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(57)【要約】
【課題】半導体の表面に少なくとも一つの金属コンタク
トを形成するための方法及び少なくとも一つの金属コン
タクトを備える装置を提供すること。
【解決手段】この方法は、半導体（１０）の表面（１１
）に少なくとも一つの金属コンタクト（６０）を形成す
るために使用され、半導体表面（１１）にパラジウムの
金属層（２０）を形成するステップと、前記金属層（２
０）上のマスク（４０、５０）を形成するステップと、
前記マスク（４０、５０）を用いて、少なくとも前記金
属層（２０）を構造化するステップとを含み、前記構造
化ステップによって、前記金属層の金属の側面蒸着物（
２１）が前記マスクに生成され、構造化ステップ後に、
前記マスクは前記蒸着物（２１）と構造化金属層（２０
'）との間に挟まれている。この方法は導電性ハードマ
スクに特徴がある。マスクが導電性であるので、マスク
を金属層の金属に埋め込んだままにしておくことができ
、蒸着物を除去する必要がない。蒸着物及びマスクはコ
ンタクトの一部となる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧａＮからなる半導体（１０）の表面（１１）に少なくとも一つの金属コンタクト（６
０）を形成するための方法であって、
　半導体表面（１１）にパラジウムの金属層（２０）を形成するステップと、
　前記金属層（２０）上にマスク（４０、５０）を形成するステップと、
　前記マスク（４０、５０）を用いて少なくとも前記金属層（２０）を構造化して構造化
金属層（２０'）を形成する構造化ステップと
　を含み、
　前記構造化ステップにより、前記マスクに、前記金属層（２０）の金属からなる複数の
側面蒸着物（２１）が形成され、
　前記構造化ステップ後に、前記マスクは、複数の前記側面蒸着物（２１）及び前記構造
化金属層（２０'）によって囲まれており、
　前記マスクは導電性ハードマスクであり、
　前記構造化ステップにより前記半導体（１０）が構造化され、
　前記構造化ステップは、アルゴンを用いて前記金属層（２０）をスパッタエッチングす
るステップと、塩素を用いて前記半導体（１０）をプラズマエッチングするステップとを
含む、方法。
【請求項２】
　前記マスクは、前記金属層（２０）の金属と異なる導電性材料（５０）を少なくとも一
つ含み、
　前記異なる導電性材料（５０）により前記マスクの最下層が形成され、
　前記マスクは、前記金属層（２０）の金属からなり且つ前記異なる導電性材料（５０）
上に配置される層を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記異なる導電性材料（５０）は、チタン、ニッケルまたはクロムを含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記半導体（１０）はエピタキシャル半導体である、請求項１～３のいずれか一つに記
載の方法。
【請求項５】
　前記金属コンタクト（６０）はリッジ導波管の一部である、請求項１～４のいずれか一
つに記載の方法。
【請求項６】
　前記金属コンタクト（６０）はマイクロピクセルＬＥＤまたはナノピクセルＬＥＤのＰ
側のメサ構造である、請求項１～５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項７】
　構造化されたＧａＮ半導体（１０）の表面（１１）に少なくとも一つの金属コンタクト
（６０）を備える装置であって、
　前記金属コンタクトは導電性ハードマスク材料を含み、
　前記導電性ハードマスク材料は、構造化パラジウム層（２０'）上であって、かつ、複
数のパラジウム蒸着物（２１）の間に位置し、
　前記構造化パラジウム層（２０'）は前記導電性ハードマスク材料に対応するように構
造化されたものであり、
　前記金属コンタクト（６０）の表面領域は凹面でない、装置。
【請求項８】
　すべての表面領域は平らである、請求項７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は半導体の表面に少なくとも一つの金属コンタクトを形成するための方法及び少
なくとも一つの金属コンタクトを備える装置に関する。
【０００２】
　例えばＧａＮ半導体は、様々な技術分野で利用される。一つの例としては、レーザーダ
イオードのためのリッジ導波管を製造するためのエピタキシャル半導体ウェハに利用され
る。
【０００３】
　これらの多くの応用例は、半導体の表面に金属コンタクトを必要とする。ここで、これ
らの金属コンタクトの抵抗値は、各金属コンタクトの応用の際、半導体表面の化学量論（
ｓｔｏｉｃｈｉｏｍｅｔｒｙ）、結晶欠陥および／または不純物に敏感に影響を受ける。
半導体表面の化学量論は、特に半導体を処理する間に変化し得る。
【０００４】
　金属コンタクトの抵抗値が、これらの要素の影響を受けないようにするために、半導体
のそれぞれの他のプロセスを行う前に、半導体表面に各金属層が蒸着され、マスクにより
除去できるように構造化される。金属コンタクトがまれで、化学的に非常に安定な金属で
構成された場合、これらの目的のために、例えばスパッタエッチング、ＲＩＥ（ｒｅａｃ
ｔｉｖｅ－ｉｏｎ　ｅｔｃｈｉｎｇ）、ＩＣＰ（ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　ｃｏｕｐｌｅ
ｄ　ｐｌａｓｍａ）またはＣＡＩＢＥ（ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｉｏ
ｎ　ｂｅａｍ　ｅｔｃｈｉｎｇ）のようなドライエッチング方法が要求される。
【０００５】
　これらのドライエッチング方法において、除去された金属の一部は、再蒸着の過程にお
いてマスクの表面及び縁に再度蒸着される。マスクを除去した後、マスクの縁に再蒸着さ
れた金属は、フェンスとして残る。これらのフェンスは除去しにくいため、蒸着過程にお
いて、キャビティの形成を招来し得る。このため、熱伝達が妨げられ、半導体を含む部品
の信頼性に影響を与え得る。
【０００６】
　従来技術によるフェンスの形成は、図１～図３に例示される。図１は、半導体（１０）
の表面（１１）にパラジウム（Ｐｄ）の金属層（２０）を有するＧａＮの半導体（１０）
を示す。半導体（１０）はまだ構造化されていない半導体である。図２に示すように、マ
スク（３０）が提供される。例えば、マスク（３０）はSｉNｘのハードマスクである。そ
して、金属層（２０）は、例えば、アルゴンを用いてスパッタエッチングによって構造化
される。その後、半導体（１０）は、例えば塩素を使用し、プラズマエッチングによって
、同じマスクを用いて構造化される。その後、マスクの残部が除去される。図３に示すよ
うに、マスクの除去後に、マスクの側面に蒸着された蒸着物（２１）が残り、これは構造
化金属層（２０'）の上方に突出する。
【０００７】
　マスクの除去は、例えばフッ化水素酸を用いて湿式化学エッチングによって行われる。
【０００８】
　チタンマスクを利用することによって、構造化タングステン層を形成するための方法が
、米国特許登録第５，１７６，７９２号に開示されている。　ＥＰ　０　８８９　５１９
　Ａ２は、キャパシタ用の電極構造に関するものである。白金電極は、Ｔｉ－Ａｌ－Ｎの
ハードマスクによってエッチングされ、エッチング中に白金の再蒸着は、一時的な側面の
壁のフェンスを形成させる。　ＵＳ　６，４３３，４３６　Ｂ１は、一つのステップによ
る複合エッチングプロセスにおけるマルチレベルの相互接続構造を製造することを説明す
る。　ＤＥ　１０　２００９　０３４　３５９　Ａ１は、発光ダイオード、特にＧａＮベ
ースのナノピクセルのＬＥＤ用のパラジウムベースのｐコンタクトに関するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、高い信頼度で機能する金属コンタクトを半導体表面に形成することが
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できる方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的は、請求項１に記載の方法によって達成することができる。この方法は、Ｇａ
Ｎからなる半導体の表面に少なくとも一つの金属コンタクトを形成するために使用され、
半導体表面にパラジウムの金属層を形成する段階、前記金属層上にマスクを形成するステ
ップ、及び前記マスクを用いて、少なくとも前記金属層を構造化して構造化金属層を形成
する構造化ステップを含み、前記構造化によって、前記マスクに、前記金属層の金属から
なる複数の側面蒸着物が形成され、前記構造化ステップ後に、前記マスクは、複数の前記
蒸着物及び構造化金属層によって囲まれている。この方法は、前記マスクは導電性ハード
マスクであり、前記構造化ステップにより前記半導体が構造化され、前記構造化ステップ
は、アルゴンを用いて前記金属層をスパッタエッチングするステップ、および塩素を用い
て前記半導体をプラズマエッチングするステップを含むことを特徴とする。
【００１１】
　マスクが導電性であるため、ロストマスク（ｌｏｓｔ　ｍａｓｋ）として機能し、マス
ク及び側面蒸着物を除去する必要がなく、金属コンタクトの表面領域には凹部が存在しな
い。蒸着物及びロストマスクはコンタクトの一部を形成する。
【００１２】
　有利な実施形態において、前記マスクは、前記金属層の金属とは異なる導電性材料を少
なくとも１つ含んでいる。このような場合に、前記異なる導電性材料により、前記マスク
の最下層が形成される。また、前記有利な実施形態において、前記マスクは　　金属層を
さらに含み、　前記金属層の金属からなる層は、前記異なる導電性材料上に配置される。
【００１３】
　構造化の結果、前記金属層の金属が前記異なる導電性材料を囲むので、コンタクトの導
電性がコンタクト内の前記異なる導電性材料の存在によって最小限度に限り　影響を受け
る。
【００１４】
　前記異なる導電性材料は、例えば、チタン、ニッケルまたはクロムを含む。
【００１５】
　前記半導体はエピタキシャル半導体としても良い。前記金属コンタクトはリッジ導波路
の一部としても良い。また、前記金属コンタクトはマイクロピクセルＬＥＤまたはナノピ
クセルＬＥＤのＰ側のメサ構造としても良い。
【００１６】
　本発明によれば、構造化されたＧａＮ半導体の表面に少なくとも一つの金属コンタクト
を有する請求項７に記載の装置をさらに提案する。この装置は、前記金属コンタクトは導
電性ハードマスク材料を含み、前記導電性ハードマスク材料は、構造化パラジウム層上で
あって、かつ、複数のパラジウム蒸着物の間に位置し、前記構造化パラジウム層は前記導
電性ハードマスク材料に対応するように構造化されたものであり、前記金属コンタクト（
６０）のすべての表面領域は、凸面または平らであることを特徴とする。すなわち、金属
コンタクトの表面領域は凹面ではない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　以下では、本発明について関連図面を参照し、例示的な実施形態を説明する。
【００１８】
　図１～図３は、従来技術により金属コンタクトを形成する方法を実行する間の、半導体
の異なる状態を概略的に示す。
【００１９】
　図４～図６は、本発明の例示的な実施形態により、金属コンタクトを形成する方法を実
行する間の、半導体の異なる状態を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
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　図４は、半導体（１０）の表面（１１）にパラジウム（Ｐｄ）の金属層（２０）を有す
るＧａＮの半導体（１０）を示す。ここで、　ＧａＮの半導体（１０）は構造化されてい
ない半導体である。この実施形態では、構造化されていない半導体（１０）としてエピタ
キシャル半導体が用いられるが、本発明は、他の半導体に対しても技術的効果を示し、エ
ピタキシャル半導体に限定されるものではない。
【００２１】
　図５に示すように、チタン（Ｔｉ）の最下層（５０）を含む導電性ハードマスク（４０
、５０）が提供される。パラジウムと異なる導電性材料としては、他には、ニッケル（Ｎ
ｉ）またはクロム（Ｃｒ）がある。最下層（５０）の上に配置される最上層（４０）もパ
ラジウムからなる。最上層（４０）は、必須の構成ではなく、選択的な構成であり、本実
施形態で金属層（２０）より相当に厚い。本実施形態では、最上層（４０）が最下層（５
０）上に直接配置され、２つの層だけが提供される。しかし、追加の導電性層を提供する
ことも可能である。一つの層だけ使用される場合に、前記異なる導電性材料の電気的性質
が、金属層（２０）の金属の性質と類似であればあるほど効果的である。特に、ハードマ
スクも金属層（２０）の金属からなるとしても良い。
【００２２】
　そして、金属層（２０）は、例えば、アルゴンを用いたスパッタエッチングによって構
造化される。すなわち、金属層（２０）のうち、マスクで覆われていない領域が除去され
る。ここで、最上層（４０）は、　金属層（２０）の除去と対応するように除去される。
しかし、最上層（４０）は、金属層（２０）より厚いので、金属層（２０）においてマス
クで覆われていない部分がすでに完全に除去された際に、最上層（４０）の残部が残る。
【００２３】
　金属層（２０）のマスクで覆われていない領域及び最上層（４０）の表面から除去され
た金属は、構造化金属層（２０'）の側面及びマスク層（４０、５０）の側面に、前記金
属の複数の蒸着物（２１）の形態で蒸着される。
【００２４】
　その後、半導体（１０）は、例えば、塩素を用いたプラズマエッチングによって、同じ
マスクを用いて構造化される。
【００２５】
　図６に示すように、複数の蒸着物（２１）及び層（２０'、４０）は、　異なる導電性
材料からなる層（５０）を囲む。ハードマスクの残部、すなわち、層（５０）及び層（４
０）の残部は、すべて導電性であり、コンタクトの一部として使用され得るので、マスク
及び蒸着物は除去する必要がない。したがって、金属コンタクトの表面領域に凹部が生じ
ない。また、本発明による方法は、必要とするステップの数がより少ない。層（４０）の
残部の表面を介してコンタクトが容易に接触することができ、複数の蒸着物（２１）の間
のキャビティが満たされており、蒸着物（２１）を除去する必要がない。したがって、本
発明による装置は、より高い信頼性及び機能性を有する。
【００２６】
　本発明の思想による金属コンタクトは、様々な応用例において有用に利用することがで
きる。例えば、金属コンタクトはリッジ導波管の一部になってもいい。また、金属コンタ
クトが、例えばマイクロピクセルＬＥＤまたはナノピクセルＬＥＤのｐ側のメサ構造にな
るようにしてもいい。
【００２７】
　例示的な実施形態では、金属コンタクトは、導電性のハードマスク材料を含み、このハ
ードマスク材料は、構造化パラジウム層の上であって、かつ、複数のパラジウム蒸着物の
間に位置する。ここで、金属コンタクトのすべての表面領域は、凸またはフラットである
。すなわち、この実施形態では、金属コンタクトの表面領域において凹面は存在しない。
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【国際調査報告】
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