫＯＨ：５質量％）に浸漬してＩＩＩ族窒化物半導体結晶１０の下地基板１に接す
る下面１０ａ（窒素元素からなる原子面）をエッチングすることにより、ＩＩＩ族窒化物
半導体結晶１０と下地基板１とを分離した（第１１程）。次に、ＩＩＩ族窒化物半導体結
晶基板１１であるＧａＮ基板の第２の主面の全面に、ドレイン電極５５としてＴｉ層（厚
さ５０ｎｍ）／Ａｌ層（厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層(厚さ２０ｎｍ)／Ａｕ層（厚さ２００
ｎｍ）の複合層を８００℃で３０秒間加熱して合金化することにより形成して（第１２工
程）、半導体デバイス１１０であるＭＩＳトランジスタを作製した。
【０２１０】
　上記の比較例３～比較例５および実施例４６～実施例４８の電子デバイスの製造条件を
表１４にまとめた。
【０２１１】
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【表１４】

【０２１２】
　表１４から明らかなように、本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの製造方法
によれば、ＨＥＭＴ、ショットキーダイオードおよびＭＩＳトランジスタのいずれのＩＩ
Ｉ族窒化物半導体デバイスについても、各々の製造工程を減少させることができ、効率的
な半導体デバイスの製造が可能となった。
【０２１３】
　（実施例４９）
　本実施例は、上記実施形態１６に対応する発光機器についての実施例である。図１３を
参照して、本実施例は、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板１１の第１
の主面の側にｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２１、発光層２２、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半
導体結晶層２３などを含む積層構造が形成され、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３上
にｐ電極１２が設けられている。ｐ側電極５２が導電性接着剤６２によってリードフレー
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ムのマウント部６０ａにダウン実装されている点に１つの特徴がある。
【０２１４】
　本実施例において、ＧａＮ基板の第２の主面１１ｂは、発光層２２で発光した光を放出
する面であり、この面にｎ側電極５１が設けられている。このｎ側電極５１は、第２の主
面の全体を覆わないようにする。ｎ側電極５１に被覆されていない部分の比率を大きくと
ることが重要である。開口率を大きくすれば、ｎ電極によって遮られる光が減り、光を外
に放出する放出効率を高めることができる。
【０２１５】
　ｎ側電極５１はワイヤ６１によりリードフレームのリード部６０ｂと電気的に接続され
ている。ワイヤ６１および上記の積層構造は、エポキシ系樹脂６３により封止されている
。
【０２１６】
　ここで、上記積層構造は、ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１であるＧａＮ基板１１上
に、ｎ型ＧａＮ層２１ａ、ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層２１ｂ、ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ≦１
）とＡｌxＩｎyＧａ1-x-yＮ層（０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦１）とからなる多重量子井戸(
ＭＱＷ；Multi-Quantum Well)構造を有する発光層２２、ｐ型ＡｌxＧａ1-xＮ層（０≦ｘ
≦１）２３ａ、ｐ型ＧａＮ層２３ｂ順次形成されている。また、図１３に示すように、ｐ
型ＧａＮ層２３ｂの上にｐ側電極５２が全面を被覆するように形成され、ダウン実装され
る。
【０２１７】
　次に、本実施例の発光機器の製造方法について以下に説明する。まず、図２を参照して
、図２（ａ）に示すように、下地基板１として厚さ４００μｍのＧａＮ基板（面方位が（
０００１）、下地基板の主面と（０００１）面とのなすオフ角が０．５°）の上に、マス
ク層２としてスパッタ法により厚さ５０ｎｍのＳｉＯ2層を形成した後、フォトリソグラ
フィー法により、開口部間隔Ｐwが４００μｍとなるように開口部幅Ｗwが２７０μｍの四
角形状の開口部を設けた。
【０２１８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＨＶＰＥ法により、ＧａＣｌガス流量が１１０ｓｃｃ
ｍ、ＮＨ3ガス流量が６０００ｓｃｃｍ、成長温度が１０５０℃、成長時間が１時間の条
件で結晶を成長させたところ、マスク層２の開口部２ａ下に位置する下地基板１の開口面
１ａ上および開口部２ａを取り囲むマスク層の一部上面２ｂ上に、ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶基板１１として３００μｍ×３００μｍ×厚さ４００μｍのＧａＮ基板が得られた。
この、ＧａＮ基板の比抵抗は０．０１Ωｃｍ、転移密度は１×１０7ｃｍ-2以下であった
。
【０２１９】
　次に、ＭＯＣＶＤ法により、上記ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板１１上に、実施例１と
同様に、１層以上のＩＩＩ族窒化物半導体結晶層１２として、ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体
結晶層２１である厚さ２μｍのＳｉドープされたｎ型ＧａＮ層２１ａおよび厚さ５０ｎｍ
のＳｉドープされたＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２１ｂ（クラッド層）、ＧａＮ層とＩｎ0.15Ｇａ

0.85Ｎ層との２層構造が３層重ねられたＭＱＷ(Multi-Quantum Well)構造を有する発光層
２２、ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層２３である厚さ２０ｎｍのＭｇドープされたｐ型
Ａｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２３ａ（クラッド層）および厚さ５０ｎｍのＭｇドープされたｐ型Ｇ
ａＮ層２３ｂを順次成長させた。得られた素子の発光波長は４５０ｎｍであり、低温４．
２ＫでのＰＬ(Photo Luminescence)強度と室温２９８ＫでのＰＬ強度を比較することによ
り便宜的に算出した内部量子効率は５０％であった。
【０２２０】
　次に、この素子を活性化処理して、Ｍｇドープされたｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層
の低抵抗化を行なった。ホール測定によるキャリア濃度は、Ｍｇドープされたｐ型Ａｌ0.

2Ｇａ0.8Ｎ層が５×１０17ｃｍ-3、Ｍｇドープされたｐ型ＧａＮ層が１×１０18ｃｍ-3で
あった。
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【０２２１】
　次に、ＧａＮ基板の第２の主面であるＮ（窒素）面の中心に直径１００μｍのｎ側電極
をつけた。ｎ側電極として、ＧａＮ基板に接して順にＴｉ層（厚さ２０ｎｍ）／Ａｌ層（
厚さ１００ｎｍ）／Ｔｉ層（厚さ２０ｎｍ）／Ａｕ層（厚さ２００ｎｍ）の複合層を形成
した。これを窒素（Ｎ2）雰囲気中で加熱することにより、接触抵抗を１×１０-5Ω・ｃ
ｍ2以下とした。
【０２２２】
　次に、ｐ側電極として、ｐ型ＧａＮ層に接して厚さ４ｎｍのＮｉ層を形成し、その上に
厚さ４ｎｍのＡｕ層を全面に形成した。これを不活性ガス雰囲気中で加熱処理することに
より、接触抵抗を５×１０-4Ω・ｃｍ2とした。
【０２２３】
　次に、図１３を参照して、リードフレームのマウント部ａに、上記素子のｐ型ＧａＮ層
２３ｂ側が接するように搭載して、発光機器を形成した。マウント部に塗布した導電性接
着剤６２によって素子とマウントとを固定するとともに、導通が得られるようにしている
。
【０２２４】
　ここで、発光機器からの放熱性を良くするために、発光機器のｐ型ＧａＮ層２３ｂの全
面がリードフレームのマウント部６０ａと接するように搭載した。また導電性接着剤６２
は熱伝導の良いＡｇ系のものを、またリードフレーム６０も熱伝導の良いＣｕＷ系のもの
を選択した。これにより、得られた熱抵抗は８℃／Ｗであった。
【０２２５】
　さらに、ｎ側電極５１とリードフレームのリード部６０ｂとをワイヤボンドにより導通
させた後、エポキシ系樹脂６３により樹脂封止を行なって、ランプ化された発光機器１３
０を得た。
【０２２６】
　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。
【産業上の利用可能性】
【０２２７】
　上記のように、本発明は、半導体デバイス程度の大きさのＩＩＩ族窒化物半導体結晶お
よびその製造方法、ＩＩＩ族窒化物半導体デバイスおよびその製造方法ならびにそのＩＩ
Ｉ族窒化物半導体デバイスを含む発光機器に広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】本発明にかかる一つのＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導体デ
バイスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板に開口部を有
するマスク層を形成する工程を示し、（ｂ）は下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導
体結晶を成長させる工程を示し、（ｃ）および（ｄ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶を下地
基板から分離する工程を示す。
【図２】本発明にかかる別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導体デバ
イスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板に開口部を有す
るマスク層を形成する工程を示し、（ｂ）はマスク層の開口部下に位置する下地基板の開
口面上および開口部を取り囲むマスク層の一部上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させ
る工程を示し、（ｃ）はマスク層を除去する工程を示し、（ｄ）はＩＩＩ族窒化物半導体
結晶を下地基板から分離する工程を示す。
【図３】本発明にかかるまた別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導体
デバイスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板に開口部を
有するマスク層を形成する工程を示し、（ｂ）は下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半
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導体結晶を成長させ、マスク層上にＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶を成長させる工程
を示し、（ｃ）はＩＩＩ族窒化物半導体極性反転結晶およびマスク層を除去する工程を示
し、（ｄ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶を下地基板から分離する工程を示す。
【図４】本発明にかかるまた別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導体
デバイスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板に２以上の
小開口部の群により形成されている開口部を有するマスク層を形成する工程を示し、（ｂ
）は下地基板の開口面上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる工程を示し、（ｃ）お
よび（ｄ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶を下地基板から分離する工程を示す。
【図５】マスク層に形成される開口部と小開口部との関係を示す図である。ここで、（ａ
）は下地基板上に形成されたマスク層の上面図を示し、（ｂ）は（ａ）のＩＶ－Ｂ方向の
断面図を示す。
【図６】本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導
体デバイスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板に種結晶
を配置する工程を示し、（ｂ）は種結晶を核としてＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させ
る工程を示し、（ｃ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶を下地基板から分離する工程を示す。
【図７】本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体結晶およびＩＩＩ族窒化物半導
体デバイスの製造方法を説明する断面模式図である。ここで、（ａ）は下地基板上に下地
ＩＩＩ族窒化物結晶および１個以上の開口部を有するマスク層を形成する工程を示し、（
ｂ）は開口部２ａ下に位置する下地ＩＩＩ族窒化物結晶９ａをエッチングする工程を示し
、（ｃ）はマスク部を除去して種結晶を配置する工程を示し、（ｄ）は種結晶を核として
ＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる工程を示し、（ｅ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶
を下地基板から分離する工程を示す。
【図８】本発明にかかるＩＩＩ族窒化物半導体結晶の形状を示す立体模式図である。ここ
で、（ａ）は六角平板形状を示し、（ｂ）は四角平板形状を示し、（ｃ）は三角平板形状
を示す。
【図９】本発明にかかる一つのＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを示す断面模式図である。
【図１０】本発明にかかる別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを示す断面模式図である。
【図１１】本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを示す断面模式図で
ある。
【図１２】本発明にかかるさらに別のＩＩＩ族窒化物半導体デバイスを示す断面模式図で
ある。
【図１３】本発明にかかる一つの発光機器を示す断面模式図である。
【図１４】ＩＩＩ族窒化物半導体デバイスの従来の製造方法を説明する断面模式図である
。ここで、（ａ）は下地基板に開口部を有するマスク層を形成する工程を示し、（ｂ）は
下地基板およびマスク層上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶を成長させる工程を示し、（ｃ）
はＩＩＩ族窒化物半導体結晶をスライス、研磨してＩＩＩ窒化物半導体結晶基板を形成す
る工程を示し、（ｄ）はＩＩＩ窒化物半導体結晶基板上にＩＩＩ族窒化物半導体結晶層お
よび電極を形成する工程を示し、（ｅ）はＩＩＩ族窒化物半導体結晶の積層体をチップ化
する工程を示す。
【符号の説明】
【０２２９】
　１　下地基板、１ａ　開口面、１ｓ　小開口面、２　マスク層、２ａ　開口部、２ｂ　
開口部を取り囲むマスク層の一部上面、２ｓ　小開口部、２ｐ　マスク部、３　ＩＩＩ族
窒化物半導体極性反転結晶、３ａ　下面、３ｂ　上面、４　種結晶、９，９ａ　下地ＩＩ
Ｉ族窒化物結晶、１０　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶、１０ａ　下面、１０ｂ　上面、１０
ｓ　側面、１１　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶基板、１２　ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層、
１２ａ　ｉ型ＧａＮ層、１２ｂ　ｉ型ＡｌxＧａ1-xＮ層、１２ｃ　ｎ-型ＧａＮ層、１２
ｄ　ｐ型層、１２ｅ　ｎ+型層、２１　ｎ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層、２１ａ　ｎ型
ＧａＮ層、２１ｂ　ｎ型ＡｌxＧａ1-xＮ層、２２　発光層、２２ａ　Ｉｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層
、２２ｂ　Ａｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層、２３　ｐ型ＩＩＩ族窒化物半導体結晶層、２３ａ　ｐ型
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ＡｌxＧａ1-xＮ層、２３ｂ　ｐ型ＧａＮ層、５１　ｎ側電極、５２　ｐ側電極、５３　ソ
ース電極、５４　ゲート電極、５５　ドレイン電極、５６　オーミック電極、５７　ショ
ットキー電極、６０　リードフレーム、６０ａ　マウント部、６０ｂ　リード部、６１　
ワイヤ、６２　導電性接着剤、６３　エポキシ系樹脂、９０，１００，１１０，１２０　
ＩＩＩ族窒化物半導体デバイス、９８　発光、１３０　発光機器。

【図１】 【図２】
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