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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面が傾斜面である凸部と、前記凸部の両側に形成され前記凸部よりも幅が狭く底面が
前記凸部の前記上面よりも深い位置にある凹部とを表面に有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上方に少なくとも前記凸部を覆うように形成された窒化物系半導体か
らなる発光層と、
　を備え、
　前記発光層は、ＩｎＧａＮからなる多重量子井戸構造を有し、前記発光層の、前記傾斜
面の高い領域に形成された第１部分は、低い領域に形成された第２部分に比べてＩｎの組
成が多く、
　前記凹部は、幅が２０μｍ以上１００μｍ以下で、深さが５μｍ以上５０μｍ以下であ
り、
　前記凸部は、幅が２００μｍ以上１ｍｍ以下であり、前記傾斜面の傾斜角度が０．１度
以上４５度以下であり、
　前記傾斜角度は０．２度以上０．４度以下であることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記半導体基板はＧａＮ基板であり、前記傾斜面は＜１１－２０＞方向に対して傾斜し
ており、前記発光層は前記半導体基板の＜１－１００＞方向に形成されていることを特徴
とする請求項１記載の半導体発光素子。
【請求項３】
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　前記半導体基板と前記発光層との間に設けられたｎ型ＧａＮ層と、前記ｎ型ＧａＮ層と
前記発光層との間に設けられたｎ型ＧａＮからなる第１のガイド層と、前記発光層上に設
けられたｐ型ＡｌＧａＮからなるオーバーフロー防止層と、前記オーバーフロー防止層上
に設けられたｐ型ＧａＮからなる第２のガイド層と、前記第２のガイド層上に設けられた
ｐ型ＧａＮからなるコンタクト層と、を備えていることを特徴とする請求項１または２記
載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記半導体基板と前記発光層との間に設けられたｎ型ＧａＮ層と、前記ｎ型ＧａＮ層と
前記発光層との間に設けられたｎ型ＡｌＧａＮからなる第１のクラッド層と、前記第１の
クラッド層と前記発光層との間に設けられたｎ型ＧａＮからなる第１のガイド層と、前記
発光層上に設けられたｐ型ＡｌＧａＮからなるオーバーフロー防止層と、前記オーバーフ
ロー防止層上に設けられた前記ｐ型ＧａＮからなる第２のガイド層と、前記第２のガイド
層上に設けられたｐ型ＡｌＧａＮからなる第２のクラッド層と、前記第２のクラッド層上
に設けられたｐ型ＧａＮからなるコンタクト層と、を備えていることを特徴とする請求項
１または２記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　上面が傾斜面である凸部と、前記凸部の両側に形成され前記凸部よりも幅が狭く底面が
前記凸部の前記上面よりも深い位置にある凹部とを表面に有する半導体基板上に窒化物系
半導体からなる発光層を形成する工程、
　を備え、
　前記発光層は、ＩｎＧａＮからなる多重量子井戸構造を有し、前記発光層の、前記傾斜
面の高い領域に形成された第１部分は、低い領域に形成された第２部分に比べてＩｎの組
成が多く、前記凹部は、幅が２０μｍ以上１００μｍ以下で、深さが５μｍ以上５０μｍ
以下であり、前記凸部は、幅が２００μｍ以上１ｍｍ以下であり、前記傾斜面の傾斜角度
が０．１度以上４５度以下であり、前記傾斜角度は０．２度以上０．４度以下であること
を特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子およびその製造方法ならびに発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体発光素子は広く表示装置、照明装置、記録装置等に用いられている。特に
誘導放出を用いない半導体発光ダイオード（ＬＥＤ）は輝度が高いために表示装置として
用いられている。また、最近新たな応用としてＬＥＤを照明として用いる試みがなされて
いる。例えば、蛍光灯の代替照明として、ＧａＮを始めとする窒化物系半導体を用いた緑
色から紫外域にかけての短波長の半導体発光素子と、蛍光体を組み合せた固体照明の技術
開発と実用化が盛んに進められている。ここで、窒化物系半導体を用いた発光ダイオード
（ＬＥＤ）等の発光素子と蛍光体の組み合わせ方を最適化し、太陽光に近い自然な白色光
を得ることは、従来の固体照明の代替化という意味で非常に重要な要素となる。
【０００３】
　一般的な白色光を得る組み合わせとして青色ＬＥＤと黄色蛍光体を組み合わせたものが
あるが、近紫外ＬＥＤチップとＲＧＢ蛍光体とを組み合わせたものは太陽光に最も近く、
前者より高演色性を得ることが可能である。
【０００４】
　しかし、このような従来の方法は、ＬＥＤチップに蛍光体を塗布する必要があり、また
、塗布方法などにより演色性が変化するなど、複雑な作製工程と微調整が必要となり、均
一に再現性よく、また簡便に白色光源を得るのが難しいという問題があった。
【０００５】
　更に、蛍光体に合わせたＬＥＤチップの波長制御のためのＩｎ（インジウム）の組成増
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加は、濃度不均一による非発光部や欠陥の増加、結晶品質の低下などを招くため高品質で
高Ｉｎ組成の結晶を得るのは難しいという問題もあった。
【０００６】
　また、半導体発光素子を照明として用いる場合に投入電力に対する発光効率が蛍光灯に
比べて低いという問題がある。
【０００７】
　一方、Ｉｎの組成比が低くても高出力の紫外線発光を可能にするＧａＮ系半導体発光素
子が開発されている（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１に記載の発光素子は、
表面に凹凸が形成された基板上にＧａＮ系結晶層からなる積層構造を形成し、この積層構
造にＩｎＧａＮ系発光層が含まれた構成となっている。そして、発光層中のＩｎ組成は基
板の凹凸に応じて面内で変調されている。しかし、この発光素子の発光波長は広くないた
め、白色光に近い演色性を得ることができない。
【特許文献１】特開２００３－２５８３０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上説明したように、従来の白色光を得るための発光素子と蛍光体の組み合わせは複雑
な工程を有し、波長制御のための高いＩｎ組成を有する発光素子を得るためには、高度に
制御された製造技術を必要とした。
【０００９】
　また、演色性の高い半導体発光素子は今までのところ知られていない。
【００１０】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたものであって、演色性の高い半導体発光素子お
よびその製造方法ならびに発光装置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】
【００１１】
　本発明の第１の態様による半導体発光素子は、上面が傾斜面である凸部と、前記凸部の
両側に形成され前記凸部よりも幅が狭く底面が前記凸部の前記上面よりも深い位置にある
凹部とを表面に有する半導体基板と、前記半導体基板の上方に少なくとも前記凸部を覆う
ように形成された窒化物系半導体からなる発光層と、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の第２の態様による発光素子は、半導体基板と、前記半導体基板上に設け
られたｎ型ＧａＮ層と、前記ｎ型ＧａＮ層上に設けられ、障壁層と井戸層とが交互に積層
された多重量子井戸構造の発光層と、前記発光層上に設けられたｐ型ＧａＮからなるコン
タクト層と、を備え、前記障壁層および前記井戸層の平均屈折率が前記発光層の上下の層
の平均屈折率よりも低いことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の第３の態様による発光装置は、支持体と、前記支持体に支持された上記
記載の半導体発光素子と、前記半導体発光素子の少なくとも一部を覆うように形成された
樹脂と、前記樹脂に分散され、前記半導体発光素子が発光する光の少なくとも一部を吸収
し、波長変換して発光する蛍光体と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の第４の態様による半導体発光素子の製造方法は、上面が傾斜面である凸
部と、前記凸部の両側に形成され前記凸部よりも幅が狭く底面が前記凸部の前記上面より
も深い位置にある凹部とを表面に有する半導体基板上に窒化物系半導体からなる発光層を
形成する工程、を備えたことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１６】
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（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による窒化物系半導体発光素子の概略の断面を図１に示す。本実
施形態の半導体発光素子は、表面に幅の異なる凸部２ａおよび凹部２ｂを有する基板２上
に形成されたｎ型のＧａＮからなるガイド層３と、このＧａＮ層３上に形成されたＩｎＧ
ａＮからなる多重量子井戸構造の発光層４と、この発光層４上に形成されたｐ型のＧａＮ
からなるガイド層５とを備えている。なお、本実施形態においては、コンタクト層および
電極は省略している。また、各層は＜０００１＞方向（紙面上では上方向）に成長される
。
【００１７】
　基板２の凸部２ａおよび凹部２ｂは、＜１－１００＞方向（図１では紙面に垂直な方向
）にストライプ状で存在し、凸部２ａの幅ｗｐは凹部２ｂの幅ｗｒより広く凸部２ａの幅
ｗｐが４００μｍ、凹部２ｂの幅ｗｒが３０μｍである。なお、凸部２ａの幅ｗｐは２０
０μｍ以上１ｍｍ以下が良い。凸部２ａの幅ｗｐが２００μｍより狭いと発光領域が狭く
なって、１チップから得る発光効率が下がってしまう。また、凸部２ａの幅ｗｐが１ｍｍ
より大きいと積層する発光層４内のＩｎ組成の面内不均一が顕著になる影響が出てしまい
、高演色性の効果が失われる。更に、この凸部２ａの幅ｗｐは、３００μｍ以上５００μ
ｍ以下であることが好ましい。
【００１８】
　凹部２ｂの幅ｗｒに関しては２０μｍ以上１００μｍ以下が良い。凹部２ｂの幅ｗｒが
２０ｎｍより狭いと凹部２ｂに隣接する両サイドの凸部２ａの成長面が交わる恐れがあり
、積層する原子・分子のマイグレーションが凸部２ａ間で自由に行なわれ、このため演色
性のよいＩｎ組成の分布が保たれずに形成されてしまう。また、凹部２ｂの幅ｗｒが１０
０μｍより大きくなると一枚のウェハーから作製される窒化物系半導体発光素子の数が少
なくなってしまうため好ましくない。更に、この凹部２ｂの幅ｗｒは、２０μｍ以上５０
μｍ以下であることが好ましい。
【００１９】
　なお、凹部２ｂの深さ、すなわち凸部２ａの傾斜面の一番低い端部からの距離は、５μ
ｍ以上５０μｍ以下であることが好ましい。結晶成長後のチップ切り出しの際のスクライ
ブラインの起点として、深さが５μｍ以上の凹部を設けることにより、切り出し・および
チップの分割が容易となる。しかし、深さが５０μｍより大きいと、凹部におけるウェハ
ーの厚さが薄くなり、強度が弱くなる。このため、所望のチップ形状に分割するためのス
クライブラインを形成する時点で、意図しない場所で凹部に沿って割れてしまい、所望の
サイズのチップが得られなくなり、生産性が損なわれる。
【００２０】
　また、本実施形態において、凸部２ａは表面が＜１１－２０＞方向（紙面の右から左の
方向）に対して傾斜した傾斜面２ａ１となっており、この傾斜面２ａ１の膜面に対する傾
斜角θは約０．３度である。なお、傾斜方向は左から右方向でも構わない。また、一つの
基板２上に異なる傾斜方向の凸部２ａが存在していても良い。異なる幅、深さ、および異
なる周期を有する凹凸が存在しても構わない。傾斜角度θは０．１度以上４５度以下が良
いが、デバイス構造を形成するため、好ましくは０．１度以上５度以下が良く、更に演色
性のよいＩｎ組成の分布を得て、平坦性を維持できるためには、傾斜角度θは０．２度以
上０．４度以下が好ましい。
【００２１】
　発光素子は、凸部２ａおよび凹部２ｂが形成された基板２上に窒化物系半導体薄膜をエ
ピタキシャル成長させることで作製する。薄膜は周知の技術である有機金属気相成長（Ｍ
ＯＣＶＤ）法や分子線エピタキシー（ＭＢＥ）法などを用いて成長することで作製が可能
である。
【００２２】
　本実施形態の比較例として、図２に示すように、凹凸のない基板１００上にｎ型のＧａ
Ｎからなるガイド層３、多重量子井戸構造のＩｎＧａＮからなる発光層４、ｐ型のＧａＮ
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からなるガイド層５を積層した発光素子を作成した。なお、各層の成長方向は、本実施形
態と同様に＜０００１＞方向である。
【００２３】
　本実施形態の発光素子と比較例の発光素子を顕微フォトルミネッセンス（ＰＬ）による
波長ピーク測定を実施したところ、比較例の発光素子の場合、４００μｍ角内における波
長分布はほぼ一定であったのに対し、本実施形態の発光素子は±２０ｎｍ～±３０ｎｍの
範囲で分布していることがわかった。またそれは、凸部２ａの傾斜面の高い部分から低い
部分へ向かうにつれ（図１では右から左に向かうにつれ）波長が短波化の方向であること
がわかった。これを以下に説明する。
【００２４】
　ＩｎＧａＮ結晶成長において、Ｉｎ原子（もしくは分子）は、成長面であるＣ面｛００
０１｝でマイグレーションなどによる移動により行き来するが、その際、それら原子が取
り込まれる場所、例えば原子層のステップ端や、原子層のステップの直線から１個から数
個の原子分ずれたキンクなどにＧａが存在しないと取り込まれずに蒸発・拡散してしまう
。このためＧａが原子層ステップ端やキンク、またマイグレーションする表層により多く
存在している状態をつくる必要がある。すなわち成長速度が速い状態にあるほどＩｎの取
り込み量は多くなる傾向となる。ここで、＜１１－２０＞方向に対して傾斜を持つ場合、
傾斜角度に応じて表層のＧａ面とＮ面の存在比が違う。このため表層の吸着面では成長速
度差が生じ、それに応じてＩｎ原子の取込み量が変化することで、積層薄膜の同一面内に
おいてＩｎ組成の分布差が形成されることになる。
【００２５】
　本実施形態の場合は、凸部２ａの傾斜面２ａ１の高い部分から低い部分へ向かってＧａ
面の存在比が小さくなる傾向であり、それにより傾斜面２ａ１の高い部分にＩｎ取込み量
の多い領域が形成され、傾斜面内での波長分布差が生じたものと考えられる。また、ステ
ップフロー成長の場合、傾斜角を持った方向へ成長が進むため、本実施形態においては、
傾斜面方向への成長が支配的である。
【００２６】
　本実施形態では、積極的に＜１１－２０＞方向に対して傾斜した方向へ成長を促し、ま
た、成長速度差を生じさせることでの相乗効果によって面内にＩｎ組成の分布差を形成し
、単一波長ではなくブロードな発光波長領域を有する発光素子を得ることが可能となる。
これにより、高度に制御された製造技術を必要とせず、演色性の高い半導体発光素子を得
ることができる。
【００２７】
　また、強引に成長速度を上げてＩｎ組成の増大させるのと違い、表面荒れや点欠陥の形
成、発光に寄与しない不純物の増加などをおこさずにＩｎ組成が高い活性層を得ることが
可能となったため、結晶品質の高い長波発光素子を得ることができ、素子寿命など信頼性
が重要なＬＤへの適応も可能となった。
【００２８】
　なお、本実施形態においては、窒化物系半導体層の主成長面方向としてはＣ面｛０００
１｝であったがその限りではなく、他の面、例えばＡ面｛１１－２０｝、Ｒ面｛１－１０
２｝、Ｍ面｛１－１００｝、または｛１－１０１｝面、｛１１－２２｝面でもよい。
【００２９】
　ここで、｛０００１｝面は（０００１）面や（０００－１）面等の等価な面を含むミラ
ー指数の包括表現である。一方、＜１－１００＞方向は六方晶系の対称性に起因した結晶
学的に等価な[１－１００]、[１０－１０]、[－１１００]、[－１０１０]、[０１－１０]
、[０－１１０]方向を含む方向群の全体を集合的に表現するミラー指数である。また、＜
１１－２０＞方向は[１１－２０]、[１－２１０]、[－２１１０]、[－１－１２０]、[－
１２－１０]、[２－１－１０]方向を含む方向群の全体を集合的に表現するミラー指数で
ある。そして、[１－１００]方向は、これに回転対称となる[１０－１０]方向とは区別さ
れる固有の方向であり、[１１－２０]は、これに回転対称となる[－１２－１０]方向や、
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[２－１－１０]方向とは区別される固有の方向を意味するミラー指数である。なお、面方
位や方向において、記号－（バー）はその直後の数字に付随して用いられる。
【００３０】
　また、本実施形態では、基板としてＧａＮを用いたが、その代わりにサファイアやＳｉ
Ｃ、ＺｎＯを用いることも可能である。
【００３１】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態による窒化物系半導体発光ダイオード（ＬＥＤ）を図３に
示す。
【００３２】
　本実施形態のＬＥＤは、第１実施形態と同様の凸部１１ａおよび凹部１１ｂを有するｎ
型ＧａＮからなる基板１１上に、ｎ型ＧａＮからなるコンタクト層１２、ｎ型ＧａＮから
なるガイド層１３、多重量子井戸構造のＩｎＧａＮからなる発光層１４、ｐ型ＡｌＧａＮ
からなるオーバーフロー防止層１５、ｐ型ＧａＮからなるガイド層１６、およびｐ型Ｇａ
Ｎからなるコンタクト層１７が、順次積層された積層構造を有している。なお、第１実施
形態と同様に凸部１１ａの表面が＜１１－２０＞方向（紙面の右から左の方向）へ傾斜し
た傾斜面１１ａ１となっている。また、凸部１１ａおよび凹部１１ｂの幅は第１実施形態
で説明した範囲の値となっている。本実施形態においては、凸部幅は４００μｍ、凹部幅
は３０μｍである。
【００３３】
　また、上記積層構造の一部分がｐ型ＧａＮからなるコンタクト層１７からｎ型ＧａＮか
らなるコンタクト層１２に達するまで除去され、露出したコンタクト層１２上にＴｉ／Ｐ
ｔ／Ａｕからなるｎ側電極１８が形成されている。また、ｐ型ＧａＮからなるコンタクト
層１７の表面にはＡｇからなるｐ側反射電極１９が形成されている。ｐ側反射電極１９は
、発光層１４からの光を反射し、光の取り出し効率を上げる効果がある。
【００３４】
　次に、本実施形態のＬＥＤの製造方法について説明する。本実施形態のＬＥＤは周知の
有機金属気相成長（ＭＯＣＶＤ）法により作成した。トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、ト
リメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、トリメチルインジウム（ＴＭＩ）、ビスシクロペンタ
ジエニルマグネシウム（Ｃｐ２Ｍｇ）を用い、ガス原料として、アンモニア（ＮＨ３）、
シラン（ＳｉＨ４）を用いた。さらに、キャリアガスとして水素及び窒素を用いた。なお
、本実施形態のＬＥＤの製造方法において、製造装置やそれら原料に限定されるものでは
ない。
【００３５】
　まず、表面に凸部１１ａおよび凹部１１ｂが形成されたｎ型ＧａＮからなる基板１１を
有機洗浄、酸洗浄によって処理し、その後ＭＯＣＶＤ装置の反応室内に導入し、高周波に
よって加熱されるサセプタ上に設置した。次いで常圧で窒素を４１Ｌ（リットル）／ｍｉ
ｎ、アンモニアを４Ｌ／ｍｉｎの流量で流しながら、温度１１００℃まで約１２分間かけ
て昇温する過程において気相エッチングを施し、基板１１の表面にできた自然酸化膜を除
去した。
【００３６】
　次いで、キャリアガスとして水素を６Ｌ／ｍｉｎ、窒素を１８Ｌ／ｍｉｎの流量で流し
、アンモニアを６Ｌ／ｍｉｎ、ＴＭＧを５０ｃｃ／ｍｉｎおよびＳｉＨ４を１０ｃｃ／ｍ
ｉｎの流量で６０分間供給することでｎ型ＧａＮからなるコンタクト層１２を形成した。
【００３７】
　続いて、そのまま温度を１０６０℃まで降温し、ＳｉＨ４を３ｃｃ／ｍｉｎの流量まで
下げて約３分間でｎ型ＧａＮからなるガイド層１３を成長した。
【００３８】
　次いで、ＴＭＧ及びＳｉＨ４の供給を停止して基板１１の温度を８００℃まで降温した
。キャリアガスを流量が２７Ｌ／ｍｉｎの窒素のみに切り替え、アンモニアを１２Ｌ／ｍ
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ｉｎ、ＴＭＧを３ｃｃ／ｍｉｎの流量で流し、この中にＴＭＩの流量を、５ｃｃ／ｍｉｎ
と１２０ｃｃ／ｍｉｎとの組み合わせで前者が約１６分、後者が約０．５分ずつ５回繰り
返すように切り替えて供給し、最後にＴＭＩを５ｃｃ／ｍｉｎの流量で約１１０分供給す
ることにより、多重量子井戸構造のＩｎＧａＮからなる発光層１４を形成した。
【００３９】
　次いで、ＴＭＧ、ＴＭＩの供給を停止して、窒素とアンモニアはそのままで１０３０℃
まで昇温した。
【００４０】
　次いで、温度を１０３０℃で保持し、水素を２１Ｌ／ｍｉｎ、窒素を２０Ｌ／ｍｉｎ、
アンモニアを４Ｌ／ｍｉｎの流量にそれぞれ切り替え、その中にＴＭＧを２５ｃｃ／分、
ＴＭＡを約３０ｃｃ／ｍｉｎ、Ｃｐ２Ｍｇを６ｃｃ／ｍｉｎの流量で約１分供給すること
によりｐ型ＡｌＧａＮからなるオーバーフロー防止層１５を形成した。
【００４１】
　次いで、このままの状態からＴＭＡのみ供給を停止し、Ｃｐ２Ｍｇの流量を８ｃｃ／ｍ
ｉｎに切り替えて約６分供給することによりｐ型ＧａＮからなるガイド層１６を形成した
。
【００４２】
　次いで、このままの状態からＣｐ２Ｍｇを５０ｃｃ／ｍｉｎの流量で約３分供給してｐ
型ＧａＮからなるコンタクト層１７を形成した。そして、有機金属原料の供給を停止し、
キャリアガスのみ引き続き供給して基板１１の温度を自然降温した。但し、アンモニアの
供給は基板１１の温度が５００℃に達した際に停止した。
【００４３】
　次いで、上記積層構造の一部をｎ型ＧａＮからなるコンタクト層１２に達するまでドラ
イエッチング法を用いて除去し、露出したコンタクト層１２上にＴｉ／Ｐｔ／Ａｕからな
るｎ側電極１８を形成した。また、ｐ型ＧａＮからなるコンタクト層１７上には、Ａｇか
らなるｐ側電極１９を形成した。その後、上記積層構造を反転させ実装することでフリッ
プチップ構造とした。
【００４４】
　次に、このようにして形成された本実施形態のＬＥＤのＩ－Ｖ特性を測定したところ、
良好なオーミック接触が得られた。このＬＥＤの動作電圧は２０ｍＡ時で３．５Ｖ～４Ｖ
、光出力は３０ｍＷとなった。また、波長測定を行なったところ波長中心が４６０ｎｍで
±３０ｎｍのブロードな波長領域でピークを得た。これは領域の違いによって複数の波長
ピークが存在し、それらが合わさることで得られたものと思われる。
【００４５】
　以上説明したように本実施形態によれば、高度に制御された製造技術を必要とせず、中
心波長に対し波長領域幅が６０ｎｍ～８０ｎｍのブロードな発光素子を得ることが可能と
なり、同じ面内に単一波長ではなく複数の波長領域が存在する演色性の高いＬＥＤを得る
ことができる。
【００４６】
　なお、本実施形態では、基板としてＧａＮを用いたが、その代わりにサファイアやＳｉ
Ｃ、ＺｎＯを用いることも可能である。また、本実施形態では、同一面側に正負の電極を
有していたが、上下に電極を有する構造であってもよい。
【００４７】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態による発光装置を図４に示す。本実施形態の発光装置は、
より演色性の高い白色光を得るために第２実施形態の発光素子１０をセラミック・パッケ
ージ（外囲器）２３内に配置されたサブマウント２６上にフリップチップ実装し、赤色蛍
光体材料を分散させた樹脂２２で封止した構成となっている。本実施形態の発光装置にお
いては、凹部を有するセラミック・パッケージ２３の上記凹部の底部を貫通するように設
けられたリード電極２７上にサブマウント２６が形成されている。このサブマウント２６
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上に一対のバンプ２５が設けられ、この一対のバンプ２５に、第２実施形態の発光素子１
０の一対の電極１８、１９が接続されるように、発光素子１０がフリップチップ実装され
ている。バンプ２５の材料としては、金属バンプやはんだを使用するが、金バンプを用い
ると好ましい。バンプ２５とリード電極２７は金線等の導電性ワイヤなどでサブマウント
２６内部を貫通して接合し電気的導通を取る。リード電極２７は電気伝導性が良いことが
求められる。リード電極２７の材料としては、鉄、銅、銅の合金等や、これらに銀、アル
ミニウム、金等の金属メッキが施されたものが使用できる。
【００４８】
　また、セラミック・パッケージ２３と発光素子１０を気密封止するためシリコーン樹脂
などの封止樹脂２２などで接着されている。封止樹脂はシリコーン樹脂に限定されるもの
ではない。例えば、透明タイプのビスフェノールＡグリシジルエーテルやビスフェノール
Ｆグリシジルエーテルなどのエポキシ樹脂などでもよい。シリコーン樹脂２２中には、上
記発光素子１０が発光する光の少なくとも一部を吸収し波長変換して発光する赤色の蛍光
体（例えばユーロピウム（Ｅｕ）を導入したＣａＡｌＳｉＮ４）が分散されている。なお
、蛍光体は赤色に限定されるものではない。セリウムで付活されたイットリウム・アルミ
ニウム・ガーネット系蛍光体や、ユーロピウムを導入した珪酸ストロンチウム・バリウム
系蛍光体、α―サイアロン蛍光体Ｃａｐ（Ｓｉ，Ａｌ）１２（Ｏ，Ｎ）１６などを使用す
ることができる。なお、記号（Ｓｉ，Ａｌ）は、ＳｉおよびＡｌの少なくとも一方を意味
し、記号（Ｏ，Ｎ）はＯおよびＮの少なくとも一方を意味する。また、赤色の蛍光体とし
てはＬａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ，Ｓｍ（：の後の元素は付活元素を示す。以下同じ。）等が用い
られる。緑色の蛍光体としてはＩｎＧａＮやＢａＭｇＡｌ２７Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ等が用
いられる。なお、赤色の蛍光体と緑色の蛍光体とを樹脂中に分散させても良い。なお、緑
色の蛍光体の代わりに或いはこれと併せて黄色の蛍光体を用いることも可能であり、例え
ば（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ等が用いられる。黄色の蛍光体を用いる場合は
、必要に応じて赤色の蛍光体を省略することもできる。
【００４９】
　この構成により、半導体発光素子１０から放出された光の一部は、蛍光体が分散された
封止樹脂２２を通過する際に蛍光体により波長変換される。この波長変換された光と、波
長変換されずに封止樹脂２２を通過した光との混色によりより演色性の高い白色光が得ら
れる。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、高度に制御された製造技術を必要とせず、
演色性の高い発光装置を得ることができる。
【００５１】
　なお、本実施形態の発光装置においては、発光素子の一対の電極１８、１９は同じ側に
形成されていたが、例えば図１６に示すように、反対側に形成された電極１８Ａ、１９Ａ
を備えた発光素子１０Ａを用いてもよい。この場合、電極１８Ａはワイヤ２８を介してパ
ッド２５に電気的に接続される。なお、ｎ側電極１８Ａは、ｎ型ＧａＮからなる基板にコ
ンタクトされる。また、ｎ側電極１８Ａとｐ側電極１９Ａとを上下逆の配置としてもよい
。
【００５２】
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態による半導体発光素子を図５に示す。本実施形態の半導体
発光素子３０は、窒化物系半導体レーザ素子であって、第１実施形態と同様の凸部３１ａ
および凹部３１ｂを有するｎ型ＧａＮからなる基板３１上に、ｎ型ＧａＮ層３２、ｎ型Ａ
ｌＧａＮからなるクラッド層３３、ｎ型ＧａＮからなる光ガイド層３４、多重量子井戸構
造のＩｎＧａＮからなる活性層３５、ｐ型ＡｌＧａＮからなるオーバーフロー防止層３６
、ｐ型ＧａＮからなる光ガイド層３７、ｐ型ＡｌＧａＮからなるクラッド層３８、ｐ型Ｇ
ａＮ層３９、およびｐ型ＧａＮからなるコンタクト層４０が、順次積層された積層構造を
有している。なお、第１実施形態と同様に凸部３１ａの表面が＜１１－２０＞方向（紙面
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の右から左の方向）へ傾斜した傾斜面３１ａ１となっている。また、凸部３１ａおよび凹
部３１ｂの幅は第１実施形態で説明した範囲に範囲の値となっている。本実施形態におい
ては、凸部幅は４００μｍ、凹部幅は３０μｍである。
【００５３】
　上記積層構造において、基板３１の下部にはｎ型電極４１が設けられている。また、基
板３１の凸部３１ａ上の傾斜面３１ａ１の高い右側すなわちＩｎ組成の高い領域に対して
、＜１－１００＞方向へ幅２μｍのリッジ形状のｐ側電極４２が紙面に垂直方向に延在す
るように設けられている。なお、リッジ形状は、ｐ型ＡｌＧａＮからなるクラッド層３８
、ｐ型ＧａＮ層３９、ｐ型ＧａＮからなるコンタクト層４０、およびｐ側電極４２によっ
て構成され、このリッジ形状により電流狭窄を行なっている。
【００５４】
　次に、本実施形態の半導体レーザ素子３０の製造方法について説明する。この半導体レ
ーザ素子３０は周知の有機金属気相成長（ＭＯＣＶＤ）法により作成した。トリメチルガ
リウム（ＴＭＧ）、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、トリメチルインジウム（ＴＭＩ
）、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ２Ｍｇ）を用い、ガス原料として、ア
ンモニア（ＮＨ３）、シラン（ＳｉＨ４）を用いた。さらに、キャリアガスとして水素及
び窒素を用いた。なお、本実施形態の半導体レーザ素子の製造方法において、製造装置や
それら原料に限定されるものではない。
【００５５】
　まず、表面に凸部３１ａおよび凹部３１ｂが形成されたｎ型ＧａＮからなる基板３１を
有機洗浄、酸洗浄によって処理し、その後ＭＯＣＶＤ装置の反応室内に導入し、高周波に
よって加熱されるサセプタ上に設置した。次いで常圧で窒素を４１Ｌ／ｍｉｎ、アンモニ
アを４Ｌ／ｍｉｎの流速で流しながら、温度１１００℃まで約１２分間かけて昇温する過
程において気相エッチングを施し、表面にできた自然酸化膜を除去した。
【００５６】
　次いで、キャリアガスとして水素を６Ｌ／ｍｉｎ、窒素を１８Ｌ／ｍｉｎの流量で供給
し、アンモニアを６Ｌ／ｍｉｎ、ＴＭＧを５０ｃｃ／ｍｉｎおよびＳｉＨ４を５ｃｃ／ｍ
ｉｎの流量で６０分間供給することでｎ型ＧａＮ層３２を形成した。
【００５７】
　続いて、そのまま温度を１０６０℃まで降温し、キャリアガスの水素を２１Ｌ／ｍｉｎ
、窒素を２０Ｌ／ｍｉｎ、アンモニアを４Ｌ／ｍｉｎの流量に切り替え、ＴＭＧを２５ｃ
ｃ／ｍｉｎ、ＴＭＡを５ｃｃ／ｍｉｎ、ＳｉＨ４を５ｃｃ／ｍｉｎの流量で１２０分間供
給することでｎ型ＡｌＧａＮからなるクラッド層３３を形成した。このままの条件でＴＭ
Ａの供給を停止し、ＳｉＨ４のみ３ｃｃ／ｍｉｎの流量まで下げて約１０分間でｎ型Ｇａ
Ｎからなる光ガイド層３４を形成した。
【００５８】
　次いで、ＴＭＧ及びＳｉＨ４の供給を停止して基板温度を８００℃まで降温した。キャ
リアガスを窒素が２７Ｌ／ｍｉｎの流量に切り替え、アンモニアを１２Ｌ／ｍｉｎ、ＴＭ
Ｇを３ｃｃ／ｍｉｎの流量で流し、この中にＴＭＩの流量を５ｃｃ／ｍｉｎと１９５ｃｃ
／ｍｉｎとの組み合わせで前者が約１６分、後者は約２分ずつ３回繰り返すように切り替
えて供給し、最後にＴＭＩを５ｃｃ／ｍｉｎの流量で約１２０分供給することにより、多
重量子井戸構造のＩｎＧａＮからなる活性層３５を形成した。
【００５９】
　次いで、ＴＭＧ、ＴＭＩの供給を停止して、窒素とアンモニアはそのままで供給し１０
３０℃まで昇温した。
【００６０】
　次いで、温度を１０３０℃で保持し、水素を２１Ｌ／ｍｉｎ、窒素を２０Ｌ／ｍｉｎ、
アンモニアを４Ｌ／ｍｉｎの流量に切り替え、その中にＴＭＧを２５ｃｃ／ｍｉｎ、ＴＭ
Ａを約３０ｃｃ／ｍｉｎ、Ｃｐ２Ｍｇを６ｃｃ／ｍｉｎの流量で約１分供給することによ
り、ｐ型ＡｌＧａＮからなるオーバーフロー防止層３６を形成した。
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【００６１】
　次いで、このままの状態からＴＭＡのみ供給を停止し、他の物（水素、窒素、アンモニ
ア、ＴＭＧ、Ｃｐ２Ｍｇ）を、流量を変えずに約２分供給することにより、ｐ型ＧａＮか
らなる光ガイド層３７を形成した。
【００６２】
　次いで、このままの状態からＴＭＡを１５ｃｃ／ｍｉｎの流量で再度供給し、Ｃｐ２Ｍ
ｇを８ｃｃ／ｍｉｎの流量に切り替えて約４０分供給することによりｐ型ＡｌＧａＮから
なるクラッド層３８を形成した。
【００６３】
　次いで、このままの状態からＴＭＡのみ供給を停止し、他の物（水素、窒素、アンモニ
ア、ＴＭＧ、Ｃｐ２Ｍｇ）を、流量を変えずに約２分供給することにより、ｐ型ＧａＮ層
３９を形成、さらに、Ｃｐ２Ｍｇのみ５０ｃｃ／ｍｉｎの流量に切り替えて約１分供給す
ることによりｐ型ＧａＮからなるコンタクト層４０を形成した。
【００６４】
　そして、有機金属原料の供給を停止し、キャリアガスのみ引き続き供給して基板温度を
自然降温した。但し、アンモニアの供給は基板温度が５００℃に達した際に停止した。
【００６５】
このようにして作製した半導体レーザ構造を、ＭＯＣＶＤ装置から取出し、基板３１の凸
部３１ａ上の傾斜の高い右側すなわちＩｎ組成の高い領域に対して、周知のドライエッチ
ング法にて[１－１００]方向へ幅２μｍとなるようストライプ状にｐ型ＡｌＧａＮからな
るクラッド層３８まで除去することでリッジを形成、露出したリッジ上のｐ型ＧａＮから
なるコンタクト層４０上にＮｉ／Ａｕからなるｐ側電極４２を形成した。
【００６６】
　また、ｎ型ＧａＮからなる基板３１の裏面には周知の真空蒸着法やスパッタ法などを用
いてＴｉ／Ｐｔ／Ａｕからなるｎ側電極４１を形成した。なお、これら電極に用いた材料
は上記材料に限定されるものではない。
【００６７】
　次に、このレーザ構造を基板側からスクライバなどを用いて［１１－２０］方向と平行
な方向に沿って劈開することで、共振器ミラーを形成した。この共振器ミラーに、ＳｉＯ

２およびＴｉＯ２からなる誘導体膜を電子ビーム蒸着法など用いて蒸着し、誘導体多層反
射膜を形成する。なお、この誘導体多層反射膜を形成する誘電体材料はＳｉＯ２やＴｉＯ

２に限定されるものではない。
【００６８】
　このようにして作製した半導体レーザ素子は波長４４０ｎｍで連続発振した。また、こ
の半導体レーザ素子のしきい値電流が２９０ｍＡ、動作電圧が７Ｖ、光出力が３０ｍＷで
あった。
【００６９】
　以上説明したように本実施形態によれば、基板に形成した凹凸部により不均一なＩｎ組
成に伴う点欠陥の形成や、発光に寄与しない不純物の増加などを抑制しつつ、高いＩｎ組
成の領域を同一面内に形成することができるため、良質な結晶品質である活性層を装備し
た長波長の窒化物系半導体レーザ素子の作製が可能となった。
【００７０】
（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態による半導体発光素子を説明する。
【００７１】
　本実施形態の半導体発光素子は、発光効率を上げるために発光層内の吸収を低減し、発
光素子内部での反射光が発光層を通過することによって生じる発光効率の低下を防ぐこと
により発光効率を上げる構成となっている。具体的には半導体発光素子は素子の内部と外
部との屈折率差によってある割合で内部反射を生じ、発光層に戻ってきた光が発光層で吸
収される。通常の直方体形状の発光素子ではこの現象により発光層で発光した光の５０%
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以上が素子外部に取り出せない状況となっている。解決策として吸収を減らすために内部
反射を低減し、外部への取り出しを増加させる方法が取られている。しかし、十分ではな
く更なる効率向上には発光層の吸収を抑えることが必要である。本実施形態においては、
発光層で発光した光が再び発光層に吸収されることを防ぐ構成にして発光効率を向上させ
ている。
【００７２】
　本実施形態による半導体発光素子を図６に示す。本実施形態の半導体発光素子５０は、
ｎ型ＧａＮからなる基板５１上に、ｎ型Ａｌ０．０２Ｇａ０．９８Ｎからなるホール閉じ
こめ層（クラッド層）５２、多重量子井戸構造のＩｎ０．２Ｇａ０．８Ｎ／Ｉｎ０．０３

Ｇａ０．８７Ａｌ０．１Ｎからなる活性層５３、ｐ型Ａｌ０．０２Ｇａ０．９８Ｎからな
る電子閉じこめ層（クラッド層）５４、ｐ型ＧａＮからなるコンタクト層５５を順次積層
した積層構造を有している。また、コンタクト層５５上にはｐ側透明電極５６が設けられ
、基板５１の裏面（クラッド層５２が設けられた側と反対側の面）にｎ側電極５７が設け
られている。なお、活性層５３はＩｎ０．０３Ｇａ０．８７Ａｌ０．１Ｎからなる膜厚２
ｎｍの障壁層、Ｉｎ０．２Ｇａ０．８Ｎからなる膜厚１．５ｎｍの井戸層（ウェル）、Ｉ
ｎ０．０３Ｇａ０．８７Ａｌ０．１Ｎからなる膜厚２ｎｍの障壁層（バリア）の順で交互
に積層し、井戸層（ウェル）が合計２０層積層された構成となっている。
【００７３】
　なお、本実施形態においては、基板５１上に、クラッド層５２、活性層５３、クラッド
層５４、コンタクト層５５を順次積層した積層構造を、ＭＯＣＶＤ法を用いた結晶積層装
置において形成した。
【００７４】
　上記積層構造を結晶積層装置より取り出し、２５０μｍ×２５０μｍの開口を有するメ
タルマスクを用いて、ｐ側電極材料となるＰｔを蒸着し、ｐ側透明電極５６のＰｔ層を形
成した。続いて、このＰｔ層上にＳｉＯ２膜を製膜し、このＳｉＯ２膜上に、Ｐｔ層の膜
面より小さい２００μｍ×２００μｍのサイズの矩形開口を有するフォトレジストからな
るレジストパターンを形成した。そして、このレジストパターンをマスクとしてフッ化ア
ンモニウムにより上記開口部に対応するＳｉＯ２膜の部分を除去し、上記開口部の底部に
Ｐｔ層を露出させた。さらに上記レジストパターンを用いて上記開口部にリフトオフ法に
よりＴｉ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜を形成することによりｐ側電極５６を形成した。続いて、
基板５１の裏面側を研磨した後、この裏面に蒸着によりＴｉ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜を形成
し、ｎ側電極５７を形成した。
【００７５】
　次にｎ型ＧａＮからなる基板５１の表面に素子に沿って第１スクライブラインを形成し
た。第１スクライブラインの形成は、ｐ側電極５６を避けてスクライブができるようにｐ
型ＧａＮからなるコンタクト層５５の表面を観察しながら行った。さらに形成された第１
スクライブラインに垂直となる第２スクライブラインを形成した。この第２スクライブラ
インの形成の際にも、ｐ側電極５６を避けて素子分離ができるようにｐ型ＧａＮからなる
コンタクト層５５の表面を観察しながら行った。上記第１および第２スクライブラインに
沿って切断することによりチップに分離した。
【００７６】
　次に、上述の製造方法によって、更に井戸層（ウェル）の総数が１０の発光素子と５の
発光素子をそれぞれ製造し、本実施形態の発光素子（ウェルの総数２０）と、ウェルの総
数が１０、５の発光素子の発光効率をそれぞれ測定した。なお、井戸層の総数が１０、５
の発光素子は、井戸層の総数が異なる以外は、本実施形態の発光素子と同じ構成となって
いる。この測定結果を図７に示す。図７からわかるように、井戸層の総数が５または１０
の発光素子では注入電流を増やすと発光効率が低下している。したがって、井戸層の総数
は２０以上であることが好ましいことになる。
【００７７】
　次に、井戸層の総数を変えずに井戸層の膜厚（ウェル厚）を２ｎｍ、３ｎｍにそれぞれ
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変化させた発光素子を制作し、それぞれの発光素子の発光効率を測定した。なお、これら
の発光素子は、井戸層の膜厚が異なる以外は、本実施形態の発光素子と同じ構成となって
いる。上記測定結果を図８に示す。図８からわかるように、井戸層の膜厚を本実施形態よ
りも厚くすると、発光効率が低下する。したがって、井戸層の膜厚は１．５ｎｍ以下であ
ることが好ましい。
【００７８】
　また、井戸層の総数を変えずに障壁層の膜厚（バリア厚）を３ｎｍの発光素子を制作し
、発光効率を測定した。なお、この発光素子は、障壁層の膜厚が異なる以外は、本実施形
態の発光素子と同じ構成となっている。上記測定結果を図９に示す。図９からわかるよう
に、障壁層の膜厚を本実施形態よりも厚くすると、発光効率が低下する。したがって、障
壁層の膜厚は２ｎｍ以下であることが好ましい。
【００７９】
　本実施形態の発光素子においては、障壁層のＡｌの組成比は０．１であったが、障壁層
のバンドギャップを変化させるために障壁層のＡｌの組成が０．０３の発光素子と、Ａｌ
の組成比が０の発光素子を作成し、それぞれの発光素子の電流に対する発光効率を測定し
た結果を図１０に示す。図１０からわかるように、障壁層のＡｌの組成比を低下させると
発光強度が弱くなった。これは、障壁層のＡｌの組成比を低下させると、井戸層と障壁層
とのバンドギャップ差がなくなって多重量子井戸層でミニバンドが形成されることと、Ａ
ｌの組成比の低下により屈折率の値が高くなり、活性層から外に出る光の割合が減ってし
まうことが原因と考えられる。したがって、光を活性層外に取り出しやすくするためには
素子を構成するいずれの層よりも障壁層の屈折率が低いことが重要である。
【００８０】
　以上のことから窒化物半導体の多重量子井戸の障壁層は素子を構成するいずれの層より
もバンドギャップが大きいことで上に述べたいずれの効果ともに効果的に光を取り出すこ
とが可能となる。
【００８１】
　なお、今回対象にしている窒化物半導体はバンドギャップの大小と屈折率の大小が逆の
傾向を示すために屈折率とバンドギャップ双方について規定しなくてもバンドギャップに
ついて規定することで同じ効果が得られる。
【００８２】
　従来のＬＥＤにおいては効率の低下が、温度上昇によるもの、電流パスが変化して電極
の下に集中することにより取り出し効率が低下するものが知られていたが、ＧａＮ系の素
子においては放熱を良好にして温度が上昇しないようにしたり、電流のパスが電極の直下
に位置しないようにした場合でも低下した。この効率の低下を防止するために多重量子井
戸の数を増やし、かつ井戸層および障壁層の膜厚を狭くして多重量子井戸全体の厚さが増
えることによる電圧上昇を防止している。また、多重量子井戸の平均屈折率が周りの層よ
りも低いので外に向かう光が活性層とその外の層との間で反射することを防止することが
できる。平均の屈折率を小さくする場合に井戸層の屈折率を小さくすることは波長が変化
することとなり好ましくはない。しかし、本実施形態のように障壁層のＡｌ組成を大きく
することが重要である。
【００８３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、発光素子の動作時には発光層の吸収が少な
くい状態で動作させることができ、高効率の発光素子を得ることができる。
【００８４】
　なお、本実施形態の発光素子の基板５１に第１実施形態および第２実施形態のように凹
凸を設けることにより、第１および第２実施形態と同様に、高度に制御された製造技術を
必要とせず、演色性の高い半導体発光素子を得ることができる。
【００８５】
（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態による発光装置を図１１乃至図１５を参照して説明する。
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【００８６】
　図１１に本実施形態の発光装置の平面図を示す。本実施形態の発光装置６０は、マトリ
クス状に配置された複数（図１１では２５個）の発光ダイオード７０を備えている。各発
光ダイオード７０は、図１２に示すように、ｎ型ＧａＮからなる基板７１上に、ｎ型Ｇａ
Ｎからなるコンタクト層７２、ＩｎＧａＮからなる下地層７３、多重量子井戸構造の発光
層７４、ｐ型ＡｌＧａＮからなるキャップ層７５、およびｐ型ＧａＮからなるコンタクト
層７６が積層された構造を有している。コンタクト層７６には隣接する発光ダイオード７
０のコンタクト層７２と接続するための配線８０が接続されている。したがって、図１１
に示すマトリクス状に配置された複数の発光ダイオード７０は、配線８０によって直列に
接続された構成となっている。なお、図１２に示すように、配線８０と、キャップ層７５
、発光層７４、下地層７３、およびコンタクト層７２との間には電気的絶縁をするための
例えばＳｉＯ２からなる絶縁層７７が設けられている。また、図１１に示すマトリクス状
に配置された発光ダイオード７０のうち、左上の発光ダイオード７０のｎ型ＧａＮからな
るコンタクト層７２に電気的に接続するボンディングパッド９０が設けられ、このボンデ
ィングパッド９０は、図１２に示すように、ＺｎＯ膜９１と、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜
９２とからなっている。また、図１１に示すマトリクス状に配置された発光ダイオード７
０のうち、右下の発光ダイオード７０のｐ型ＧａＮからなるコンタクト層７６に電気的に
接続するボンディングパッド９５が設けられ、このボンディングパッド９５は、ボンディ
ングパッド９０と同様に、ＺｎＯ膜と、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜とからなっている。な
お、本実施形態においては、配線８０はＺｎＯにＧａが添加された材料からなっている。
また、ボンディングパッド９０、９５は、ＺｎＯ膜にＧａが含まれていてもよい。
【００８７】
　次に、本実施形態の発光装置の製造方法を説明する。
【００８８】
　まず、結晶成長炉内で、ｎ型ＧａＮからなる基板７１上に、ｎ型ＧａＮからなるコンタ
クト層７２、ＩｎＧａＮからなる下地層７３、多重量子井戸構造の発光層７４、ｐ型Ａｌ
ＧａＮからなるキャップ層７５、およびｐ型ＧａＮからなるコンタクト層７６を順次積層
する。この積層構造を結晶成長炉から取り出し、コンタクト層７６上に、フォトレジスト
からなる第１レジストパターンを形成し、この第１レジストパターンをマスクとして、上
記積層構造の一部分をｎ型ＧａＮが露出するまでエッチングを行なう。その後、第１レジ
ストパターンを剥離する。
【００８９】
　続いて、表面をクリーニングし、全面にＳｉＯ２膜７７をＣＶＤにより形成する。そし
て、このＳｉＯ２膜７７上に、ｎ側電極、ｐ側電極を形成する部分に開口を有する第２レ
ジストパターンを形成する。この第２レジストパターンをマスクとして、フッ化アンモニ
ウムを用いてＳｉＯ２膜７７をエッチングする。その後、第２レジストパターンを剥離す
る。
【００９０】
　次に、再びレジストを塗布し、このレジストをパターニングしてＺｎＯが蒸着される部
分以外の領域にレジストを残置する。その後、レーザＭＢＥ装置に導入し、ＺｎＯを蒸着
する。この際、不純物となるＧａも同時に蒸着し、Ｇａの量が始めに多く徐々に少なくな
るようにスパッタ量を調節する。
【００９１】
　蒸着が終わったらレーザＭＢＥ装置から取り出し、レジストを除去し、リフトオフする
ことによりＧａが添加されたＺｎＯからなる配線が形成される。更に第３のレジストパタ
ーンを形成し、この第３のレジストパターンを覆うように金属を堆積し、第３のレジスト
パターンを除去することにより、両端のボンディングパッド９０、９５を形成する。ボン
ディングパッド９０、９５にはＴｉ／Ｐｔ／Ａｕが適しており、Ａｕは厚い方がよい。
【００９２】
　このように形成された本実施形態の発光装置を、図１１に示す切断線Ａ－Ａで切断した
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ときの断面図を図１３に示す。本実施形態の発光装置は図１３に示す矢印に示すように電
流が流れる。なお、本実施形態の発光装置を構成する発光ダイオードは、直流１００Ｖ、
１００ｍＡで動作した。また、本実施形態の発光装置を構成する発光ダイオードを２個用
いてそれぞれ極性が反対になるように並列に配線し、交流１００Ｖに接続したところ１０
０ｍＡで動作した。なお、コンデンサーやコイルを用いて平滑化を行なうことで発光をさ
らに均一化できる。
【００９３】
　なお、本実施形態において、配線８０のＺｎＯ膜の厚さは５００ｎｍであって、ｐ型Ｇ
ａＮからなるコンタクト層７６、ｎ型ＧａＮからなるコンタクト層７２にそれぞれに接し
ている界面からＺｎＯに向かって不純物であるＧａは濃度が低くなるようなプロファイル
を有している。これをＳＩＭＳ(Secondary Ion Mass Spectroscopy)法により確認した結
果を図１４に示す。ＳＩＭＳ法は、表面側よりスパッタしながら測定を行なった。この図
１４から、表面側より徐々にＧａの濃度が上昇し、ＧａＮからなるコンタクト層との界面
に到達するとＧａの濃度は大きく上昇していることがわかる。Ｇａ濃度は界面付近におい
ては１×１０２１ｃｍ－３を超えており、上記界面付近は半導体ではなく、いわゆるモッ
ト転移を起こし、金属的な電気特性を示す。また、高濃度なＧａを含むＺｎＯに接したｐ
型ＧａＮからなるコンタクト層７６も２×１０２１ｃｍ－３程度の高濃度のＭｇを界面の
みにドーピングすれば、この界面は電流の流れに対してｐｎ接合が逆になるが高濃度であ
るためにトンネリングが起こりやすく低抵抗で接合させることができる。このために、発
光装置内にＬＥＤの個数が増えたとしても発光ダイオードと発光ダイオードとを接続する
ことによる接触抵抗は上昇しない。なお、コンタクト層７６内における、２×１０２１ｃ
ｍ－３程度の高濃度のＭｇを含む領域の厚さは、１０ｎｍ以下であることが好ましい。１
０ｎｍよりも厚い場合は、結晶に欠陥が入り抵抗が高くなる。
【００９４】
　本実施形態では基板をＧａＮとしたがサファイア基板やＳｉ基板であってもよい。サフ
ァイア基板、Ｓｉ基板の場合には基板から素子を剥離し、光取り出し効率を向上すること
ができる。サファイア上の場合にはレーザを照射し、剥離することができ、Ｓｉ上では素
子の表面を樹脂で保護した後、フッ硝酸でＳｉ基板を除去する。いずれの場合も剥離後は
支持基板に貼り付けて保持する必要がある。最終的な支持基板への接着ではその界面を発
光波長に対して高反射率のもので形成しておくことにより光取り出しの効率を向上するこ
とができる。
【００９５】
　また、本実施形態ではＺｎＯ膜の形成にレーザＭＢＥを用いたが、水溶液成長でも可能
である。この場合は、レジストでのパターニングは同様に行ない、硝酸亜鉛水溶液に硝酸
ガリウムを溶解させ、水温１００℃にて堆積を行なう。濃度を最適化することにより緻密
で均一なＺｎＯ膜が作成できる。なお、この場合にはＺｎＯ膜中のＧａ濃度を厚さ方向に
コントロールできないので界面付近に向かって濃度勾配をつけることができないがＧａ濃
度を全体に高濃度にすることにより低抵抗とすることができる。
【００９６】
　この他、ＺｎＯ膜の形成はメタルマスクをレジストの代わりに用いてＭＢＥ法やスパッ
タ法により形成することも可能である。ＭＢＥ法を用いて作成した場合にはもっともコン
トロール性がよく低抵抗なものが形成できる。
【００９７】
　本実施形態において、電流の流れに沿った層構造は、ｐ型ＧａＮなるコンタクト層／ｎ
型ＺｎＯ膜／ｎ型ＧａＮからなるコンタクト層という構造となっている。この層構造のバ
ンドラインナップの模式図を図１５に示す。この図１５からわかるように、ｐ型ＧａＮか
らなるコンタクト層と、ｎ型ＺｎＯ膜との接合はトンネル接合となっており、この部分で
の抵抗はほとんど生じない。このように、本実施形態の利点を生かすには酸化物のドーピ
ング濃度はモット転移が生じる以上であることが望ましい。具体的にはＺｎＯの内部にお
いては、ドーピング濃度は１×１０２０ｃｍ－３である。モット転移が生じる濃度ｎはボ
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ーア半径をａとすると、ｎ１／３×ａ＝０．２６という関係があることが知られているが
、実際にはこれより１桁程度高い濃度で金属的な振る舞いが見られるようになる。
【００９８】
　本実施形態においては、配線となる酸化物と接する部分はＧａＮとなっているが、これ
に限らずIII族元素（Ｇａ、Ｉｎ、Ａｌ、Ｂ）の少なくとも１つを含む窒化物半導体でも
かまわない。また本実施形態では、酸化物のドーピング材料はＧａを用いたがＩｎ、Ａｌ
、Ｂでもかまわない。また、配線となる酸化物としてＺｎＯを用いたがＭｇの酸化物（Ｍ
ｇＯ）であってもよい。これは、ＺｎＯおよびＭｇＯは高濃度にＧａをドーピング可能で
あり、ＧａはＧａＮの構成元素であるため、ＧａＮとの界面においては、Ｇａが拡散し、
高濃度となることも期待できるからである。
【００９９】
　また、本実施形態の発光ダイオード７０の基板７１の表面に第１乃至第２実施形態で説
明した凹凸を設けてもよい。この場合は、第１乃至第２実施形態と同様に、演色性の高い
半導体発光装置を得ることができる。また、本実施形態の発光ダイオードを第３実施形態
の発光素子として用いることができる。
【０１００】
（第７実施形態）
　次に、本発明の第７実施形態による半導体発光素子を説明する。
【０１０１】
　一般に、半導体発光素子の構造ではキャリヤを閉じこめるために発光層はその周りの層
であるコンタクト層やクラッド層よりもエネルギーバンドギャップが小さい材料を用いて
いた。通常の材料では屈折率の大きさとエネルギーバンドギャップの大きさは逆の傾向を
示すので、屈折率分布は発光層の付近が高屈折率でその周りが低屈折率な構造となってい
た。このような構造では発光層で発生した光のうち、水平方向に近い光は、発光層とクラ
ッド層との界面で全反射し発光層内を導光されていく。
【０１０２】
　これに対して、本実施形態の半導体発光素子においては、発光層の屈折率が発光層の周
りの層の屈折率よりも小さく、屈折率の高低関係が、今までの構造とは逆になっており、
発光層内を導光される光は極端に少ない。本実施形態の半導体発光素子は発光ダイオード
であって、その断面を図１７に示す。本実施形態の発光ダイオードは、膜厚が１５０μｍ
のｎ型ＧａＮ基板２００と、このＧａＮ基板２００上に形成された膜厚が３００ｎｍのｎ
型ＧａＮ層２０２と、ＧａＮ層２０２の第１の領域上に形成され、正孔のオーバーフロー
を防止する膜厚が１０ｎｍのｎ型Ａｌ０．１Ｇａ０．９Ｎからなるオーバーフロー防止層
２０４と、オーバーフロー防止層２０４上に形成され、障壁層と井戸層とが交互に積層さ
れた多重量子井戸構造の発光層２０６と、発光層２０６上に形成されたｐ型ＧａＮからな
る膜厚が８０ｎｍのコンタクト層２０８と、このコンタクト層２０８上に設けられたｐ側
電極２１０と、ＧａＮ層２０２の第１の領域と異なる領域上に形成されたｎ側電極２１２
と、を備えている。
【０１０３】
　発光層２０６を構成する障壁層は膜厚が１０ｎｍのＩｎ０．００５Ａｌ０．０５Ｇａ０

．９４５Ｎからなっており、井戸層は膜厚が２．５ｎｍのＩｎ０．１５Ａｌ０．００５Ｇ
ａ０．８４５Ｎからなっている。本実施形態の半導体発光素子のエネルギーバンドを図１
８（ａ）に示し、屈折率を図１８（ｂ）に示す。図１８（ａ）、１８（ｂ）からわかるよ
うに、本実施形態においては、障壁層と井戸層の平均屈折率がその上下にある層（例えば
、オーバーフロー防止層２０４、ｎ型ＧａＮ層２０２、ｐ型ＧａＮからなるコンタクト層
２０８）の平均屈折率よりも低くなっている。さらにこの場合、ｎ型ＧａＮ基板２００の
平均屈折率よりも低くなっている。本明細書では、ｍ（≧１）個の層からなる構造の平均
屈折率Ｎａｖｅとは、
層厚で重み付けした平均屈折率を意味し、すなわち、ｉ（１≦ｉ≦ｍ）番目の層の屈折率
をｎｉ、その層厚をｄｉとすると、
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　Ｎａｖｅ＝（ｎ１・ｄ１＋・・・＋ｎｍ・ｄｍ）／（ｄ１＋・・・＋ｄｍ）
で表される値である。
【０１０４】
　従来の構造では、正孔の有効質量が電子の有効質量に比べて重いため、発光層を乗り越
えて無効電流となる原因は電子のオーバーフローにあった。しかし、本実施形態のように
、膜厚が１０ｎｍのＩｎ０．００５Ａｌ０．０５Ｇａ０．９４５Ｎからなる障壁層と、膜
厚が２．５ｎｍのＩｎ０．１５Ａｌ０．００５Ｇａ０．８４５Ｎからなる井戸層とによっ
て発光層を形成すると、量子井戸構造の障壁層のバンドギャップが大きいため、図１９の
矢印で示した電子および正孔の流れのうち発光層を乗り越え、無効電流を生じさせる原因
は正孔であることが本発明者達によって知見された。そこで、本実施形態では、従来の場
合と逆にｎ側に正孔のオーバーフローを防止するオーバーフロー防止層２０４を設けるこ
とにより、発光効率を向上させる構造としている。なお、図１９は、本実施形態の半導体
発光素子のエネルギーバンド図であり、破線は量子井戸中の量子準位を示し、電子と正孔
が再結合することにより発光していることを示す。また、本実施形態においては、オーバ
ーフロー防止層は、バンドギャップが障壁層よりも大きくなるように構成されている。
【０１０５】
　本実施形態においては、図２０（ａ）に示すように、発光層の屈折率が発光層の周りの
層の屈折率よりも小さく、屈折率の高低関係が、今までの構造とは逆になっている。この
ため、図２０（ｂ）に示すように、発光層内を導光される光は極端に少なく、さらに半導
体発光素子の最外周で反射してきた光は、ある角度より浅い光の場合に発光層に戻ること
なく、発光層とその外側の層との間で反射し、外に取り出される。すなわち、本実施形態
においては、発光層に戻る光の割合が極端に少なくなり、半導体発光素子の外部に取り出
される光が飛躍的に向上する。これに対して、従来は、発光層で発光した光が全方位に放
射され、膜面方向に近い方位に放射される光は発光層に戻り、発光層で吸収されることと
なる。このため、注入した電流に対して発光し、素子外部に取り出される光が減少する。
【０１０６】
　なお、本実施形態において、電子のオーバーフローを防止する、エネルギーバンドギャ
ップの大きい層がｐ側にあってもよい。
【０１０７】
　また、本実施形態の発光ダイオードの基板２００の表面に第１乃至第２実施形態で説明
した凹凸を設けてもよい。この場合は、第１乃至第２実施形態と同様に、演色性の高い半
導体発光装置を得ることができる。
【０１０８】
　また、本実施形態の半導体発光素子を第３実施形態の発光素子として用いてもよい。
【０１０９】
　また、本実施形態の半導体発光素子を第６実施形態の発光ダイオードの代わりに用いて
もよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】第１実施形態による半導体発光素子の概略の構成を示す断面図。
【図２】比較例による半導体発光素子を示す断面図。
【図３】第２実施形態による半導体発光ダイオードを示す断面図。
【図４】第３実施形態による発光装置の断面図。
【図５】第４実施形態による半導体レーザ素子を示す断面図。
【図６】第５実施形態による半導体発光素子を示す断面図。
【図７】井戸層の数を変えた場合の発光効率－注入電流特性を示す図。
【図８】井戸層の膜厚を変えた場合の発光効率－注入電流特性を示す図。
【図９】障壁層の膜厚を変えた場合の発光効率－注入電流特性を示す図。
【図１０】障壁層のＡｌの組成比を変えた場合の発光効率－注入電流特性を示す図。
【図１１】第６実施形態の発光装置の平面図。
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【図１２】第６実施形態の発光装置の発光ダイオードの断面図。
【図１３】図１１に示す切断線Ａ－Ａで切断した断面図。
【図１４】配線となるＺｎＯ膜の膜厚方向のＧａ濃度を示す図。
【図１５】第６実施形態の電流の流れに沿った層構造のバンドラインナップを示す模式図
。
【図１６】第３実施形態の一変形例による発光装置の断面図。
【図１７】第７実施形態の半導体発光素子の断面図。
【図１８】第７実施形態の半導体発光素子のエネルギーバンドおよび屈折率を示す図。
【図１９】オーバーフロー防止層をｎ側に設ける理由を説明する図。
【図２０】第７実施形態の効果を説明する図。
【符号の説明】
【０１１１】
　２　基板
　３　ｎ型ＧａＮからなるガイド層
　４　多重量子井戸構造のＩｎＧａＮからなる発光層
　５　ｐ型ＧａＮからなるガイド層
　１０　発光ダイオード
　１１　基板
　１２　ｎ型ＧａＮからなるコンタクト層
　１３　ｎ型ＧａＮからなるガイド層
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　１６　ｐ型ＧａＮからなる層
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　３２　ｎ型ＧａＮからなるコンタクト層
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