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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶成長面の面粗さＲａ(C)がＲａ(C)≦５ｎｍであり、前記結晶成長面の反対側の面で
ある裏面の長さ５．０８ｃｍ当りの反りｗ(R)が－１９．１μｍ≦ｗ(R)≦９．９μｍであ
り、前記裏面の面粗さＲａ(R)が１μｍ≦Ｒａ(R)≦１０μｍであるＧａＮ結晶基板。
【請求項２】
　前記裏面の面粗さＲｙ(R)が３μｍ≦Ｒｙ(R)≦７５μｍである請求項１に記載のＧａＮ
結晶基板。
【請求項３】
　前記結晶成長面の面粗さＲｙ(C)がＲｙ(C)≦６０ｎｍである請求項１または請求項２に
記載のＧａＮ結晶基板。
【請求項４】
　前記結晶成長面の長さ５．０８ｃｍ当りの反りｗ(C)が－１６．７μｍ≦ｗ(C)≦１０．
４μｍである請求項１から請求項３までのいずれかに記載のＧａＮ結晶基板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子、電子素子、半導体センサなどの半導体デバイスに用いられるＧａ
Ｎ結晶基板に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＧａＮ結晶基板は、発光素子、電子素子、半導体センサなどの半導体デバイスの基板と
して非常に有用なものである。かかるＧａＮ結晶基板は、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成
長）法、ＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長）法などの気相成長法により成長させたＧａＮ結
晶を、所定の基板状に切り出し、その主面を研削、研磨および／またはエッチングするこ
とにより形成される。
【０００３】
　ＧａＮ結晶基板の一方の主面である結晶成長面上に、少なくとも１層の結晶性（結晶に
おける原子配置の秩序性を意味する、以下同じ）のよい半導体層を成長させて特性の高い
半導体デバイスを得るために、結晶成長面の反りおよび面粗さが小さいＧａＮ結晶基板が
提案されている（たとえば、特開２０００－１２９００号公報（特許文献１）を参照）。
【０００４】
　しかし、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面の反りおよび面粗さが小さくても、ＧａＮ結晶基
板の裏面（他方の主面すなわち結晶成長面の反対側の面をいう、以下同じ）の反りが大き
いと、基板の結晶成長面に半導体層を形成する際、基板の裏面とサセプタ（基板を配置す
る台をいう、以下同じ）との間に形成される空隙部が大きくなり、サセプタから基板に伝
わる熱の分布が不均一となって、基板の結晶成長面上に半導体層を均一に安定して形成す
ることができなくなる。このため、基板の結晶成長面上に結晶性のよい半導体層の形成が
できず、特性のよい半導体デバイスが得られないという問題があった。また、ＧａＮ結晶
基板の裏面の面粗さは、結晶成長面の面粗さより大きいのが一般的であるが、極度に大き
いと上記と同様の問題が発生していた。
【特許文献１】特開２０００－１２９００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、結晶成長面上に結晶性のよい半導体層を成長させることが可能な、裏面の反
りの小さいＧａＮ結晶基板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】
【０００６】
　本発明は、結晶成長面の面粗さＲａ(C)がＲａ(C)≦５ｎｍであり、結晶成長面の反対側
の面である裏面の長さ５．０８ｃｍ当りの反りｗ(R)が－１９．１μｍ≦ｗ(R)≦９．９μ
ｍであり、裏面の面粗さＲａ(R)が１μｍ≦Ｒａ(R)≦１０μｍであるＧａＮ結晶基板であ
る。
【０００７】
　本発明にかかるＧａＮ結晶基板において、裏面の面粗さＲｙ(R)を３μｍ≦Ｒｙ(R)≦７
５μｍとすることができる。また、結晶成長面の面粗さＲｙ(C)をＲｙ(C)≦６０ｎｍとす
ることができる。また、結晶成長面の長さ５．０８ｃｍ当りの反りｗ(C)を－１６．７μ
ｍ≦ｗ(C)≦１０．４μｍとすることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、結晶成長面上に結晶性のよい半導体層を成長させることが可能な、裏
面の反りの小さいＧａＮ結晶基板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】
【００１１】
　（実施形態１）
　本発明にかかるＧａＮ結晶基板の一実施形態は、図１を参照して、結晶成長面１０ｃの
反対側の面である裏面１０ｒの反りｗ(R)が－５０μｍ≦ｗ(R)≦５０μｍである。ここで
、図１（ａ）に示すような裏面１０ｒが凹状となる反りを正（＋の記号で示す）とし、図
１（ｂ）に示すような裏面１０ｒが凸状となる反りを負（－の記号で示す）とする。また
、反りｗ(R)は裏面１０ｒにおける最凸部の変位値ｚPと最凹部の変位値ｚVとの高低差と



(3) JP 4301251 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

定義される。
【００１２】
　図１を参照して、裏面１０ｒの反りｗ(R)が、ｗ(R)＜－５０μｍまたはｗ(R)＞５０μ
ｍであると、ＧａＮ結晶基板１０とサセプタ９０の表面との間に形成される空隙部９１が
大きくなる。この結果、ＧａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｃ上に半導体層として少な
くとも１つのＩＩＩ族窒化物結晶層２０を成長させる際に、サセプタ９０からＧａＮ結晶
基板１０に伝わる熱の分布が不均一となる。このため、半導体層２０を均一に安定して成
長させることができなくなり、均一で高い特性を有する半導体デバイスの製造が困難とな
る。
【００１３】
　かかる観点から、裏面１０ｒの反りｗ(R)は、－３５μｍ≦ｗ(R)≦４５μｍであること
がより好ましい。ここで、図１（ａ）に示すように、裏面１０ｒの反りが正（＋）の場合
には、裏面１０ｒとサセプタ９０の表面との間に形成される空隙部９１は閉空間となる。
これに対して、図１（ｂ）に示すように、裏面１０ｒの反りが負（－）の場合には、裏面
１０ｒとサセプタ９０の表面との間に形成される空隙部９１は開空間となる。したがって
、基板１０の結晶成長面１０ｃ上に半導体層２０を成長させるとき、反りが正（＋）のと
きの基板の熱分布は、反りが負（－）のときの基板の熱分布に比べて小さくなる。好まし
い反りの領域が－側より＋側に大きくなると考えられる。
【００１４】
　ここで、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒは一般に面粗さが大きいため、裏面
１０ｒの反りを正確に測定するため、以下の方法により基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏
面１０ｒの反りを測定した。すなわち、図２を参照して、レーザ変位計を用いて基板の結
晶成長面の反対側の面である裏面の反りを測定する方法であって、基板は基板支持台上に
配置されており、レーザ変位計を用いて基板の裏面の複数の測定点にそれぞれ対応する複
数の変位値を検出する基板検出ステップＳ１と、複数の変位値に含まれるノイズを除去す
るノイズ除去ステップＳ２と、複数の変位値から基板の外周部の測定点にそれぞれ対応す
る複数の変位値を除去した複数の変位値からなる複数の計算用変位値を算出する外周部除
去ステップＳ３と、複数の計算用変位値を平滑化処理して反り曲面を算出する平滑化ステ
ップＳ４と、反り曲面との距離を最小にする最適平面を算出する最適平面算出ステップＳ
５と、反り曲面が最適平面に対して一方側に最も大きな変位値と最適平面との距離および
他方側に最も大きな変位値と最適平面との距離の和を反りとして算出する反り算出ステッ
プＳ６とを含む基板の裏面の反り測定方法である。かかる測定方法により、裏面の面粗さ
が大きな（たとえば、面粗さＲａが５０ｎｍ以上の）基板についても、基板の裏面の反り
の測定が可能となる。なお、面粗さＲａとは、粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さ
だけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線から測定曲線までの偏差の絶対値を合計してそ
れを基準長さで平均した値をいう。また、図２において、実線の枠で囲まれたステップは
必須ステップを示し、破線の枠で囲まれたステップは任意ステップを示す。
【００１５】
　ここで、図３を参照して、レーザ変位計１５とは、レーザ光３１を基板（ＧａＮ結晶基
板１０）の裏面１０ｒに照射することにより、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒ
の変位を測定する装置をいう。レーザの種類には特に制限はなく波長が６７０ｎｍの赤色
半導体レーザなどが用いられ、測定方式には特に制限はなくレーザフォーカス方式などが
用いられる。また、レーザフォーカス方式のレーザ変位計は、光干渉方式のフラットネス
テスタに比べて、精度が低いが、面粗さＲａが５０ｎｍ以上の粗い裏面の測定が可能であ
る。また、レーザフォーカス方式のレーザ変位計は、光干渉方式のフラットネステスタと
異なり、反射光３１ｒが得られるため、変位値の解析および処理が可能となる。
【００１６】
　図３を参照して、基板（ＧａＮ結晶基板１０）は基板支持台１２上に配置されている。
基板（ＧａＮ結晶基板１０）を基板支持台１２上に配置する方法には、特に制限はないが
、３点の支持部１２ｈを有する基板支持台１２上に、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の結晶
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成長面１０ｃが上記３点の支持部１２ｈで支持されるように配置することが好ましい。３
点の支持部１２ｈのみで基板（ＧａＮ結晶基板１０）の結晶成長面１０ｃの外周部を支持
することにより、反り測定の際の結晶成長面１０ｃの損傷を最小限にすることができる。
また、上記３点の支持によって基板（ＧａＮ結晶基板１０）が傾斜しても、反り曲面（裏
面の反りを示す曲面をいう、以下同じ）との距離が最も小さくなるような最適平面を算出
して、その反り曲面と最適平面との距離を算出することにより、基板（ＧａＮ結晶基板１
０）の傾斜を相殺できる。
【００１７】
　図２～図４を参照して、基板検出ステップＳ１は、特に制限はないが、基板（ＧａＮ結
晶基板１０）を二次元方向（図４におけるＸ方向およびＹ方向をいう、以下同じ）に段階
的に移動させて、レーザ変位計１５と基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒとの距離
Ｌを測定することにより行なうことができる。ここで、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の二
次元方向への段階的移動は、基板支持台１２と駆動装置１４とを連結している駆動部１３
を二次元方向に段階的に移動させることにより行なうことができる。ここで、駆動装置１
４は、位置制御装置１６により制御されている。
【００１８】
　このとき、基板の裏面の複数の測定点中のレーザ光３１が照射されている測定点（任意
に特定される測定点）１００ｐの二次元方向の位置データ３２は、位置制御装置１６を介
して、データ解析装置１８に集められる。
【００１９】
　距離Ｌの測定方法には、特に制限はないが、たとえばレーザフォーカス方式により行な
うことができる。ここで、レーザフォーカス方式とは、以下の測定方式をいう。レーザ変
位計１５内の光源からの入射光３１ｉは、レーザ変位計１５内で音叉により高速で上下動
している対物レンズ（図示せず）を介して基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの任
意に特定される測定点１００ｐに照射される。この任意に特定される測定点１００ｐから
の反射光３１ｒは、レーザ変位計１５内のピンホール（図示せず）を通過して受光素子（
図示せず）に到達する。共焦点原理により、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの
任意に特定される測定点１００ｐに焦点を結んだときに上記ピンホールの位置で一点に集
光されて受光素子に入光する。このときの上記音叉の位置をセンサ（図示せず）で測定す
ることにより、レーザ変位計１５と基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの任意に特
定される測定点１００ｐとの距離Ｌを測定できる。このようにして、基板（ＧａＮ結晶基
板１０）の裏面１０ｒの任意に特定される測定点１００ｐの変位値ｚ(a,b)（Ｚ方向の変
位値をいう、以下同じ）を測定することができる。
【００２０】
　このとき、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐ中の任意に
特定される測定点１００ｐの変位値データ３３は、レーザ変位計制御装置１７を介して、
データ解析装置１８に集められる。
【００２１】
　次に、図３および図４に示すように、基板を段階的に（たとえば、Ｘ方向またはＹ方向
に一定のピッチＰで）移動させた後、上記測定を行なうことにより、上記任意に特定され
る測定点１００ｐにピッチＰで隣接する測定点についての二次元方向の位置データ３２お
よび変位値データ３３が得られる。かかる操作を繰り返すことにより、基板（ＧａＮ結晶
基板１０）の裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐのそれぞれについての二次元方向（Ｘ方向
およびＹ方向）の位置データ３２およびＺ方向の変位値データ３３が得られる。こうして
得られる二次元方向（Ｘ方向およびＹ方向）の位置データ３２およびＺ方向の変位値デー
タ３３は、データ解析装置１８に集められる。
【００２２】
　なお、図４に示すように、円状の基板（ＧａＮ結晶基板１０）を二次元方向に一定のピ
ッチＰで段階的に移動させるとき、レーザ光が基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒ
ではなく基板支持台１２上に照射される場合がある。図４に示すように、基板（ＧａＮ結
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晶基板１０）が基板支持台１２の凹部に配置されるような場合は、基板支持台１２の非凹
部面１２ａの測定点１２０ａおよび凹部面１２ｂの測定点１２０ｂが存在し得る。
【００２３】
　かかる場合には、図３を参照して、以下のようにして測定点１２０ａおよび１２０ｂを
除去して、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐにそれぞれ対
応する複数の変位値を検出することができる。すなわち、レーザ変位計１５と基板支持台
１２の非凹部面１２ａとの距離Ｌａおよびレーザ変位計１５と基板支持台１２の凹部面１
２ｂとの距離Ｌｂに対して、レーザ変位計１５との距離Ｌが、Ｌａ＜Ｌ＜Ｌｂとなるよう
な任意に特定される測定点１００ｐのみを検出することにより、上記測定点１２０ａおよ
び１２０ｂが除去され、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐ
にそれぞれ対応する複数の変位値が得られる。
【００２４】
　また、ノイズ除去ステップは、複数の変位値に含まれるノイズを除去するものであれば
特に制限はないが、メディアンフィルタを用いて行なうことが好ましい。ここで、図５を
参照して、メディアンフィルタとは、上記複数の変位値（基板（ＧａＮ結晶基板１０）の
裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐにそれぞれ対応する複数の変位値をいう、以下同じ）に
おいて任意に特定される変位値ｚ(a,b)（任意に特定される測定点１００ｐに対応する変
位値をいう、以下同じ）を、変位値ｚ(a,b)および変位値ｚ(a,b)に近傍する複数の変位値
ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(a,b-1)、ｚ(a+1,b+1)、ｚ(a+1,b

)、ｚ(a+1、b-1)（任意に特定される測定点に近傍する複数の測定点１０１ｐ，１０２ｐ
，１０３ｐ，１０４ｐ，１０５ｐ，１０６ｐ，１０７ｐ，１０８ｐにそれぞれに対応する
変位値をいう、以下同じ）を昇べきまた降べきの順に並べたときの中央値（メディアン）
に置き換えるフィルタをいう。ここで、図５においては、変位値ｚ(a,b)および変位値ｚ(

a,b)に近傍する複数の変位値ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(a,b

-1)、ｚ(a+1,b+1)、ｚ(a+1,b)、ｚ(a+1、b-1)が２次元方向（Ｘ方向およびＹ方向）に一
定のピッチＰで配列している。
【００２５】
　なお、図５においては、近傍する複数の変位値として、任意に特定された変位値を取り
囲んで隣接する８つの変位値ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(a,b

-1)、ｚ(a+1,b+1)、ｚ(a+1,b)およびｚ(a+1、b-1)を用いた（このようなメディアンフィ
ルタを８近傍のメディアンフィルタという）が、近傍の複数の測定点は８つに限られない
。たとえば、変位値の近傍の２４の測定点を用いることもできる（このようなメディアン
フィルタを２４近傍のメディアンフィルタという）。
【００２６】
　また、外周部除去ステップは、複数の変位値から基板の外周部の測定点にそれぞれ対応
する複数の変位値を除去した複数の変位値からなる複数の計算用変位値を算出するもので
あれば特に制限はないが、ノイズ除去ステップにおいて８近傍のメディアンフィルタを用
いる場合には、図４を参照して、上記複数の変位値から、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の
外周部の測定点にそれぞれ対応する変位値として、外周１０ｅから少なくとも２つ内側ま
での測定点１１１ｐ，１１２ｐのそれぞれに対応する変位値を除去することが好ましい。
【００２７】
　ノイズ除去ステップにおいて８近傍のメディアンフィルタを用いる場合、図４を参照し
て、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の外周１０ｅから上記１つおよび２つ内側の変位値に近
傍する８つの変位値の少なくとも１つの変位値は、基板支持台１２の非凹部面１２ａまた
は凹部面１２ｂの変位値となり、上記ノイズ除去ステップによってはノイズが除去されて
いないからである。このようにして、複数の変位値から基板の外周部の測定点にそれぞれ
対応する複数の変位値が除去されて、複数の変位値からなる複数の計算用変位値が得られ
る。
【００２８】
　また、平滑化ステップは、図７を参照して、上記複数の計算用変位値を平滑化処理して
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反り曲面４０を算出するものであれば特に制限はないが、ガウシアンフィルタを用いて行
なうことが好ましい。ここで、ガウシアンフィルタとは、複数の計算用変位値において任
意に特定される変位値ｚ(a,b)を、変位値ｚ(a,b)および変位値ｚ(a,b)に近傍する複数の
変位値ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(a,b-1)、ｚ(a+1,b+1)、ｚ

(a+1,b)、ｚ(a+1、b-1)についてのガウス関数ｆ（ｘ，ｙ）を重み付けとして用いた加重
平均値ｚ'(a,b)に置き換えるフィルタをいう。かかる平滑化処理により、面粗さが大きい
（たとえば、面粗さＲａが５０ｎｍ以上の）裏面であっても反りの測定が可能となる。
【００２９】
　二次元のガウス関数ｆ（ｘ，ｙ）は、以下の式（１）で表される。ここで、ａおよびｂ
はそれぞれ任意に特定される測定点のＸ方向およびＹ方向の座標値を、σは標準偏差（σ
2は分散）を、Ｎは規格化定数を示す。
【００３０】
【数１】

【００３１】
　式（１）から明らかなように、測定点（ｘ，ｙ）と任意に特定される測定点（ａ，ｂ）
との距離が離れるほど、ｆ（ｘ，ｙ）の値が小さくなり、重み付けが小さくなる。また、
σの値が大きくなるほど、測定点（ｘ，ｙ）と測定点（ａ，ｂ）との距離の違いによる重
み付けの大小の差が小さくなる。
【００３２】
　上記においては、近傍する複数の変位値として、任意に特定された変位値を取り囲んで
隣接する８つの変位値ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(a,b-1)、
ｚ(a+1,b+1)、ｚ(a+1,b)およびｚ(a+1、b-1)を用いた（このようなガウシアンフィルタを
８近傍のガウシアンフィルタという）が、近傍の複数の変位値は８つに限られない。たと
えば、変位値の近傍の２４の変位値を用いることもできる（このようなガウシアンフィル
タを２４近傍のガウシアンフィルタという）。
【００３３】
　８近傍のガウシアンフィルタを用いるとは、具体的には、任意に特定された変位値ｚ(a

,b)を、図５に示す複数の変位値ｚ(a-1,b+1)、ｚ(a-1,b)、ｚ(a-1,b-1)、ｚ(a,b+1)、ｚ(

a,b)、ｚ(a,b-1)、ｚ(a+1,b+1)、ｚ(a+1,b)およびｚ(a+1、b-1)のそれぞれに対して、図
６（ａ）のカーネル（各変位値におけるフィルタの係数をマトリックス形式で表示したも
の、以下同じ）に示す各係数としてガウス関数ｆ（ｘ，ｙ）（ここで、ｘ＝ａ－１、ａ、
ａ＋１；ｙ＝ｂ－１、ｂ、ｂ＋１）の重みをつけて加重平均したｚ'(a,b)に置き換えるこ
とをいう。すなわち、以下の式（２）のようにして、ｚ'(a,b)を得ることをいう。
【００３４】
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【数２】

【００３５】
　ガウシアンフィルタの各係数となるガウス関数ｆ（ｘ，ｙ）は、任意に特定された変位
値の測定点（ａ、ｂ）からの測定点（ｘ、ｙ）の距離および標準偏差σによって決まる。
たとえば、図６（ｂ）はσ＝５、規格化前の８近傍のガウシアンフィルタの各係数ｆ（ｘ
，ｙ）の値の配列を示し、図６（ｃ）はσ＝５、規格化後の８近傍のガウシアンフィルタ
の各係数ｆ（ｘ，ｙ）の値の配列を示す。ここで、規格化とは、ガウシアンフィルタの各
係数ｆ（ｘ，ｙ）の比率を保持しながら、各係数ｆ（ｘ，ｙ）の和が１となるように補正
することをいう。
【００３６】
　また、最適平面算出ステップは、図７を参照して、反り曲面４０との距離を最小にする
最適平面５０を算出するものであれば特に制限はないが、平滑化処理がされた複数の計算
用変位値における各変位値と最適平面５０との距離の二乗の和が最小となるように最適平
面５０を算出することが好ましい。かかる最小二乗法を用いることにより、３点支持され
ている基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒ全体の平均的傾斜を示す最適平面５０が
得られる。
【００３７】
　また、反り算出ステップは、図７を参照して、反り曲面４０が最適平面５０に対して、
一方側に最も大きな変位値ｚPと前記最適平面との距離Ｄ+、および、他方側に最も大きな
変位値ｚVと前記最適平面との距離Ｄ-の和を反りとして算出する。このようにして、反り
曲面４０から、最適平面５０で示される基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒ全体の
傾斜を相殺して、基板（ＧａＮ結晶基板１０）の裏面１０ｒの反りを正確に測定すること
ができる。したがって、ＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの反りｗ(R)は、ｗ(R)＝Ｄ+＋
Ｄ-により算出される。
【００３８】
　上記のＧａＮ結晶基板の裏面の反り測定方法において、図２を参照して、上記平滑化ス
テップＳ４と、最適平面算出ステップＳ５と、反り算出ステップＳ６とを含む最適化サイ
クルＣ１を１回以上繰り返すことが好ましい。かかる最適化サイクルＣ１を１回以上繰り
返すことにより、基板１０の裏面１０ｒの反り曲面をより平滑にすることにより面粗さに
よる影響をより少なくして、裏面１０ｒの反りをより正確に測定することができる。ここ
で、最適化サイクルＣ１の繰り返し回数には特に制限はないが、最適サイクル前の反りの
値と最適化サイクル後の反りの値の差が、好ましくは０．５μｍ以下、より好ましくは０
．１μｍ以下になるまでの繰り返し回数とできる。また、最適サイクル前の反りの値に対
する最適サイクル前の反りの値と最適化サイクル後の反りの値の差の比が、好ましくは０
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．０５以下、より好ましくは０．０１以下になるまでの繰り返し回数とできる。
【００３９】
　また、図２を参照して、上記の最適化サイクルＣ１の繰り返しの間に、または、最適化
サイクルＣ１中の平滑化ステップＳ４の後に、少なくとも１回のノイズ除去ステップＳ２
を含むことが好ましい。かかるタイミングにおいて、少なくとも１回のノイズ除去ステッ
プＳ２を含むことにより、複数の変位値に含まれるノイズのより効果的な除去が可能とな
り、裏面１０ｒの反りをより正確に測定することができる。
【００４０】
　本実施形態のＧａＮ結晶基板において、裏面の面粗さＲａ(R)は、Ｒａ(R)≦１０μｍで
あることが好ましい。ここで、面粗さＲａとは、算術平均粗さＲａとも呼ばれ、粗さ曲線
からその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線から測定曲線
までの偏差の絶対値を合計してそれを基準長さで平均した値）をいう。裏面の面粗さＲａ

(R)がＲａ(R)＞１０μｍであると、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面側に半導体層として少な
くとも１層のＩＩＩ族窒化物結晶層を成長させる際に、ＧａＮ結晶基板とサセプタとの間
の接触が不均一となり、サセプタからＧａＮ結晶基板に伝わる熱の分布が不均一となる。
かかるＧａＮ結晶基板の熱分布を小さくする観点から、裏面の面粗さＲａ(R)はＲａ(R)≦
６μｍであることがより好ましい。
【００４１】
　一方、裏面の面粗さＲａ(R)が小さくなりすぎると、高温に加熱されたサセプタから放
射される熱放射光が裏面で反射され、熱反射光の基板への吸収が低下して、基板の加熱効
率が低減する。かかる観点から、裏面の面粗さＲａ(R)はＲａ(R)≧１μｍであることが好
ましく、Ｒａ(R)≧２μｍであることがより好ましい。
【００４２】
　本実施形態のＧａＮ結晶基板において、裏面の面粗さＲｙ(R)は、Ｒｙ(R)≦７５μｍで
あることが好ましい。ここで、面粗さＲｙとは、最大高さＲｙとも呼ばれ、粗さ曲線から
その平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均面から最も高い山頂
までの高さと最も低い谷底までの深さとの和をいう。裏面の面粗さＲｙ(R)がＲｙ(R)＞７
５μｍであると、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面側に半導体層として少なくとも１層のＩＩ
Ｉ族窒化物結晶層を成長させる際に、ＧａＮ結晶基板とサセプタとの間の接触が不均一と
なり、サセプタからＧａＮ結晶基板に伝わる熱の分布が不均一となる。かかるＧａＮ結晶
基板の熱分布を小さくする観点から、裏面の面粗さＲｙ(R)はＲｙ(R)≦５０μｍであるこ
とがより好ましい。
【００４３】
　一方、裏面の面粗さＲｙ(R)が小さくなりすぎると、高温に加熱されたサセプタから放
射される熱放射光が裏面で反射され、熱反射光の基板への吸収が低下して、基板の加熱効
率が低減する。かかる観点から、裏面の面粗さＲｙ(R)はＲｙ(R)≧３μｍであることが好
ましく、Ｒｙ(R)≧１０μｍであることがより好ましい。
【００４４】
　本実施形態のＧａＮ結晶基板においては、基板の結晶成長面の反りｗ(C)の絶対値、面
粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)が小さいほど、結晶成長面側に成長される半導体層であるＩＩ
Ｉ属窒化物結晶層の結晶性が高くなる。かかる観点から、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面の
反りｗ(C)は、－５０μｍ≦ｗ(C)≦５０μｍであることが好ましく、－３５μｍ≦ｗ(C)

≦４５μｍであることがより好ましい。また、結晶成長面の面粗さＲａ(C)は、Ｒａ(C)≦
１０ｎｍであることが好ましく、Ｒａ(C)≦５ｎｍであることがより好ましい。また、結
晶成長面の面粗さＲｙ(C)は、Ｒｙ(C)≦６０ｎｍであることが好ましく、Ｒｙ(C)≦３０
ｎｍであることがより好ましい。なお、ここで、反りｗ(C)は、図１を参照して、結晶成
長面１０ｃにおける最凸部の変位値ｚCPと最凹部の変位値ｚCVとの高低差と定義される。
【００４５】
　なお、本実施形態のＧａＮ結晶基板は、基板の加熱効率を高める観点から、熱放射光の
吸収係数が高い方が好ましい。かかる観点から、本実施形態のＧａＮ結晶基板におけるピ
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ーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍの光の吸収係数は、１．５ｃｍ-1以上１０ｃｍ-1以下
であることが好ましい。かかる光の吸収係数が１．５ｃｍ-1より低いと光が透過して吸収
されず、基板の加熱効率が低下する。かかる光の吸収係数が１０ｃｍ-1より高いと基板中
の不純物が多く結晶性が低下する。
【００４６】
　また、本実施形態のＧａＮ結晶基板の熱伝導率は、基板内の熱分布を小さくする観点か
ら、１６０Ｗ／ｍＫ以上であることが好ましい。また、本実施形態のＧａＮ結晶基板熱膨
張係数は、昇降温時における基板の変形を抑制する観点から、３×１０-6Ｋ-1以上６×１
０-6Ｋ-1以下であることが好ましい。
【００４７】
　（実施形態２）
　本発明にかかるＧａＮ結晶基板の製造方法は、図８を参照して、実施形態１のＧａＮ結
晶基板の製造方法であって、ＧａＮ結晶１からＧａＮ結晶基板１０を切り出す工程（図８
（ａ）を参照）およびＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒを処理する工程（図８（ｂ）を参
照）とを含み、ＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒを処理する工程は、裏面１０ｒを研削す
る工程、裏面１０ｒを研磨する工程および裏面１０ｒをエッチングする工程の少なくとも
いずれかの工程を含む。
【００４８】
　図８（ａ）を参照して、ＧａＮ結晶１からＧａＮ結晶基板１０を切り出す工程とは、成
長させたＧａＮ結晶１から、内周刃、外周刃、ワイヤーソーなどを用いて所定形状のＧａ
Ｎ結晶基板１０を切り出す工程をいう。ここで、ＧａＮ結晶１の成長方法には、特に制限
はないが、直径５．０８ｃｍ（２インチ）以上の大型の結晶が比較的短時間に得られるこ
とから、ＨＶＰＥ法、ＭＯＶＰＥ法などの気相成長法が好ましく用いられる。
【００４９】
　図８（ｂ）を参照して、ＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒを処理する工程は、ＧａＮ結
晶基板１０の裏面１０ｒを研削する工程（研削工程）、ＧａＮ結晶基板１０の裏面を研磨
する工程（研磨工程）およびＧａＮ結晶基板の裏面をエッチングする工程（エッチング工
程）の少なくともいずれかの工程を含む。かかる工程を含むＧａＮ結晶基板の裏面を処理
する工程を行なうことにより、結晶成長面の反対側の面である裏面の反りｗ(R)が－５０
μｍ≦ｗ≦５０μｍであるＧａＮ結晶基板が得られる。また、研削条件、研磨条件および
／またはエッチング条件を調節することにより、裏面の面粗さＲａ(R)がＲａ(R)≦１０μ
ｍおよび／または裏面の面粗さＲｙ(R)がＲｙ(R)≦７５μｍであるＧａＮ結晶基板が得ら
れる。
【００５０】
　ここで、研削（グライディング）とは、砥粒をボンドで固定した固定砥粒を高速回転さ
せながら対象物に接触させて、対象物の面を削り取ることをいう。かかる研削によって、
粗い面が形成される。ＧａＮ結晶基板の裏面を研削する場合、ＧａＮ結晶より硬度の高い
ＳｉＣ、Ａｌ2Ｏ3、ダイヤモンドおよびＣＢＮ（キュービックボロンナイトライド、以下
同じ）などで形成され、粒径が１０μｍ以上１００μｍ以下程度の砥粒を含む固定砥粒が
好ましく用いられる。
【００５１】
　また、研磨（ラッピング）とは、遊離砥粒（固定されていない砥粒をいう、以下同じ）
を介して定盤と対象物とを互いに回転させながら接触させて、または固定砥粒と対象物と
を互いに回転させながら接触させて、対象物の面を磨くことをいう。かかる研磨によって
、研削の場合よりも面粗さが小さい面であって微研磨（ポリシング）の場合より粗い面が
形成される。ＧａＮ結晶基板の裏面を研磨する場合、ＧａＮ結晶より硬度の高いＳｉＣ、
Ａｌ2Ｏ3、ダイヤモンドおよびＣＢＮなどで形成され、粒径が０．５μｍ以上１５μｍ以
下程度の砥粒が好ましく用いられる。
【００５２】
　また、エッチングとは、対象物の切り出し（切削）、ならびにその後の対象物の面の研
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削および／または研磨により生じた加工変質層および残留物（たとえば、切削くず、研削
くず、研磨くず、砥粒またはワックスなど）を除去するため、その面を化学的または物理
的に食刻加工することをいう（食刻部分１０ｕ）。かかるエッチングによっても面の粗さ
は維持される。ＧａＮ結晶基板の裏面をエッチングする場合、エッチング剤によるウェッ
トエッチングが好ましく行なわれる。エッチング剤としては、ＮＨ3およびＨ2Ｏ2の混合
溶液、ＫＯＨ溶液、ＮａＯＨ溶液、ＨＣｌ溶液、Ｈ2ＳＯ4溶液、Ｈ3ＰＯ4溶液、Ｈ3ＰＯ4

およびＨ2ＳＯ4の混合溶液などが好ましく用いられる。ここで、上記の溶液および混合溶
液の溶媒としては水が好ましく用いられる。また、上記エッチング剤は、水などの溶媒に
より、適宜希釈して用いることもできる。
【００５３】
　また、本実施形態のＧａＮ結晶基板の製造方法においては、ＧａＮ結晶基板の結晶成長
面を処理することが行なわれる。特性によい半導体デバイスを製造するためには、半導体
層として結晶成長面側に結晶性のよい少なくとも１層のＩＩＩ族窒化物結晶層を成長させ
る必要がある。このため、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面の反りｗ(C)は－５０μｍ≦ｗ(C)

≦５０μｍ、結晶成長面の面粗さＲａ(C)はＲａ(C)≦１０ｎｍ、結晶成長面の面粗さＲｙ

(C)はＲｙ(C)≦６０ｎｍとすることが好ましい。
【００５４】
　上記の反りｗ(C)、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)を有する結晶成長面を得るためには、
ＧａＮ結晶から切り出されたＧａＮ結晶基板の結晶成長面を処理する工程において、裏面
を処理する工程における研削工程、研磨工程および／またはエッチング工程と同様の研削
工程、研磨工程および／またはエッチング工程に加えて、微研磨（ポリシング）工程が行
なわれる。
【００５５】
　ここで、微研磨（ポリシング）とは、遊離砥粒を介して研磨パッドと対象物とを互いに
回転させながら接触させて、または固定砥粒と対象物とを互いに回転させながら接触させ
て、対象物の面を微細に磨いて平滑化することをいう。かかる微研磨によって、研磨の場
合よりも面粗さが小さい結晶成長面が形成される。
【００５６】
　このような微研磨の方法には、とくに制限はないが、機械的ポリシングまたは化学機械
的ポリシング（以下、ＣＭＰという）が好ましく用いられる。機械的ポリシングまたはＣ
ＭＰとは、それぞれ、砥粒を含むスラリーを介して研磨パッドと対象物とを互いに回転さ
せながら接触させることにより、対象物の面を機械的または化学的かつ機械的に微研磨す
る方法をいう。砥粒としては、面粗さＲａおよびＲｙを小さくするため、平均粒径が０．
１μｍ以上３μｍ以下の微粒子であって、ＧａＮ以上に硬度が高いＳｉＣ、Ｓｉ3Ｎ4、Ａ
ｌ2Ｏ3、ダイヤモンド、ＣＢＮなどや、ＧａＮよりも硬度の低いＳｉＯ2、ＣｕＯ、Ｔｉ
Ｏ2、ＺｎＯ、ＮｉＯ、Ｃｒ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＭｎＯなどが、単独または併用で
用いられる。また、化学的なポリシング効果を高めるため、スラリーは、ｐＨ≦５の酸性
、または、ｐＨ≧９の塩基性とされていること、または過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）、ジクロロ
イソシアヌル酸、硝酸、過マンガン酸カリウム、塩化銅などの酸化剤が添加されて、ＯＲ
Ｐ（酸化還元電位）が高められていること（たとえば、ＯＲＰ≧４００ｍＶ）が好ましい
。
【００５７】
　（実施形態３）
　本発明にかかる半導体デバイスの製造方法の一実施形態は、図９を参照して、基板とし
てのＧａＮ結晶基板１０を選択し、ＧａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｃ側に少なくと
も１層のＩＩＩ族窒化物結晶層２０を成長させる工程を含む。かかる製造方法により、Ｇ
ａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｃ側に、半導体層として均一なＩＩＩ族窒化物結晶層
２０を安定して成長させることができ、特性のよい半導体デバイス９９が得られる。
【００５８】
　本実施形態の半導体デバイスの製造方法は、より具体的には、まず、図９（ａ）を参照
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して、まず、ＧａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｒ上に、ＩＩＩ族窒化物結晶層２０と
して、ｎ型ＧａＮ層２１、Ｉｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２、Ａｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２３、ｐ型Ｇａ
Ｎ層２４を順次形成して、半導体積層ウエハ８０を得る。次に、図９（ｂ）を参照して、
半導体積層ウエハ８０のＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒにｎ側電極８１を形成し、ＩＩ
Ｉ族窒化物結晶層２０の上面（すなわち、ｐ型ＧａＮ層２４の上面）にｐ側電極８２を形
成して、半導体デバイスウエハ９０を得る。次に、図９（ｃ）を参照して、半導体デバイ
スウエハ９０をチップに分割して半導体デバイス９９であるＬＥＤ（発光ダイオード）を
得る。
【実施例】
【００５９】
　（比較例１）
　１．ＧａＮ結晶基板の製造
　図８（ａ）を参照して、ＨＶＰＥ法により成長させたＧａＮ結晶１０から直径５．０８
ｃｍ（２インチ）×厚さ５５０μｍのＧａＮ結晶基板１０を切り出し、図８（ｂ）を参照
して、ＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒおよび結晶成長面１０ｃを以下のようにして処理
した。裏面の処理は、粒径１２５μｍのＣＢＮ砥粒をボンドで固定した固定砥粒を用いて
研削し（研削工程）、粒径２４μｍのダイヤモンド砥粒を用いて研磨し（研磨工程）、３
０質量％のアンモニア水と、４０質量％の過酸化水素水と純水とを体積比で１：１：２で
混合させたＮＨ3およびＨ2Ｏ2の混合水溶液を用いてエッチングすること（エッチング工
程）により行なった。また、結晶成長面の処理は、平均粒径１２５μｍのＣＢＮ砥粒をボ
ンドで固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、平均粒径２０μｍ、１０μｍおよ
び５μｍのＳｉＣ砥粒を順次用いて研磨し（研磨工程）、３０質量％のＮａＯＨ水溶液を
用いてエッチングし（エッチング工程）、平均粒径１μｍのＴｉＯ2砥粒を含むｐＨ＝１
２、ＯＲＰ＝４５０ｍＶのスラリーを用いてＣＭＰすること（微研磨工程）により行なっ
た。
【００６０】
　２．ＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならびに面粗さの測定
　図１を参照して、上記の処理がされたＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの反りｗ(R)を
、レーザフォーカス方式のレーザ変位計（キーエンス社製ＬＴ－９０１０（レーザ出力部
）およびＬＴ－９５００（レーザ制御部））、ＸＹポジションコントローラ（コムス社製
ＣＰ－５００）および高速アナログ電圧データ収集装置（コムス社製ＣＡ－８００）を用
いて以下のように測定した。このレーザ変位計には、レーザ波長６７０ｎｍの赤色半導体
レーザが用いられていた。
【００６１】
　図２～図４を参照して、まず、ＧａＮ結晶基板１０を、その結晶成長面１０ｃの外周部
が３つの支持部１２ｈにより支持されるように、基板支持台１２上に配置した。次いで、
レーザ変位計１５を用いてＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの複数の測定点１０ｐにそれ
ぞれ対応する複数の変位値を検出した（基板検出ステップＳ１）。ここで、測定点１０ｐ
のピッチＰは７００μｍとして、約５０００点の複数の測定点１０ｐにそれぞれ対応する
複数の変位値を測定した。次いで、８近傍のメディアンフィルタを用いて複数の変位値に
含まれるノイズを除去した（ノイズ除去ステップＳ２）。次いで、複数の変位値からＧａ
Ｎ結晶基板１０の外周１０ｅから３つ内側までの測定点にそれぞれ対応する複数の変位値
を除去した複数の変位値からなる複数の計算用変位値を算出した（外周部除去ステップＳ
３）。
【００６２】
　次に、上記の複数の計算用変位値を、図６（ｃ）に示す規格化後のσ＝５の８近傍のガ
ウシアンフィルタを用いて、平滑化処理して反り曲面を算出した（平滑化ステップＳ４）
。次いで、平滑化処理がされた複数の計算用変位値における各変位値と最適平面との距離
の二乗の和が最小となるように最適平面を算出した（最適平面算出ステップＳ５）。次い
で、反り曲面が最適平面に対して、一方側に最も大きな変位値と最適平面との距離および
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他方側に最も大きな変位値と最適平面との距離の和を反りとして算出した（反り算出ステ
ップＳ６）。こうして算出された反りは５７．４μｍであった。
【００６３】
　次に、再び、８近傍のメディアンフィルタを用いて複数の計算用変位値に含まれるノイ
ズを除去した（ノイズ除去ステップＳ２）後、上記の平滑化ステップＳ４、最適平面算出
ステップＳ５および反り算出ステップＳ６がこの順で行なわれる最適化サイクルを１回繰
り返した。こうして算出された反りは５４．９μｍであった。
【００６４】
　次に、上記の最適化サイクルをさらに１回繰り返した。こうして算出された反りは５４
．５μｍであり、直前の算出反りとの差が０．５μｍ以下となったため、最適化サイクル
を終了し、ＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)を５４．５μｍと算出した。また、上記処
理がされたＧａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｃの反りｗ(C)を光干渉方式のフラット
ネステスタを用いて測定したところ、４８．２μｍであった。
【００６５】
　また、上記の処理がされたＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの面粗さＲａ(R)および結
晶成長面１０ｃの面粗さＲａ(C)を、それぞれ３Ｄ－ＳＥＭ（立体走査型電子顕微鏡）を
用いて１１０μｍ×８０μｍの範囲およびレーザフォーカス方式のレーザ変位計を用いて
７５０μｍ×７００μｍの範囲で測定し、かかる測定範囲から任意に特定した粗さ曲線か
らその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線から測定曲線ま
での偏差の絶対値を合計してそれを基準長さで平均することにより算出したところ、Ｒａ

(R)＝１１．８μｍ、Ｒａ(C)＝４ｎｍであった。
【００６６】
　また、上記の処理がされたＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの面粗さＲｙ(R)および結
晶成長面１０ｒの面粗さＲｙ(C)を、レーザフォーカス方式のレーザ変位計を用いて７５
０μｍ×７００μｍの範囲で測定し、かかる測定範囲から任意に特定した粗さ曲線からそ
の平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均面から最も高い山頂ま
での高さと最も低い谷底までの深さとの和を算出したところ、Ｒｙ(R)＝８９．２μｍ、
Ｒｙ(C)＝３８ｎｍであった。
【００６７】
　また、上記の処理がされたＧａＮ結晶基板１０のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍ
の光の吸収係数は、分光測定装置により測定したところ、６．８ｃｍ-1であった。また、
このＧａＮ結晶基板１０の熱伝導率は、レーザフラッフュによる二次元測定法を用いて１
８ｍｍ×１８ｍｍの範囲で測定したところ、１６５Ｗ／ｍＫであった。また、このＧａＮ
結晶基板１０の熱膨張係数は、レーザ干渉法により測定を行なったところ、４．２×１０
-6Ｋ-1であった。
【００６８】
　３．半導体デバイスの製造
　図９（ａ）を参照して、上記のＧａＮ結晶基板１０の結晶成長面１０ｃ上に、ＭＯＶＰ
Ｅ法により、ＩＩＩ族窒化物結晶層２０として、厚さ５μｍのｎ型ＧａＮ層２１、厚さ３
ｎｍのＩｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２２、厚さ６０ｎｍのＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層２３、厚さ１５０ｎ
ｍのｐ型ＧａＮ層２４を順次成長させて半導体積層ウエハ８０を得た。得られた半導体積
層ウエハ８０の発光強度の分布をフォトルミネッセンス法（以下、ＰＬ法という）により
評価した。
【００６９】
　具体的には、直径５．０８ｃｍ（２インチ）の半導体積層ウエハ８０のＩＩＩ族窒化物
結晶層２０側の主面上の複数の測定点に、ＩＩＩ族窒化物結晶層２０のいずれの層の禁制
帯幅より大きなエネルギーを有するレーザ光（ピーク波長が３２５ｎｍのＨｅ－Ｃｄレー
ザ光）を照射し、励起された発光の強度を測定した。各測定点は、上記半導体積層ウエハ
８０のＩＩＩ族窒化物結晶層２０側の主面の全体に広がっており、この主面に平行な二次
元方向に１ｍｍのピッチで配列されている。ここで、半導体積層ウエハ８０における発光
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強度の分布は、最も発光強度が大きい中央部の発光強度ＩCに対する最も発光強度が小さ
い外周８０ｅから５ｍｍ以内の外周部の発光強度ＩEの百分率（１００×ＩE／ＩC、以下
、外周部の相対発光強度という）を用いて評価した。この外周部の相対発光強度の値が小
さいほど発光強度の分布が大きく、外周部の相対発光強度の値が大きいほど発光強度の発
光強度の分布が小さいことを示す。本比較例における外周部の相対発光強度は０．０６で
あり、発光強度の分布が大きかった。結果を表１にまとめた。
【００７０】
　次に、図９（ｂ）を参照して、この半導体積層ウエハ８０を各チップに分離したときに
ＧａＮ結晶基板１０の裏面１０ｒの中央部になる位置に直径８０μｍ×厚さ１００ｎｍの
ｎ側電極８１を形成し、ｐ型ＧａＮ層２４の上面に厚さ１００ｎｍのｐ側電極８２を形成
して、半導体デバイスウエハ９０を得た。
【００７１】
　次に、図９（ｃ）を参照して、この半導体デバイスウエハ９０を４００μｍ×４００μ
ｍの各チップに分離して、半導体デバイス９９であるＬＥＤが得られた。得られた半導体
デバイス９９の歩留まり（チップ化された半導体デバイスの総数に対して一定の発光強度
を有し製品として得られる半導体デバイスの数の百分率をいう、以下同じ）は、２５％と
低かった。結果を表１にまとめた。
【００７２】
　（参考例１）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径８４μｍのＣＢＮ砥粒をボンド
で固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、粒径１２μｍのＳｉＣ砥粒を用いて研
磨し（研磨工程）、８５質量％のリン酸水溶液と９０質量％の硫酸水溶液とを体積比で１
：１で混合させたＨ3ＰＯ4およびＨ2ＳＯ4の混合水溶液を用いてエッチングすること（エ
ッチング工程）により行なったこと以外は、比較例１と同様にして、ＧａＮ結晶基板を製
造して、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならびに面粗さを測定した。
得られたＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は－２２．８μｍ、面粗さＲａ(R)は１０．２
μｍ、面粗さＲｙ(R)は７８．５μｍであった。なお、このＧａＮ結晶基板の結晶成長面
の反りｗ(C)は－１７．４であり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)はいずれも比較例１と同
様であった。また、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍの光の吸
収係数、熱伝導率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様であった。
【００７３】
　次に、本参考例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本参考例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．１６と大きかった（すなわち、発光強度
分布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは４４％と大きかった。結果を表
１にまとめた。
【００７４】
　（実施例１）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径６３μｍのＡｌ2Ｏ3砥粒をボン
ドで固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、粒径８μｍのＡｌ2Ｏ3砥粒を用いて
研磨し（研磨工程）、２５質量％のＫＯＨ水溶液を用いてエッチングすること（エッチン
グ工程）により行なったこと以外は、比較例１と同様にして、ＧａＮ結晶基板を製造して
、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならびに面粗さを測定した。得られ
たＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は－１９．１μｍ、面粗さＲａ(R)は６．８μｍ、面
粗さＲｙ(R)は５５μｍであった。なお、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面の反りｗ(C)は－１
６．７μｍであり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)はいずれも比較例１と同様であった。ま
た、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍの光の吸収係数、熱伝導
率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様であった。
【００７５】
　次に、本実施例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
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積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本実施例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．２９と大きかった（すなわち、発光強度
分布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは５７％と大きかった。結果を表
１まとめた。
【００７６】
　（実施例２）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径３２μｍのダイヤモンド砥粒を
ボンドで固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、２５質量％のＫＯＨの水溶液を
用いてエッチングすること（エッチング工程）により行なったこと以外は、比較例１と同
様にして、ＧａＮ結晶基板を製造して、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反
りならびに面粗さを測定した。得られたＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は－３．４μ
ｍ、面粗さＲａ(R)は４．９μｍ、面粗さＲｙ(R)は３１．９μｍであった。なお、ＧａＮ
結晶基板の結晶成長面の反りｗ(C)は－４．６μｍであり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)

はいずれも比較例１と同様であった。また、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎ
ｍ～５５０ｎｍの光の吸収係数、熱伝導率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様
であった。
【００７７】
　次に、本実施例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本実施例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．４１と大きかった（すなわち、発光強度
分布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは７０％と大きかった。結果を表
１にまとめた。
【００７８】
　（実施例３）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径３０μｍのＳｉＣ砥粒をボンド
で固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、粒径６μｍのダイヤモンド砥粒を用い
て研磨し（研磨工程）、３０質量％のアンモニア水と、４０質量％の過酸化水素水と純水
とを体積比で１：１：６で混合させたＮＨ3およびＨ2Ｏ2の混合水溶液を用いてエッチン
グすること（エッチング工程）により行なったこと以外は、比較例１と同様にして、Ｇａ
Ｎ結晶基板を製造して、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならびに面粗
さを測定した。得られたＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は４．８μｍ、面粗さＲａ(R)

は３．８μｍ、面粗さＲｙ(R)は２３．８μｍであった。なお、ＧａＮ結晶基板の結晶成
長面の反りｗ(C)は２．８μｍであり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)はそれぞれ比較例１
と同様であった。また、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍの光
の吸収係数、熱伝導率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様であった。
【００７９】
　次に、本実施例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本実施例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．３８と大きかった（すなわち、発光強度
分布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは６８％と大きかった。結果を表
１にまとめた。
【００８０】
　（実施例４）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径３７μｍのＳｉＣ砥粒をボンド
で固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、２５質量％のＫＯＨ水溶液を用いてエ
ッチングすること（エッチング工程）により行なったこと以外は、比較例１と同様にして
、ＧａＮ結晶基板を製造して、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならび
に面粗さを測定した。得られたＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は９．９μｍ、面粗さ
Ｒａ(R)は５．５μｍ、面粗さＲｙ(R)は３８．７μｍであった。なお、ＧａＮ結晶基板の
結晶成長面の反りｗ(C)は１０．４μｍであり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)はそれぞれ
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比較例１と同様であった。また、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０
ｎｍの光の吸収係数、熱伝導率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様であった。
【００８１】
　次に、本実施例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本実施例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．３と大きかった（すなわち、発光強度分
布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは６５％と大きかった。結果を表１
にまとめた。
【００８２】
　（参考例２）
　ＧａＮ結晶基板の製造の際の裏面の処理において、粒径７４μｍのダイヤモンド砥粒を
ボンドで固定した固定砥粒を用いて研削し（研削工程）、粒径１５μｍのＣＢＮ砥粒を用
いて研磨し（研磨工程）、８５質量％のＨ3ＰＯ4の水溶液を用いてエッチングすること（
エッチング工程）により行なったこと以外は、比較例１と同様にして、ＧａＮ結晶基板を
製造して、このＧａＮ結晶基板の裏面および結晶成長面の反りならびに面粗さを測定した
。得られたＧａＮ結晶基板の裏面の反りｗ(R)は１９．３μｍ、面粗さＲａ(R)は１０．８
μｍ、面粗さＲｙ(R)は８１．９μｍであった。なお、ＧａＮ結晶基板の結晶成長面の反
りｗ(C)は２３．０μｍであり、面粗さＲａ(C)およびＲｙ(C)はそれぞれ比較例１と同様
であった。また、このＧａＮ結晶基板のピーク波長が４５０ｎｍ～５５０ｎｍの光の吸収
係数、熱伝導率および熱膨張係数は、いずれも比較例１と同様であった。
【００８３】
　次に、本参考例で得られたＧａＮ結晶基板を用いて、比較例１と同様にして、、半導体
積層ウエハおよび半導体デバイスウエハを経て、半導体デバイスを製造した。本参考例の
半導体積層ウエハの外周部の相対発光強度は０．２６と大きかった（すなわち、発光強度
分布が小さかった）。また、半導体デバイスの歩留まりは６１％と大きかった。結果を表
１にまとめた。
【００８４】
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【表１】

【００８５】
　表１において、比較例１と参考例１、実施例１～４および参考例２とを比較すると、結
晶成長面の反対側の面である裏面の反りｗ(R)が－５０μｍ≦ｗ≦５０μｍであるＧａＮ
結晶基板の結晶成長面側に少なくとも１層のＩＩＩ族窒化物結晶層を成長させることによ
り、発光強度分布が小さい半導体積層ウエハが得られ、半導体デバイスの歩留まりが高く
なることがわかる。
【００８６】
　また、参考例１，２と実施例１～４とを比較すると、結晶成長面の反対側の面である裏
面の反りｗ(R)が－５０μｍ≦ｗ≦５０μｍ、裏面の面粗さＲａ(R)がＲａ(R)≦１０μｍ
および裏面の面粗さＲｙ(R)がＲｙ(R)≦７５μｍであるＧａＮ結晶基板の結晶成長面側に
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少なくとも１層のＩＩＩ族窒化物結晶層を成長させることにより、発光強度分布がより小
さい半導体積層ウエハが得られ、半導体デバイスの歩留まりがさらに高くなることがわか
る。
【００８７】
　さらに、実施形態３で得られる複数の半導体デバイスについて、ＧａＮ結晶基板の裏面
の反りと半導体デバイスの歩留まりとの関係を図１０に示した。図１０には、比較例１、
参考例１，２および実施例１～４についての点が含まれる。図１０に示すように、ＧａＮ
結晶基板の裏面の反りｗ(R)が、－５０μｍ≦ｗ(R)≦５０μｍのとき半導体デバイスの歩
留まりが高くなり、－３５μｍ≦ｗ(R≦４５μｍのとき半導体デバイスの歩留まりがより
高くなった。このように、好ましい裏面の反りの領域が、負（－）側より正（＋）側に大
きくなるのは、既に考察したように、図１を参照して、裏面１０ｒの反りが正（＋）の場
合には裏面１０ｒとサセプタ９０の表面との間に閉空間の空隙部９１が形成され（図１（
ａ）参照）、裏面１０ｒの反りが負（－）の場合には裏面１０ｒとサセプタ９０の表面と
の間に開空間の空隙部９１が形成され、反りが正（＋）のときの基板の熱分布が反りが負
（－）のときの基板の熱分布に比べて小さくなるためと考えられる。
【００８８】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明でなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内のすべての変更が含まれること
が意図される。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の裏面の反りを示す模式図である。
【図２】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の裏面の反り測定方法を示すフローチャートであ
る。
【図３】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の裏面の反り測定方法に用いられる測定装置を示
す模式図である。
【図４】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の裏面の反り測定方法における複数の測定点を示
す模式図である。
【図５】複数の測定点の配列を示す模式図である。
【図６】８近傍のガウシアンフィルタのカーネルを示す模式図である。ここで、（ａ）は
各係数となるガウス関数ｆ（ｘ，ｙ）の配列される位置を示し、（ｂ）はσ＝５、規格化
前の各係数の配列を示し、（ｃ）はσ＝５、規格化後の各係数の配列を示す。
【図７】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の裏面の反り測定方法における反り算出ステップ
を示す模式図である。
【図８】本発明にかかるＧａＮ結晶基板の製造方法を示す模式断面図である。
【図９】本発明にかかる半導体デバイスの製造方法を示す模式断面図である。
【図１０】ＧａＮ結晶基板の裏面の反りと半導体デバイスの歩留まりとの関係を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００９０】
　１　ＧａＮ結晶、１０　ＧａＮ結晶基板、１０ｃ　結晶成長面、１０ｅ，８０ｅ　外周
、１０ｐ　測定点、１０ｒ　裏面、１０ｕ　食刻部分、１２　基板支持台、１２ａ　非凹
部面、１２ｂ　凹部面、１２ｈ　支持部、１３　駆動部、１４　駆動装置、１５　レーザ
変位計、１６　駆動制御装置、１７　レーザ変位計制御装置、１８　データ解析装置、２
０　ＩＩＩ族窒化物結晶層、２１　ｎ型ＧａＮ層、２２　Ｉｎ0.2Ｇａ0.8Ｎ層、２３　Ａ
ｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層、２４　ｐ型ＧａＮ層、３１　レーザ光、３１ｉ　入射光、３１ｒ　反
射光、３２　位置データ、３３　変位値データ、４０　反り曲面、５０　最適平面、８０
　半導体積層ウエハ、８１　ｎ側電極、８２　ｐ側電極、９０　半導体デバイスウエハ、
９９　半導体デバイス、１００ｐ　任意に特定される測定点、１０１ｐ，１０２ｐ，１０
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３ｐ，１０４ｐ，１０５ｐ，１０６ｐ，１０７ｐ，１０８ｐ　任意に特定される測定点に
近傍する複数の測定点、１１１ｐ　外周から１つ内側の測定点、１１２ｐ　外周から２つ
内側の測定点、１２０ａ　基板支持台の非凹部面の測定点、１２０ｂ　基板支持台の凹部
面の測定点。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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