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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上方に、バンドギャップが第１のバンドギャップであるＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ
＜１）の第１の化合物半導体層を形成する工程と、
　前記第１の化合物半導体層の直上に、バンドギャップが前記第１のバンドギャップより
も広い第２のバンドギャップであるＡｌyＩｎzＧａ1-y-zＮ（０＜ｙ＜１、０＜ｚ＜１、
０＜ｙ＋ｚ≦１）の第２の化合物半導体層を形成する工程と、
　前記第２の化合物半導体層の上方に、化合物半導体積層構造を形成する工程と、
　水酸化カリウムを含む電解液中で前記第１のバンドギャップと前記第２のバンドギャッ
プとの間のエネルギを有する光を前記第１の化合物半導体層に照射し、前記第２の化合物
半導体層をエッチングストッパ層として用いながら前記第１の化合物半導体層を除去して
、前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程と、
　を有することを特徴とする化合物半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程の後に、前記基板よりも熱伝導
率が高い第２の基板を前記化合物半導体積層構造に貼り付ける工程を有することを特徴と
する請求項１に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程の後に、導電性基板を前記化合
物半導体積層構造に貼り付ける工程を有することを特徴とする請求項１に記載の化合物半
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導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の化合物半導体層に前記電解液よりも高い電位を付与することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程と、前記基板を前記化合物半導体積層構造か
ら分離する工程との間に、
　前記化合物半導体積層構造の上方に、前記第１の化合物半導体層に電気的に接続される
導電膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項４に記載の化合物半導体装置の製
造方法。
【請求項６】
　前記水酸化カリウムの濃度を０．００１ｍｏｌ／リットル乃至１０ｍｏｌ／リットルと
し、
　前記第１の化合物半導体層に前記電解液よりも２Ｖ以下高い正の電位を付与することを
特徴とする請求項４又は５に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程は、前記第２の化合物半導体層よりも格子定
数が大きい第３の化合物半導体層を前記第２の化合物半導体層上に形成する工程を有する
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程は、
　電子走行層を形成する工程と、
　前記電子走行層上に電子供給層を形成する工程と、
　を有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の
製造方法。
【請求項９】
　前記電子走行層として、前記第２の化合物半導体層よりも格子定数が大きいものを前記
第２の化合物半導体層上に形成することを特徴とする請求項８に記載の化合物半導体装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化合物半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＧａＮ等の窒化物半導体は、高耐圧・高速デバイスの材料として注目を浴びてい
る。このような高耐圧・高速デバイスとしては、電界効果トランジスタ、特に高電子移動
度トランジスタ（ＨＥＭＴ）が挙げられる。ＧａＮ系ＨＥＭＴの製造では、ＳｉＣ基板、
サファイア基板及びＧａＮ基板等の基板の上方に、ＧａＮ層、ＡｌＧａＮ層及びＡｌＮ層
等の窒化物層を結晶成長させている。
【０００３】
　ＧａＮ系ＨＥＭＴ等の窒化物半導体を用いた化合物半導体装置の基板には、ＧａＮ層等
の窒化物半導体層との格子整合が良好であること、及び高い放熱性が要求される。また、
基板の表面及び裏面に電極が設けられる構造、所謂縦型構造では、基板に導電性も要求さ
れる。しかし、サファイア基板の放熱性及び導電性は低い。ＳｉＣ基板及びＧａＮ基板は
高い放熱性を示すが、非常に高価である。
【０００４】
　そこで、窒化物半導体層との格子整合が良好な基板を用いて窒化物半導体層を形成した
後に、基板を取り去り、新たに放熱性が良好な基板、又は放熱性及び導電性が良好な基板
を貼り付ける方法について検討がされている。基板を取り去る方法としては、予め、基板
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上に犠牲層及びエッチングストッパ層を形成し、エッチングストッパ層上に素子等を形成
しておき、光電気化学エッチングにより犠牲層を除去して、基板をエッチングストッパ層
及び素子等から分離するという方法が挙げられる。犠牲層とエッチングストッパ層とのエ
ッチング選択比、及びエッチングストッパ層の基板に対する格子整合の度合いは、これら
の材料により決まる。
【０００５】
　しかしながら、従来、犠牲層とエッチングストッパ層とのエッチング選択比を大きくす
ると、基板との格子整合が良好なエッチングストッパ層を厚く形成することができない。
また、基板との格子整合が良好なエッチングストッパ層を厚く形成すると、犠牲層とエッ
チングストッパ層とのエッチング選択比が小さくなってしまう。このため、基板を適切に
取り去ることが困難となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２１８０８７号公報
【特許文献２】特開２００６－８０２７４号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Grenko J A, Reynolds Jr C L, Schlesser R, Bachmann K, Rietmeier 
Z, Davis R F and Sitar Z MRS Internet J.Nitride Semicond. Res. 9 5 (2004)
【非特許文献２】Gao Y, Stonas A R, Ben-Yaacov I, Mishra U, DenBaars S P and Hu E
 L Electron. Lett. 39 148 (2003)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、基板の付け替えに際して基板を適切に分離することができる化合物半
導体装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　化合物半導体装置の製造方法の一態様では、基板の上方に、バンドギャップが第１のバ
ンドギャップであるＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ＜１）の第１の化合物半導体層を形成する。
前記第１の化合物半導体層の直上に、バンドギャップが前記第１のバンドギャップよりも
広い第２のバンドギャップであるＡｌyＩｎzＧａ1-y-zＮ（０＜ｙ＜１、０＜ｚ＜１、０
＜ｙ＋ｚ≦１）の第２の化合物半導体層を形成する。前記第２の化合物半導体層の上方に
、化合物半導体積層構造を形成する。水酸化カリウムを含む電解液中で前記第１のバンド
ギャップと前記第２のバンドギャップとの間のエネルギを有する光を前記第１の化合物半
導体層に照射し、前記第２の化合物半導体層をエッチングストッパ層として用いながら前
記第１の化合物半導体層を除去して、前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する
。
【発明の効果】
【００１０】
　上記の化合物半導体装置の製造方法によれば、適切な第１の化合物半導体層及び第２の
化合物半導体層の組み合わせを用いているので、第１の化合物半導体層により化合物半導
体積層構造を保護しながら、第２の化合物半導体層を除去して基板を分離することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法におけるウェハ上でのレイア
ウトを示す図である。
【図２】横型ＨＥＭＴの電極のレイアウトを示す図である。
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【図３Ａ】第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ
－Ｉ線に沿った断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図３Ｃ】図３Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図３Ｄ】図３Ｃに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図３Ｅ】図３Ｄに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図４Ａ】第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ
Ｉ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図４Ｂ】図４Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図４Ｃ】図４Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図５】第１の実施形態における光電気化学エッチングの方法を示す模式図である。
【図６】光電気化学エッチング時の反応を示す図である。
【図７】種々の窒化物半導体の格子定数及びバンドギャップを示す図である。
【図８Ａ】第２の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ
－Ｉ線に沿った断面図である。
【図８Ｂ】図８Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である
。
【図９】横型ＨＥＭＴの表面側の電極のレイアウトを示す図である。
【図１０Ａ】第３の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図９中の
Ｉ－Ｉ線に沿った断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１０Ｃ】図１０Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１０Ｄ】図１０Ｃに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１０Ｅ】図１０Ｄに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１０Ｆ】図１０Ｅに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１１Ａ】第３の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図９中の
ＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１１Ｃ】図１１Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１１Ｄ】図１１Ｃに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１２】第４の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法におけるウェハ上でのレイ
アウト及び半導体レーザの表面側の電極のレイアウトを示す図である。
【図１３Ａ】第４の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図１２中
のＩ－Ｉ線に沿った断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
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【図１３Ｃ】図１３Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１４Ａ】第４の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図１２中
のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１４Ｃ】図１４Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１５Ａ】第５の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中の
Ｉ－Ｉ線に沿った断面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１５Ｃ】図１５Ｂに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１５Ｄ】図１５Ｃに引き続き、化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１６】第５の実施形態における光電気化学エッチングの方法を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　先ず、第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法について説明する。図１は、
第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法におけるウェハ上でのレイアウトを示
す図である。
【００１４】
　第１の実施形態では、図１に示すように、基板（ウェハ）をトランジスタ領域１０１、
浸透溝領域１０２及び電極溝領域１０３に区画する。トランジスタ領域１０１には、後述
のように、横型ＨＥＭＴを構成する層等を形成する。浸透溝領域１０２には、後述のよう
に、溝を形成し、この溝を介して光電気化学エッチングの際に電解液を犠牲層に接触させ
る。電極溝領域１０３には、溝を形成し、この溝の内部に電極を形成し、この電極を介し
て光電気化学エッチングの際に犠牲層に所定の電位を付与する。
【００１５】
　なお、浸透溝領域１０２及び電極溝領域１０３は、例えばダイシング領域に設ける。つ
まり、複数のトランジスタ領域１０１を縦横に並べて配列させ、隣り合う２個のトランジ
スタ領域１０１の間に、浸透溝領域１０２又は電極溝領域１０３を設ける。例えば、ある
一方向（横方向）に並ぶ複数のトランジスタ領域１０１の間に浸透溝領域１０２、電極溝
領域１０３を交互に設け、上記一方向に直交する方向（縦方向）に並ぶ複数のトランジス
タ領域１０１の間に電極溝領域１０３を設ける。
【００１６】
　次に、トランジスタ領域１０１内に形成される横型ＨＥＭＴの電極のレイアウトについ
て説明する。図２は、横型ＨＥＭＴの電極のレイアウトを示す図である。図２に示すよう
に、個々のトランジスタ領域１０１には、ゲート電極７ｇ、ソース電極７ｓ及びドレイン
電極７ｄが形成される。ゲート電極７ｇ、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの平面形
状は櫛歯状であり、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄの櫛歯部分が交互に配置される
。そして、これらの間にゲート電極７ｇの櫛歯部分が配置される。このようなマルチフィ
ンガーゲート構造を採用することにより、出力を向上させることができる。
【００１７】
　次に、第１の実施形態における各処理の詳細について説明する。図３Ａ乃至図３Ｅは、
第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ－Ｉ線に沿
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った断面図である。図４Ａ乃至図４Ｃは、第１の実施形態に係る化合物半導体装置の製造
方法を工程順に示す図２中のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【００１８】
　先ず、図３Ａ（ａ）に示すように、基板１上に、犠牲層２、エッチングストッパ層３、
電子走行層４及び電子供給層５を形成する。犠牲層２、エッチングストッパ層３、電子走
行層４及び電子供給層５の形成では、例えば、有機金属気相成長（ＭＯＣＶＤ：Metal Or
ganic Chemical Vapor Deposition）法による結晶成長を行う。基板１としては、例えば
、表面及び裏面を研磨した透明サファイア基板を用いる。犠牲層２としては、例えば、厚
さが０．１μｍ～５μｍ（例えば２μｍ）であり、不純物としてＳｉが１．５×１０18ｃ
ｍ-3程度ドーピングされたｎ型のｎ－ＧａＮ層を形成する。犠牲層２に、４００℃～７０
０℃程度の低温で成長させたＧａＮバッファ層を含ませてもよい。エッチングストッパ層
３としては、例えば、厚さが０．１μｍ～５μｍ（例えば２μｍ）のＡｌＩｎＮ層を形成
する。また、ＡｌＩｎＮ層中のＡｌ及びＩｎの総量に対するＡｌの割合は、７３原子％以
上１００原子％未満（例えば８３原子％）程度とする。電子走行層４としては、例えば、
厚さが０．１μｍ～５μｍ（例えば２μｍ）であり、ノンドープのｉ－ＧａＮ層を形成す
る。電子供給層５としては、例えば、厚さが２ｎｍ～５０ｎｍ（例えば３０ｎｍ）であり
、不純物としてＳｉが５×１０18ｃｍ-3程度ドーピングされたｎ型のｎ－ＡｌＧａＮ層を
形成する。
【００１９】
　次いで、図３Ａ（ｂ）に示すように、電子供給層５上にパッシベーション膜６を形成す
る。パッシベーション膜６としては、例えば、厚さが５ｎｍ～５００ｎｍ（例えば１００
ｎｍ）のシリコン窒化膜をＣＶＤ法により形成する。
【００２０】
　その後、図３Ａ（ｃ）に示すように、パッシベーション膜６上に、ソース電極７ｓを形
成する予定の領域を開口する開口部９１ｓ及びドレイン電極７ｄを形成する予定の領域を
開口する開口部９１ｄが形成されたレジストパターン９１を形成する。続いて、レジスト
パターン９１をマスクとして用いてパッシベーション膜６のドライエッチングを行う。こ
の結果、パッシベーション膜６のソース電極７ｓを形成する予定の領域に開口部６ｓが形
成され、ドレイン電極７ｄを形成する予定の領域に開口部６ｄが形成される。
【００２１】
　次いで、図３Ｂ（ｄ）に示すように、リフトオフ法により、開口部６ｓ内にソース電極
７ｓを形成し、開口部６ｄ内にドレイン電極７ｄを形成する。ソース電極７ｓ及びドレイ
ン電極７ｄの形成では、例えば、蒸着法により、厚さが３０ｎｍ程度のＴｉ膜及び厚さが
１００ｎｍ程度のＡｌ膜をこの順で開口部６ｓ及び６ｄ内並びにレジストパターン９１上
に形成し、レジストパターン９１をその上のＴｉ膜及びＡｌ膜と共に除去する。その後、
窒素雰囲気中にて、４００℃～１０００℃（例えば６００℃）で熱処理を行う。この結果
、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄのオーミック特性が確立する。
【００２２】
　続いて、図３Ｂ（ｅ）に示すように、パッシベーション膜６上に、ソース電極７ｓ及び
ドレイン電極７ｄを覆い、ゲート電極７ｇを形成する予定の領域を開口する開口部９２ｇ
が形成されたレジストパターン９２を形成する。次いで、レジストパターン９２をマスク
として用いてパッシベーション膜６のドライエッチングを行う。この結果、パッシベーシ
ョン膜６のゲート電極７ｇを形成する予定の領域に開口部６ｇが形成される。
【００２３】
　その後、図３Ｂ（ｆ）に示すように、リフトオフ法により、開口部６ｇ内にゲート電極
７ｇを形成する。ゲート電極７ｇの形成では、例えば、蒸着法により、厚さが１０ｎｍ程
度のＮｉ膜及び厚さが２００ｎｍ程度のＡｕ膜をこの順で開口部６ｇ内並びにレジストパ
ターン９２上に形成し、レジストパターン９２をその上のＮｉ膜及びＡｕ膜と共に除去す
る。
【００２４】
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　続いて、図３Ｃ（ｇ）に示すように、パッシベーション膜６上に、ゲート電極７ｇ、ソ
ース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを覆うパッシベーション膜８を形成する。パッシベー
ション膜８としては、例えば、厚さが１０ｎｍ～１０００ｎｍ（例えば５００ｎｍ）のシ
リコン窒化膜をＣＶＤ法により形成する。
【００２５】
　次いで、図３Ｃ（ｈ）及び図４Ａ（ａ）に示すように、パッシベーション膜８上に、浸
透溝領域１０２に開口部９３ｏが形成され、電極溝領域１０３に開口部９３ｅが形成され
たレジストパターン９３を形成する。その後、レジストパターン９３をマスクとして用い
てパッシベーション膜８及び６のドライエッチングを行う。この結果、パッシベーション
膜８及び６の浸透溝領域１０２に溝９ｏが形成され、電極溝領域１０３に溝９ｅが形成さ
れる。
【００２６】
　続いて、レジストパターン９３をマスクとして用いて電子供給層５、電子走行層４及び
エッチングストッパ層３のドライエッチングを行う。この結果、図３Ｃ（ｉ）及び図４Ａ
（ｂ）に示すように、電子供給層５、電子走行層４及びエッチングストッパ層３の浸透溝
領域１０２に犠牲層２を露出する浸透溝１０ｏが形成され、電極溝領域１０３に犠牲層２
を露出する電極溝１０ｅが形成される。このドライエッチングでは、例えばＣｌ2ガスを
用い、アンテナパワーを２００Ｗとし、バイアスパワーを３０Ｗとし、圧力を１Ｐａとす
る。
【００２７】
　次いで、図３Ｄ（ｊ）及び図４Ａ（ｃ）に示すように、電極溝１０ｅ内及びパッシベー
ション膜８上にＴｉ膜１１を形成する。Ｔｉ膜１１は、例えばリフトオフ法により形成し
、浸透溝１０ｏ内には形成されないようにする。Ｔｉ膜の厚さは、１０ｎｍ～２００ｎｍ
（例えば１００ｎｍ）とする。Ｔｉ膜１１上にＡｕ膜を形成してもよい。
【００２８】
　その後、図３Ｄ（ｋ）及び図４Ｂ（ｄ）に示すように、例えばめっき法により、Ｔｉ膜
１１上に、厚さが１μｍ～５００μｍ（例えば１００μｍ）のＮｉ膜１３を形成する。Ｎ
ｉ膜１３の形成に際しては、浸透溝１０ｏ内が汚染されないように浸透溝１０ｏ内にレジ
スト膜を形成しておき、Ｎｉ膜１３の形成後にレジスト膜を除去することが好ましい。
【００２９】
　続いて、図３Ｄ（ｌ）及び図４Ｂ（ｅ）に示すように、光電気化学エッチングによって
犠牲層２を除去し、基板１をエッチングストッパ層３から分離する。光電気化学エッチン
グの詳細については後述する。
【００３０】
　次いで、図３Ｅ（ｍ）及び図４Ｂ（ｆ）に示すように、接着剤１４を用いてエッチング
ストッパ層３に、基板１よりも熱伝導率が高い放熱基板１５を接着する。放熱基板１５の
熱伝導率は、３０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上であることが好ましく、放熱基板１５としては、多
結晶ＳｉＣ基板等を用いることができる。放熱基板１５の厚さは、例えば１００μｍ～１
ｍｍ程度である。接着剤１４の熱伝導率も高いことが好ましい。
【００３１】
　その後、図３Ｅ（ｎ）及び図４Ｃ（ｇ）に示すように、Ｎｉ膜１３及びＴｉ膜１１を除
去する。Ｎｉ膜１３及びＴｉ膜１１は、例えば硫酸及び過酸化水素水の混合液を用いて除
去することができる。Ｔｉ膜１１上にＡｕ膜が形成されている場合は、研磨を併用するこ
とが好ましい。続いて、ゲート電極７ｇ用の配線、ソース電極７ｓ用の配線及びドレイン
電極７ｄ用の配線等を形成する。このようにして、化合物半導体装置を製造することがで
きる。
【００３２】
　ここで、本実施形態における光電気化学エッチングについて説明する。図５は、第１の
実施形態における光電気化学エッチングの方法を示す模式図である。
【００３３】
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　第１の実施形態における光電気化学エッチングでは、槽７１内に水酸化カリウム（ＫＯ
Ｈ）溶液７２を注入しておき、ＫＯＨ溶液７２に、Ｎｉ膜１３の形成までの処理が行われ
た基板１を浸漬させる。また、Ｎｉ膜１３に直流電源７３の正極を接続し、直流電源７３
の負極はＫＯＨ溶液７２内の白金電極端子等の電極端子７４に接続する。従って、犠牲層
２には、Ｎｉ膜１３及びＴｉ膜１１を介して直流電源７３の正極の電位が付与される。電
解液であるアルカリ性溶液のＫＯＨ溶液７２の濃度は、例えば０．０００１ｍｏｌ／リッ
トル～１０ｍｏｌ／リットル程度であり、特に０．００１ｍｏｌ／リットル～１０ｍｏｌ
／リットルであることが好ましい。そして、直流電源７３の電圧を０Ｖ～＋２Ｖとし、基
板１を介して犠牲層２に光を照射する。犠牲層２に照射する光としては、犠牲層２を構成
する化合物半導体、例えばＧａＮのバンドギャップよりも高く、エッチングストッパ層３
を構成する化合物半導体、例えばＡｌＩｎＮのバンドギャップよりも低いエネルギを有す
る光を用いる。エッチングストッパ層３として、Ａｌ及びＩｎの総量に対するＡｌの割合
が８３原子％のＡｌＩｎＮ層が用いられている場合、波長が２５３ｎｍ～３６５ｎｍの光
を用いることができる。例えば波長が３６５ｎｍ、照度が１００ｍＷ／ｃｍ2の水銀ラン
プ光源（ｉ線）を使用することができる。なお、Ａｌ含有率によって使用することができ
る光の波長は変化する。
【００３４】
　このような電圧の印加及び光の照射が行われると、犠牲層２（ｎ－ＧａＮ層）がエッチ
ングされる。つまり、図６に示すように、犠牲層２（ｎ－ＧａＮ層）に光が照射されると
、電子（ｅ-）及び正孔（ｈ+）が生成され、生成された正孔が寄与することによりエッチ
ングが進行する。即ち、ＫＯＨ溶液７２と接している犠牲層２（ｎ－ＧａＮ層）において
、式（１）及び（２）に示す反応が生じ、Ｇａの酸化及び酸化物の溶解によってエッチン
グが進行する。
　２ＧａＮ＋６ＯＨ-＋６ｈ+→Ｇａ2Ｏ3＋Ｎ2＋３Ｈ2Ｏ・・・・・（１）
　Ｇａ2Ｏ3＋６ＯＨ-→２ＧａＯ3

3-＋３Ｈ2Ｏ・・・・・・・・・・（２）
【００３５】
　これらの反応は、直流電源７３による電圧の印加により促進される。これは、犠牲層２
がＮｉ膜１３等を介して直流電源７３に低抵抗に接続されているため、Ｎｉ膜１３等を介
して犠牲層２から電子が引き抜かれ、対極となる電極端子７４において水素の還元反応が
生じ、犠牲層２における電子及び正孔の再結合が抑制されるからである。また、本実施形
態では、浸透溝１０ｏを介してＫＯＨ溶液７２が犠牲層２と接する。これらの理由から、
犠牲層２のエッチングが高速に行われる。
【００３６】
　犠牲層２がエッチングされた後にはエッチングストッパ層３がＫＯＨ溶液７２に接する
こととなるが、エッチングストッパ層３はエッチングされない。なぜならば、照射される
光のエネルギがエッチングストッパ層３（ＡｌＩｎＮ層）のバンドギャップよりも低いか
らである。つまり、このような条件下では、エッチングストッパ層３に、図６に示すよう
な電子及び正孔が生成されず、式（１）及び（２）のような反応は生じないからである。
【００３７】
　なお、電解液であるＫＯＨ溶液７２の濃度が２ｍｏｌ／リットル、直流電源７３の電圧
が＋１Ｖの場合、ｎ－ＧａＮからなる犠牲層２のエッチングレートは、約５μｍ／分とな
る。
【００３８】
　このようにして、光電気化学エッチングを行うことができる。なお、ＫＯＨ溶液７２の
濃度が０．００１ｍｏｌ／リットル以上であることが好ましいのは、濃度がこれ未満であ
ると、エッチング速度が極端に遅くなるためである。また、ＫＯＨ溶液７２の濃度が１０
ｍｏｌ／リットル以下であることが好ましいのは、濃度がこれを超えると、エッチング中
の濃度管理が困難となるからであり、また、ＫＯＨ溶液７２に光が吸収されて温度が上昇
することがあるからである。
【００３９】
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　次に、犠牲層２及びエッチングストッパ層３間の格子整合について説明する。図７は、
種々の窒化物半導体の格子定数及びバンドギャップを示す図である。図７に示すように、
Ａｌ含有率にもよるが、Ａｌ含有率が適当な範囲にある場合、例えば７３原子％以上１０
０原子％未満の場合、ＡｌＩｎＮのバンドギャップとＧａＮのバンドギャップとの差が大
きく、また、ＡｌＩｎＮの格子定数とＧａＮの格子定数との差が小さい。このため、犠牲
層２としてＧａＮを用い、エッチングストッパ層３としてＡｌＩｎＮを用いれば、エッチ
ングストッパ層３を厚く形成することが可能となり、また、光電気化学エッチングの際に
、確実にエッチングストッパ層３を残しながら犠牲層２を除去することが可能となる。特
に、Ａｌ及びＩｎの総量に対するＡｌの割合が８３原子％の場合、ＡｌＩｎＮの格子定数
とＧａＮの格子定数とが一致するため、エッチングストッパ層３を厚く形成しやすい。ま
た、ＡｌＩｎＮに含まれるＩｎＮがエッチングされる際の中間生成物がＫＯＨ溶液に溶解
しにくいため、ＡｌＩｎＮはエッチングされにくく、エッチングストッパ層３を残しなが
ら犠牲層２を除去することが容易となる。
【００４０】
　なお、犠牲層２としてＧａＮ層を形成し、エッチングストッパ層３としてＡｌＧａＮ層
を形成する場合、図７に示すように、格子整合を良好にするためにこれらの間の格子定数
の差を小さくすると、つまり、Ａｌの割合を小さくすると、バンドギャップの差が小さく
なってしまう。逆に、光電気化学エッチングの際にエッチングストッパ層３を確実に残す
ためにバンドギャップの差を大きくすると、つまり、Ａｌの割合を大きくすると、格子定
数の差が大きくなってしまう。従って、犠牲層２としてＧａＮ層を形成し、エッチングス
トッパ層３としてＡｌＧａＮ層を形成すると、本実施形態の効果を得ることはできない。
【００４１】
　また、犠牲層２としてＩｎＧａＮ層を形成し、エッチングストッパ層３としてＧａＮ層
を形成する場合、格子整合を良好にするためにこれらの間の格子定数の差を小さくすると
、つまり、Ｉｎの割合を小さくすると、バンドギャップの差が小さくなってしまう。逆に
、光電気化学エッチングの際にエッチングストッパ層３を確実に残すためにバンドギャッ
プの差を大きくすると、つまり、Ｉｎの割合を大きくすると、格子定数の差が大きくなっ
てしまう。また、ＩｎＮがエッチングされる際の中間生成物が電解液に溶解しにくいため
、犠牲層２のエッチングが困難となる。従って、犠牲層２としてＩｎＧａＮ層を形成し、
エッチングストッパ層３としてＧａＮ層を形成すると、本実施形態の効果を得ることはで
きない。
【００４２】
　このような第１の実施形態によれば、エッチングストッパ層３を厚く形成してその上の
ＨＥＭＴの動作に関する層（電子走行層４及び電子供給層５等）を保護しながら、基板１
を適切に取り外すことができる。このため、電子走行層４及び電子供給層５の結晶性を良
好なものとしながら、放熱基板１５により高い放熱性を得ることができる。
【００４３】
　なお、犠牲層２としてノンドープのｉ－ＧａＮ層を形成してもよいが、ｎ－ＧａＮ層の
方が光電気化学エッチングを高速に行うことができるため、好ましい。これは、犠牲層２
の導電型がｎ型の場合、犠牲層２を構成する化合物半導体（ＧａＮ）の荷電子帯のバンド
が電解液（ＫＯＨ溶液７２）の界面において上に曲がり、これらの界面にエッチング反応
に寄与する正孔が蓄積されやすいためである。
【００４４】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態でも、図１及び図２に示すレ
イアウトで化合物半導体装置を製造する。図８Ａ乃至図８Ｂは、第２の実施形態に係る化
合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ－Ｉ線に沿った断面図である。
【００４５】
　先ず、第１の実施形態と同様にして、パッシベーション膜８の形成までの処理を行う（
図３Ｃ（ｇ）参照）。次いで、図８Ａ（ａ）に示すように、パッシベーション膜８上に、
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浸透溝領域１０２に開口部９３ｏが形成され（図４Ａ（ａ）参照）、電極溝領域１０３に
開口部９３ｅが形成され、平面視でソース電極７ｓの一部と重なり合う開口部９４ｓが形
成されたレジストパターン９４を形成する。その後、レジストパターン９４をマスクとし
て用いてパッシベーション膜８及び６、並びにソース電極７ｓの一部のドライエッチング
を行う。この結果、パッシベーション膜８及び６の浸透溝領域１０２に溝９ｏが形成され
（図４Ａ（ａ）参照）、電極溝領域１０３に溝９ｅが形成される。また、ソース電極７ｓ
の側面の一部を露出する溝９ｓも形成される。
【００４６】
　続いて、レジストパターン９４をマスクとして用いて電子供給層５、電子走行層４及び
エッチングストッパ層３のドライエッチングを行う。この結果、図８Ａ（ｂ）に示すよう
に、電子供給層５、電子走行層４及びエッチングストッパ層３の浸透溝領域１０２に犠牲
層２を露出する浸透溝１０ｏが形成され（図４Ａ（ｂ）参照）、電極溝領域１０３に犠牲
層２を露出する電極溝１０ｅが形成される。また、溝９ｓが延伸して犠牲層２を露出する
ソース溝１０ｓも形成される。次いで、第１の実施形態と同様にして、Ｔｉ膜１１及びＮ
ｉ膜１３を形成する。このとき、ソース溝１０ｓ内にもＴｉ膜１１及びＮｉ膜１３を形成
する。従って、ソース電極７ｓがＮｉ膜１３に電気的に導通される。
【００４７】
　その後、図８Ａ（ｃ）に示すように、第１の実施形態と同様にして、光電気化学エッチ
ングによって犠牲層２を除去し、基板１をエッチングストッパ層３から分離する。
【００４８】
　続いて、図８Ｂ（ｄ）に示すように、導電性のろう材１６を用いてエッチングストッパ
層３に、導電性基板１７を貼り付ける。つまり、ろう材１６を用いてエッチングストッパ
層３と導電性基板１７とを接着する。導電性基板１７の導電率は、３０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以
上であることが好ましく、導電性基板１７としては、低抵抗Ｓｉ基板等を用いることがで
きる。導電性基板１７の厚さは、例えば１００μｍ～１ｍｍ程度である。ろう材１６とし
ては、Ａｇペースト等を用いることができる。
【００４９】
　その後、図８Ｂ（ｅ）に示すように、第１の実施形態と同様にして、Ｎｉ膜１３及びＴ
ｉ膜１１を除去する。続いて、ゲート電極７ｇ用の配線、ソース電極７ｓ用の配線及びド
レイン電極７ｄ用の配線等を形成する。このようにして、化合物半導体装置を製造するこ
とができる。
【００５０】
　このような第２の実施形態によっても第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
。また、本実施形態では、ソース電極７ｓがＮｉ膜１３等を介して導電性基板１７に電気
的に接続される。従って、ソース電極７ｓには導電性基板１７から電位を付与することが
できる。このため、ソース電極７ｓ用の配線をドレイン電極７ｄ用の配線の近傍に設ける
必要がなく、一つのトランジスタ領域１０１のチップ面積を第１の実施形態よりも小さく
することができる。また、導電性基板１７の全体がソース電極７ｓに接続されているため
、裏面フィールドプレート効果により耐圧が向上する。
【００５１】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。第１の実施形態及び第２の実施形態では、横
型ＨＥＭＴをトランジスタ領域１０１内に形成しているのに対し、第３の実施形態では、
トランジスタ領域１０１内に縦型ＨＥＭＴを形成する。図９は、横型ＨＥＭＴの表面側の
電極のレイアウトを示す図である。図９に示すように、個々のトランジスタ領域１０１に
は、ゲート電極２９ｇ及びソース電極２９ｓが形成される。ドレイン電極は、裏面側に形
成される。ソース電極２９ｓは、例えば、平面視でゲート電極２９ｇを取り囲むように配
置される。一つのトランジスタ領域１０１内に設けられる複数の縦型ＨＥＭＴのゲート電
極２９ｇ同士が共通接続され、ソース電極２９ｓ同士も共通接続される。ドレイン電極は
、複数の縦型ＨＥＭＴにより共有される。
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【００５２】
　次に、第３の実施形態における各処理の詳細について説明する。図１０Ａ乃至図１０Ｆ
は、第３の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図９中のＩ－Ｉ線
に沿った断面図である。図１１Ａ乃至図１１Ｄは、第３の実施形態に係る化合物半導体装
置の製造方法を工程順に示す図９中のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【００５３】
　先ず、図１０Ａ（ａ）に示すように、基板２１上に、犠牲層２２、エッチングストッパ
層２３、電子走行層２４及びＡｌＮ層２５を形成する。犠牲層２２、エッチングストッパ
層２３、電子走行層２４及びＡｌＮ層２５の形成では、例えば、ＭＯＣＶＤ法による結晶
成長を行う。基板２１としては、例えば、表面及び裏面を研磨した透明サファイア基板を
用いる。犠牲層２２としては、例えば、第１の実施形態の犠牲層２と同様のものを形成す
る。エッチングストッパ層２３としては、例えば、第１の実施形態のエッチングストッパ
層３と同様のものを形成する。電子走行層２４としては、例えば、厚さが０．１μｍ～２
０μｍ（例えば１μｍ）であり、不純物としてＳｉが５×１０18ｃｍ-3程度ドーピングさ
れたｎ型のｎ－ＧａＮ層を形成する。ＡｌＮ層２５の厚さは、例えば１０ｎｍ～１μｍ（
例えば１００ｎｍ）である。
【００５４】
　次いで、図１０Ａ（ｂ）に示すように、ＡｌＮ層２５上に、ゲート電極２９ｇ直下の電
流経路を設ける予定の領域を開口する開口部９５ａが形成されたレジストパターン９５を
形成する。その後、レジストパターン９５をマスクとして用いてＡｌＮ層２５のドライエ
ッチングを行う。このドライエッチングでは、例えばＣｌ2ガスを用い、アンテナパワー
を１００Ｗとし、バイアスパワーを１０Ｗとし、圧力を１Ｐａとする。この結果、ＡｌＮ
層２５に開口部９５ａに整合する溝２５ａが形成される。
【００５５】
　その後、図１０Ａ（ｃ）に示すように、レジストパターン９５を除去する。続いて、溝
２５ａ内及びＡｌＮ層２５上に電子走行層２６を形成し、その上に電子供給層２７を形成
する。電子走行層２６及び電子供給層２７の形成でも、例えば、ＭＯＣＶＤ法による結晶
成長を行う。電子走行層２６としては、例えば、厚さが０．１μｍ～２０μｍ（例えば２
μｍ）であり、不純物としてＳｉが５×１０18ｃｍ-3程度ドーピングされたｎ型のｎ－Ｇ
ａＮ層を形成する。電子供給層２７としては、厚さが２ｎｍ～５０ｎｍ（例えば３０ｎｍ
）であり、不純物としてＳｉが５×１０18ｃｍ-3程度ドーピングされたｎ型のｎ－ＡｌＧ
ａＮ層を形成する。
【００５６】
　次いで、図１０Ｂ（ｄ）に示すように、電子供給層２７上にパッシベーション膜２８を
形成する。パッシベーション膜２８としては、例えば、厚さが５ｎｍ～５００ｎｍ（例え
ば１００ｎｍ）のシリコン窒化膜をＣＶＤ法により形成する。
【００５７】
　その後、図１０Ｂ（ｅ）に示すように、パッシベーション膜２８のソース電極２９ｓを
形成する予定の領域に開口部を形成し、この開口部内に、例えばリフトオフ法により、ソ
ース電極２９ｓを形成する。ソース電極２９ｓとしては、例えば、第１の実施形態と同様
に、厚さが３０ｎｍ程度のＴｉ膜及びその上に形成された厚さが１００ｎｍ程度のＡｌ膜
の積層体を形成する。続いて、窒素雰囲気中にて、４００℃～１０００℃（例えば６００
℃）で熱処理を行う。この結果、ソース電極２９ｓのオーミック特性が確立する。
【００５８】
　次いで、図１０Ｂ（ｆ）に示すように、パッシベーション膜２８のゲート電極２９ｇを
形成する予定の領域に開口部を形成し、この開口部内に、例えばリフトオフ法により、ゲ
ート電極２９ｇを形成する。ゲート電極２９ｇとしては、例えば、第１の実施形態と同様
に、厚さが１０ｎｍ程度のＮｉ膜及びその上に形成された厚さが２００ｎｍ程度のＡｕ膜
の積層体を形成する。
【００５９】
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　その後、図１０Ｃ（ｇ）に示すように、パッシベーション膜２８上に、ゲート電極２９
ｇ及びソース電極２９ｓを覆うパッシベーション膜３０を形成する。パッシベーション膜
３０としては、例えば、厚さが１０ｎｍ～１０００ｎｍ（例えば５００ｎｍ）のシリコン
窒化膜をＣＶＤ法により形成する。
【００６０】
　続いて、図１０Ｃ（ｈ）及び図１１Ａ（ａ）に示すように、パッシベーション膜３０上
に、第１の実施形態と同様に、レジストパターン９３を形成する。次いで、レジストパタ
ーン９３をマスクとして用いてパッシベーション膜３０及び２８のドライエッチングを行
う。この結果、パッシベーション膜３０及び２８の浸透溝領域１０２に溝９ｏが形成され
、電極溝領域１０３に溝９ｅが形成される。
【００６１】
　その後、レジストパターン９３をマスクとして用いて電子供給層２７、電子走行層２６
、ＡｌＮ層２５、電子走行層２４及びエッチングストッパ層２３のドライエッチングを行
う。この結果、図１０Ｃ（ｉ）及び図１１Ａ（ｂ）に示すように、電子供給層２７、電子
走行層２６、ＡｌＮ層２５、電子走行層２４及びエッチングストッパ層２３の浸透溝領域
１０２に犠牲層２２を露出する浸透溝１０ｏが形成され、電極溝領域１０３に犠牲層２２
を露出する電極溝１０ｅが形成される。
【００６２】
　続いて、図１０Ｄ（ｊ）及び図１１Ｂ（ｃ）に示すように、第１の実施形態と同様にし
て、Ｔｉ膜１１及びＮｉ膜１３を形成する。
【００６３】
　次いで、図１０Ｄ（ｋ）及び図１１Ｂ（ｄ）に示すように、第１の実施形態と同様にし
て、光電気化学エッチングによって犠牲層２２を除去し、基板２１をエッチングストッパ
層２３から分離する。
【００６４】
　その後、図１０Ｅ（ｌ）及び図１１Ｃ（ｅ）に示すように、エッチングストッパ層２３
を除去する。エッチングストッパ層２３は、例えばドライエッチングにより除去する。
【００６５】
　続いて、図１０Ｅ（ｍ）及び図１１Ｃ（ｆ）に示すように、電極溝１０ｅ内及び電極溝
１０ｅから突出しているＴｉ膜１１及びＮｉ膜１３を除去する。Ｔｉ膜１１及びＮｉ膜１
３は、例えばイオンミリングにより除去する。
【００６６】
　次いで、図１０Ｅ（ｎ）及び図１１Ｃ（ｇ）に示すように、電子走行層２４の裏面にド
レイン電極２９ｄを形成する。ドレイン電極２９ｄの形成に際しては、浸透溝１０ｏ及び
電極溝１０ｅ内が汚染されないように浸透溝１０ｏ及び電極溝１０ｅ内にレジスト膜を形
成しておき、ドレイン電極２９ｄの形成後にレジスト膜を除去することが好ましい。ドレ
イン電極２９ｄとしては、例えば、厚さが３０ｎｍ程度のＴｉ膜及びその上に形成された
厚さが１００ｎｍ程度のＡｌ膜の積層体を形成する。その後、窒素雰囲気中にて、４００
℃～１０００℃（例えば６００℃）で熱処理を行う。この結果、ドレイン電極２９ｄのオ
ーミック特性が確立する。
【００６７】
　続いて、図１０Ｆ（ｏ）及び図１１Ｄ（ｈ）に示すように、導電性のろう材１６を用い
てドレイン電極２９ｄ及び電子走行層２４に、導電性基板１７を貼り付ける。導電性基板
１７の導電率は、３０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上であることが好ましく、導電性基板１７として
は、低抵抗Ｓｉ基板等を用いることができる。
【００６８】
　次いで、図１０Ｆ（ｐ）及び図１１Ｄ（ｉ）に示すように、Ｎｉ膜１３及びＴｉ膜１１
を除去する。その後、ゲート電極７ｇ用の配線、ソース電極７ｓ用の配線及びドレイン電
極７ｄ用の配線等を形成する。このようにして、化合物半導体装置を製造することができ
る。
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【００６９】
　このような第３の実施形態によっても第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
。また、ＨＥＭＴの構造が縦型であるため、一つのトランジスタ領域１０１のチップ面積
を第１の実施形態よりも小さくすることができる。
【００７０】
　（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。図１２は、第４の実施形態に係る化合物半導
体装置の製造方法におけるウェハ上でのレイアウト及び半導体レーザの表面側の電極のレ
イアウトを示す図である。
【００７１】
　第４の実施形態では、図１２に示すように、基板（ウェハ）をレーザ領域１０４、浸透
溝領域１０２及び電極溝領域１０３に区画する。レーザ領域１０４には、後述のように、
半導体レーザを構成する層等を形成する。レーザ領域１０４は、第１～第３の実施形態の
トランジスタ領域１０１と同様の位置に設ける。また、個々のレーザ領域１０４には、ｎ
型化合物半導体層に接続される電極４３が形成される。ｐ型化合物半導体層に接続される
電極は、裏面側に形成される。
【００７２】
　次に、第４の実施形態における各処理の詳細について説明する。図１３Ａ乃至図１３Ｃ
は、第４の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図１２中のＩ－Ｉ
線に沿った断面図である。図１４Ａ乃至図１４Ｃは、第４の実施形態に係る化合物半導体
装置の製造方法を工程順に示す図１２中のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【００７３】
　先ず、図１３Ａ（ａ）に示すように、基板３１上に、犠牲層３２、エッチングストッパ
層３３、ｐ型のｐ－ＧａＮ層３４、ｐ型の超格子層３５、ｐ型の光ガイド層３６、ｐ型の
ｐ－ＡｌＧａＮ層３７、活性層３８、ｎ型の光ガイド層３９、ｎ型の超格子層４０及びｎ
型のｎ－ＧａＮ層４１を形成する。犠牲層３２、エッチングストッパ層３３、ｐ－ＧａＮ
層３４、超格子層３５、光ガイド層３６、ｐ－ＡｌＧａＮ層３７、活性層３８、光ガイド
層３９、超格子層４０及びｎ－ＧａＮ層４１の形成では、例えば、ＭＯＣＶＤ法による結
晶成長を行う。基板３１としては、例えば、表面及び裏面を研磨した透明サファイア基板
を用いる。犠牲層３２としては、例えば、第１の実施形態の犠牲層２と同様のものを形成
する。エッチングストッパ層３３としては、例えば、第１の実施形態のエッチングストッ
パ層３と同様のものを形成する。ｐ－ＧａＮ層３４の厚さは、０．０１μｍ～０．５μｍ
（例えば０．１μｍ）程度とする。超格子層３５としては、ＡｌＧａＮ層及びＧａＮ層を
交互に積層したものを形成し、超格子層３５の厚さは、０．１μｍ～１μｍ（例えば０．
５μｍ）程度とする。光ガイド層３６としては、例えば、厚さが２ｎｍ～５０ｎｍ（例え
ば２０ｎｍ）のＧａＮ層を形成する。ｐ－ＡｌＧａＮ層３７の厚さは、２ｎｍ～５０ｎｍ
（例えば１０ｎｍ）程度とする。活性層３８としては、ＩｎＧａＮ層及びＧａＮ層を交互
に積層した多重量子井戸活性層を形成し、活性層３８の厚さは、５ｎｍ～５００ｎｍ（例
えば５０ｎｍ）程度とする。光ガイド層３９としては、例えば、厚さが０．０１μｍ～１
μｍ（例えば０．１μｍ）のＧａＮ層を形成する。超格子層４０としては、ＡｌＧａＮ層
及びＧａＮ層を交互に積層したものを形成し、超格子層４０の厚さは、０．０１μｍ～１
μｍ（例えば０．１μｍ）程度とする。ｎ－ＧａＮ層４１の厚さは、０．５μｍ～２０μ
ｍ（例えば８μｍ）程度とする。
【００７４】
　次いで、図１３Ａ（ｂ）及び図１４Ａ（ａ）に示すように、ｎ－ＧａＮ層４１上に、第
１の実施形態と同様に、レジストパターン９３を形成する。その後、レジストパターン９
３をマスクとして用いてｎ－ＧａＮ層４１、超格子層４０、光ガイド層３９、活性層３８
、ｐ－ＡｌＧａＮ層３７、光ガイド層３６、超格子層３５、ｐ－ＧａＮ層３４及びエッチ
ングストッパ層３３のドライエッチングを行う。この結果、ｎ－ＧａＮ層４１、超格子層
４０、光ガイド層３９、活性層３８、ｐ－ＡｌＧａＮ層３７、光ガイド層３６、超格子層
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３５、ｐ－ＧａＮ層３４及びエッチングストッパ層３３の浸透溝領域１０２に犠牲層３２
を露出する浸透溝１０ｏが形成され、電極溝領域１０３に犠牲層３２を露出する電極溝１
０ｅが形成される。
【００７５】
　その後、図１３Ａ（ｃ）及び図１４Ａ（ｂ）に示すように、第１の実施形態と同様にし
て、Ｔｉ膜１１及びＮｉ膜１３を形成する。
【００７６】
　続いて、図１３Ｂ（ｄ）及び図１４Ａ（ｃ）に示すように、第１の実施形態と同様にし
て、光電気化学エッチングによって犠牲層３２を除去し、基板３１をエッチングストッパ
層３３から分離する。
【００７７】
　次いで、図１３Ｂ（ｅ）及び図１４Ｂ（ｄ）に示すように、第４の実施形態と同様にし
て、エッチングストッパ層３３を除去し、更に、電極溝１０ｅ内及び電極溝１０ｅから突
出しているＴｉ膜１１及びＮｉ膜１３を除去する。
【００７８】
　その後、図１３Ｂ（ｆ）及び図１４Ｂ（ｅ）に示すように、ｐ－ＧａＮ層３４の裏面に
電極４２を形成する。電極４２の形成に際しては、浸透溝１０ｏ及び電極溝１０ｅ内が汚
染されないように浸透溝１０ｏ及び電極溝１０ｅ内にレジスト膜を形成しておき、電極４
２の形成後にレジスト膜を除去することが好ましい。電極４２としては、例えば、厚さが
２００ｎｍ程度のＮｉ膜及びその上に形成された厚さが３００ｎｍ程度のＡｕ膜の積層体
を形成する。続いて、窒素雰囲気中にて、４００℃～１０００℃（例えば６００℃）で熱
処理を行う。この結果、電極４２のオーミック特性が確立する。
【００７９】
　次いで、図１３Ｃ（ｇ）及び図１４Ｂ（ｆ）に示すように、導電性のろう材１６を用い
て電極４２及びｐ－ＧａＮ層３４に、導電性基板１７を貼り付ける。導電性基板１７の導
電率は、３０Ｗ／（ｍ・Ｋ）以上であることが好ましく、導電性基板１７としては、低抵
抗Ｓｉ基板等を用いることができる。
【００８０】
　その後、図１３Ｃ（ｈ）及び図１４Ｃ（ｇ）に示すように、Ｎｉ膜１３及びＴｉ膜１１
を除去する。
【００８１】
　続いて、図１３Ｃ（ｉ）及び図１４Ｃ（ｈ）に示すように、ｎ－ＧａＮ層４１上に電極
４３を形成する。電極４３の形成に際しては、浸透溝１０ｏ及び電極溝１０ｅ内が汚染さ
れないように浸透溝１０ｏ及び電極溝１０ｅ内にレジスト膜を形成しておき、電極４３の
形成後にレジスト膜を除去することが好ましい。電極４３としては、例えば、厚さが１０
０ｎｍ程度のＴｉ膜及びその上に形成された厚さが２００ｎｍ程度のＡｌ膜の積層体を形
成する。次いで、窒素雰囲気中にて、４００℃～１０００℃（例えば６００℃）で熱処理
を行う。この結果、電極４３のオーミック特性が確立する。このようにして、化合物半導
体装置を製造することができる。
【００８２】
　このような第４の実施形態によれば、半導体レーザの製造に際して、第１の実施形態と
同様の効果を得ることができる。
【００８３】
　（第５の実施形態）
　次に、第５の実施形態について説明する。第５の実施形態でも、図１及び図２に示すレ
イアウトでトランジスタ領域１０１を配置する。但し、浸透溝領域１０２及び電極溝領域
１０３は配置する必要がない。化合物半導体装置を製造する。図１５Ａ乃至図１５Ｄは、
第５の実施形態に係る化合物半導体装置の製造方法を工程順に示す図２中のＩ－Ｉ線に沿
った断面図である。
【００８４】
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　先ず、図１５Ａ（ａ）に示すように、第１の実施形態と同様にして、電子供給層５の形
成までの処理を行う。
【００８５】
　次いで、図１５Ａ（ｂ）に示すように、電子供給層５上に、平面視ですべてのトランジ
スタ領域１０１を取り囲む円周状の開口部９６ａが形成されたレジストパターン９６を形
成する。その後、レジストパターン９６をマスクとして用いて電子供給層５及び電子走行
層４並びにエッチングストッパ層３の一部のドライエッチングを行う。この結果、開口部
９６ａに整合する溝５１が形成される。なお、溝５１を犠牲層２まで到達させてもよい。
【００８６】
　続いて、図１５Ａ（ｃ）に示すように、溝５１の底面及び側面並びに電子供給層５の表
面を覆うパッシベーション膜５２を形成する。パッシベーション膜５２としては、例えば
、厚さが１０ｎｍ～１０００ｎｍ（例えば５００ｎｍ）のシリコン窒化膜をＣＶＤ法によ
り形成する。
【００８７】
　次いで、図１５Ｂ（ｄ）に示すように、基板１に犠牲層２まで到達する浸透溝１ｏ及び
電極溝１ｅを形成する。浸透溝１ｏ及び電極溝１ｅは、例えばＹＡＧレーザを用いたレー
ザアブレーション法により形成することができる。また、反応性イオンエッチングにより
形成してもよく、２８０℃程度に熱した硫酸及びリン酸を用いたウェットエッチングによ
り形成してもよい。
【００８８】
　その後、図１５Ｂ（ｅ）に示すように、電極溝１ｅ内及び基板１の裏面上に導電膜５３
を形成する。導電膜５３の形成では、例えば、厚さが１００ｎｍ程度のＴｉ膜を形成し、
その上に厚さが１００ｎｍ程度のＡｕ膜を形成する。導電膜５３は、例えばリフトオフ法
により形成し、浸透溝１ｏ内には形成されないようにする。
【００８９】
　続いて、図１５Ｂ（ｆ）に示すように、パッシベーション膜５２上に紫外線が透過する
ことが可能な支持基板５４を貼り付ける。支持基板５４としては、例えばサファイア基板
及び石英基板を用いることができる。
【００９０】
　次いで、図１５Ｃ（ｇ）に示すように、光電気化学エッチングによって犠牲層２を除去
し、基板１をエッチングストッパ層３から分離する。本実施形態では、図１６に示すよう
に、導電膜５３に直流電源７３の正極を接続する。従って、犠牲層２には、導電膜５３を
介して直流電源７３の正極の電位が付与される。また、本実施形態では、浸透溝１ｏを介
してＫＯＨ溶液７２が犠牲層２と接する。そして、直流電源７３の電圧を０Ｖ～＋２Ｖと
し、支持基板５４等を介して犠牲層２に光を照射する。この結果、第１の実施形態と同様
の反応により、犠牲層２が高速にエッチングされる。なお、溝５１の外側では、電子走行
層４及び電子供給層５もエッチングされ得るが、溝５１の内側では電子走行層４及び電子
供給層５はエッチングされない。パッシベーション膜５２によりＫＯＨ溶液７２が電子走
行層４及び電子供給層５に接触することがないからである。
【００９１】
　その後、図１５Ｃ（ｈ）に示すように、接着剤１４を用いてエッチングストッパ層３に
、基板１よりも熱伝導率が高い放熱基板１５を接着する。
【００９２】
　続いて、図１５Ｃ（ｉ）に示すように、支持基板５４を除去する。
【００９３】
　次いで、図１５Ｄ（ｊ）に示すように、第１の実施形態と同様にして、ゲート電極７ｇ
、ソース電極７ｓ及びドレイン電極７ｄを形成する。その後、ゲート電極７ｇ、ソース電
極７ｓ及びドレイン電極７ｄを覆うパッシベーション膜５５を形成する。続いて、ゲート
電極７ｇ用の配線、ソース電極７ｓ用の配線及びドレイン電極７ｄ用の配線等を形成する
。このようにして、化合物半導体装置を製造することができる。
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【００９４】
　このような第５の実施形態によっても第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
。また、犠牲層２への光の照射を、基板１ではなく支持基板５４を介して行うため、基板
１として導電性基板を用いることができる。そして、基板１として導電性基板を用いた場
合には、導電膜５３の形成を省略して、直流電源７３の正極を基板１に接続してもよい。
【００９５】
　なお、いずれの実施形態においても、浸透溝を設けなくてもよい。光電気化学エッチン
グの際の犠牲層の溶解にかかる時間が長くなるが、基板の外周部から中心まで犠牲層を溶
解させることは可能だからである。
【００９６】
　また、エッチングストッパ層上に形成する化合物半導体層（電子走行層等）の格子定数
は、エッチングストッパ層のものよりも大きいことが好ましい。このような化合物半導体
層にはエッチングストッパ層上において圧縮応力が作用しており、エッチングストッパ層
が除去されると、この圧縮応力が解放されて化合物半導体層が僅かに広がり好ましい反り
が生じるからである。
【００９７】
　また、犠牲層及びエッチングストッパ層の組成は上記のものに限定されない。例えば、
犠牲層（第１の化合物半導体層）として、ＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ＜１）を含むものを用
いてもよく、エッチングストッパ層（第２の化合物半導体層）として、ＡｌyＩｎzＧａ1-

y-zＮ（０＜ｙ＜１、０＜ｙ＋ｚ≦１）を含むものを用いてもよい。また、これらのＧａ
Ｎ系、ＡｌＩｎＮ系以外の化合物半導体を用いてもよい。
【００９８】
　また、新たに貼り付けられる基板の材料も上記のものに限定されない。例えば、多結晶
ＳｉＣ、Ｓｉ、ＡｌＮ、ＢＮ、グラファイト又はダイアモンドライクカーボンを用いても
よい。また、ＡｌＮ、ＢＮ及び／又はＢｅＯを含むセラミック材料を用いてもよい。また
、実装基板にそのまま実装されていてもよい。特に、第２の実施形態のようにソース電極
が裏面まで到達している場合には、実装基板に設けられた電極部に接続することが好まし
い。
【００９９】
　また、電子走行層及び電子供給層の材料も限定されない。例えば、電子走行層がＡｌs

Ｇａ1-sＮ（０≦ｓ＜１）を含み、電子供給層がｎ型のＡｌtＧａ1-tＮ（０＜ｔ≦１、ｓ
＜ｔ）を含んでいてもよい。但し、電子供給層のバンドギャップが電子走行層よりも広い
ことが必要である。
【０１００】
　以下、本発明の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【０１０１】
　（付記１）
　基板の上方に、第１のバンドギャップのＡｌxＧａ1-xＮ（０≦ｘ＜１）を含む第１の化
合物半導体層を形成する工程と、
　前記第１の化合物半導体層上に、前記第１のバンドギャップよりも広い第２のバンドギ
ャップのＡｌyＩｎzＧａ1-y-zＮ（０＜ｙ＜１、０＜ｙ＋ｚ≦１）を含む第２の化合物半
導体層を形成する工程と、
　前記第２の化合物半導体層の上方に、化合物半導体積層構造を形成する工程と、
　前記第１のバンドギャップと前記第２のバンドギャップとの間のエネルギを有する光を
前記第１の化合物半導体層に照射しながら前記第１の化合物半導体層を除去して、前記基
板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程と、
　を有することを特徴とする化合物半導体装置の製造方法。
【０１０２】
　（付記２）
　前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程の後に、前記基板よりも熱伝導
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率が高い第２の基板を前記化合物半導体積層構造に貼り付ける工程を有することを特徴と
する付記１に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１０３】
　（付記３）
　前記基板を前記化合物半導体積層構造から分離する工程の後に、導電性基板を前記化合
物半導体積層構造に貼り付ける工程を有することを特徴とする付記１に記載の化合物半導
体装置の製造方法。
【０１０４】
　（付記４）
　前記第１の化合物半導体層の除去を、水酸化カリウムを含む電解液中で行うことを特徴
とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１０５】
　（付記５）
　前記第１の化合物半導体層に前記電解液よりも高い電位を付与することを特徴とする付
記４に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１０６】
　（付記６）
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程と、前記基板を前記化合物半導体積層構造か
ら分離する工程との間に、
　前記化合物半導体積層構造の上方に、前記第１の化合物半導体層に電気的に接続される
導電膜を形成する工程を有することを特徴とする付記５に記載の化合物半導体装置の製造
方法。
【０１０７】
　（付記７）
　前記水酸化カリウムの濃度を０．００１ｍｏｌ／リットル乃至１０ｍｏｌ／リットルと
し、
　前記第１の化合物半導体層に前記電解液よりも２Ｖ以下高い正の電位を付与することを
特徴とする付記５又は６に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１０８】
　（付記８）
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程は、前記第２の化合物半導体層よりも格子定
数が大きい第３の化合物半導体層を前記第２の化合物半導体層上に形成する工程を有する
ことを特徴とする付記１乃至７のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１０９】
　（付記９）
　前記化合物半導体積層構造を形成する工程は、
　電子走行層を形成する工程と、
　前記電子走行層上に電子供給層を形成する工程と、
　を有することを特徴とする付記１乃至７のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製
造方法。
【０１１０】
　（付記１０）
　前記電子走行層として、前記第２の化合物半導体層よりも格子定数が大きいものを前記
第２の化合物半導体層上に形成することを特徴とする付記９に記載の化合物半導体装置の
製造方法。
【０１１１】
　（付記１１）
　前記化合物半導体積層構造として、横型高電子移動度トランジスタを形成することを特
徴とする付記１乃至８のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１１２】
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　（付記１２）
　前記化合物半導体積層構造として、縦型高電子移動度トランジスタを形成することを特
徴とする付記１乃至８のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１１３】
　（付記１３）
　前記化合物半導体積層構造として、半導体レーザを形成することを特徴とする付記１乃
至８のいずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１１４】
　（付記１４）
　前記第２の化合物半導体層におけるＡｌ及びＩｎの総量に対するＡｌの割合は７３原子
％以上１００原子％未満であることを特徴とする付記１乃至１３のいずれか１項に記載の
化合物半導体装置の製造方法。
【０１１５】
　（付記１５）
　前記光の波長は２５３ｎｍ乃至３６５ｎｍであることを特徴とする付記１乃至１４のい
ずれか１項に記載の化合物半導体装置の製造方法。
【０１１６】
　（付記１６）
　基板と、
　前記基板の上方に接着された化合物半導体積層構造と、
　を有することを特徴とする化合物半導体装置。
【０１１７】
　（付記１７）
　基板に接着材料を介して配置され、ＡｌyＩｎzＧａ1-y-zＮ（０＜ｙ＜１、０＜ｙ＋ｚ
≦１）を含む化合物半導体層と、
　前記化合物半導体層の上方に設けられ、前記化合物半導体層とは組成の異なる窒化物半
導体層と、
　を有することを特徴とする化合物半導体装置。
【符号の説明】
【０１１８】
　１、２１、３１：基板
　２、２２、３２：犠牲層
　３、２３、３３：エッチングストッパ層
　１５：放熱基板
　１７：導電性基板
　７１：槽
　７２：ＫＯＨ溶液
　７３：直流電源
　７４：電極端子
　１０１：トランジスタ領域
　１０２：浸透溝領域
　１０３：電極溝領域
　１０４：レーザ領域
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