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(57)【要約】
【課題】　主面に占める底面の面積比が小さいサファイ
ア基板に結晶性に優れた半導体層を成長させることを図
ったIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法を提供する
ことである。
【解決手段】　基板１１０を準備する工程では、主面１
１１にｃ面からなる底面１１１ｂと、底面１１１ｂに対
して突出する複数の凸部１１１ａと、を有するとともに
、主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が８％以
上３２％以下の基板１１０を準備する。ＡｌＮバッファ
層Ｂ１を形成する工程では、ＭＯＣＶＤ法を用いて１４
ｎｍ以上３４ｎｍ以下の膜厚のＡｌＮバッファ層Ｂ１を
形成する。半導体層Ｅｐ１を形成する工程では、ＡｌＮ
バッファ層Ｂ１の上にｎ型半導体層と発光層１６０とｐ
型半導体層とをこの順序で形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
サファイア基板を準備する工程と、
前記サファイア基板の上にＡｌＮバッファ層を形成する工程と、
前記ＡｌＮバッファ層の上にIII 族窒化物半導体層を形成する工程と、
を有し、
　前記サファイア基板を準備する工程では、
　　主面にｃ面からなる底面と、前記底面に対して突出する複数の凸部と、を有するとと
もに、前記主面に占める前記底面の面積の比が８％以上３２％以下のサファイア基板を準
備し、
　前記ＡｌＮバッファ層を形成する工程では、
　　ＭＯＣＶＤ法を用いて１４ｎｍ以上３４ｎｍ以下の膜厚の前記ＡｌＮバッファ層を形
成し、
　前記III 族窒化物半導体層を形成する工程では、
　　前記ＡｌＮバッファ層の上にｎ型半導体層と発光層とｐ型半導体層とをこの順序で形
成すること
を特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法。
【請求項２】
サファイア基板を準備する工程と、
前記サファイア基板の上にＡｌＮバッファ層を形成する工程と、
前記ＡｌＮバッファ層の上にIII 族窒化物半導体層を形成する工程と、
を有し、
　前記サファイア基板を準備する工程では、
　　主面にｃ面からなる底面と、前記底面に対して突出する複数の凸部と、を有するとと
もに、前記主面に占める前記底面の面積の比が８％以上３２％以下のサファイア基板を準
備し、
　前記ＡｌＮバッファ層を形成する工程では、
　　スパッタリング法を用いて３７ｎｍ以上５７ｎｍ以下の膜厚の前記ＡｌＮバッファ層
を形成し、
　前記III 族窒化物半導体層を形成する工程では、
　　前記ＡｌＮバッファ層の上にｎ型半導体層と発光層とｐ型半導体層とをこの順序で形
成すること
を特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法において、
　前記ｎ型半導体層を形成する工程では、
　　前記底面の上の前記ＡｌＮバッファ層からｎ型ファセット層を形成し、
　　前記ｎ型ファセット層の上にｎ型コンタクト層を形成し、
　前記ｎ型ファセット層を形成する温度は、
　　前記ｎ型コンタクト層を形成する温度より低いこと
を特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法。
【請求項４】
請求項３に記載のIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法において、
　前記ｎ型ファセット層を形成する工程では、
　　前記ＡｌＮバッファ層における前記底面の側からのIII 族窒化物半導体層の成長速度
が、
　　　前記ＡｌＮバッファ層における前記複数の凸部の側からのIII 族窒化物半導体層の
成長速度より速いこと
を特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本明細書の技術分野は、III 族窒化物半導体発光素子の製造方法に関する。特に、凹凸
の形成されたサファイア基板を用いるIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　III 族窒化物半導体発光素子等に用いられるサファイア基板には、その表面に微細な凹
凸加工が施されることがある。III 族窒化物半導体の発光層から発せられる光を外部に効
率よく取り出すためである。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、円錐状の凸部が碁盤目状に等間隔に配置されている基板が開
示されている（特許文献１の段落［００２４］および図３）。そして、基部幅ｄ１が０．
０５～５μｍであり、隣接する凸部の間隔ｄ２が基部幅ｄ１の０．５～５倍である旨が記
載されている（特許文献１の段落［００２５］）。ここで、間隔ｄ２が基部幅ｄ１の０．
５倍である場合、主面の面積に対する底面の面積の比は約６５％である。間隔ｄ２が基部
幅ｄ１の５倍である場合、主面の面積に対する底面の面積の比は約９８％である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１０４５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発光層から発せられる光を外部に効率よく取り出すためには、サファイア基板の凹凸の
面積（凸部の面積）の割合を大きくするとよい。しかし、サファイア基板の凸部の面積比
を大きくすると、その分だけサファイア基板の底面の面積比は小さくなる。ここで、半導
体層を結晶性よく成長させる際には、サファイア基板の底面から成長させる。そのため、
サファイア基板の底面の面積比が小さいと、結晶性に優れた半導体層を成長させることが
困難になる。例えば、凸部の面積比が大きいと、凸部の斜面から半導体層が成長しやすい
。そのため、凸部の斜面から成長する半導体層が底面から成長する半導体層と合流する際
に、半導体層の結晶性が悪くなるおそれがある。
【０００６】
　本明細書の技術は、前述した従来の技術が有する問題点を解決するためになされたもの
である。すなわちその課題とするところは、主面に占める底面の面積比が小さいサファイ
ア基板に結晶性に優れた半導体層を成長させることを図ったIII 族窒化物半導体発光素子
の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様におけるIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法は、サファイア基板を準備
する工程と、サファイア基板の上にＡｌＮバッファ層を形成する工程と、ＡｌＮバッファ
層の上にIII 族窒化物半導体層を形成する工程と、を有する。サファイア基板を準備する
工程では、主面にｃ面からなる底面と、底面に対して突出する複数の凸部と、を有すると
ともに、主面に占める底面の面積の比が８％以上３２％以下のサファイア基板を準備する
。ＡｌＮバッファ層を形成する工程では、ＭＯＣＶＤ法を用いて１４ｎｍ以上３４ｎｍ以
下の膜厚のＡｌＮバッファ層を形成する。III 族窒化物半導体層を形成する工程では、Ａ
ｌＮバッファ層の上にｎ型半導体層と発光層とｐ型半導体層とをこの順序で形成する。
【０００８】
　このIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法では、主面に占める底面の面積比が小さい
サファイア基板を用いるとともに、底面から好適に半導体層を成長させることができる。
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【０００９】
　第２の態様におけるIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法は、サファイア基板を準備
する工程と、サファイア基板の上にＡｌＮバッファ層を形成する工程と、ＡｌＮバッファ
層の上にIII 族窒化物半導体層を形成する工程と、を有する。サファイア基板を準備する
工程では、主面にｃ面からなる底面と、底面に対して突出する複数の凸部と、を有すると
ともに、主面に占める底面の面積の比が８％以上３２％以下のサファイア基板を準備する
。ＡｌＮバッファ層を形成する工程では、スパッタリング法を用いて３７ｎｍ以上５７ｎ
ｍ以下の膜厚のＡｌＮバッファ層を形成する。III 族窒化物半導体層を形成する工程では
、ＡｌＮバッファ層の上にｎ型半導体層と発光層とｐ型半導体層とをこの順序で形成する
。
【００１０】
　第３の態様におけるIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法においては、ｎ型半導体層
を形成する工程では、底面の上のＡｌＮバッファ層からｎ型ファセット層を形成し、ｎ型
ファセット層の上にｎ型コンタクト層を形成する。ｎ型ファセット層を形成する温度は、
ｎ型コンタクト層を形成する温度より低い。
【００１１】
　第４の態様におけるIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法においては、ｎ型ファセッ
ト層を形成する工程では、ＡｌＮバッファ層における底面の側からのIII 族窒化物半導体
層の成長速度が、ＡｌＮバッファ層における複数の凸部の側からのIII 族窒化物半導体層
の成長速度より速い。
【発明の効果】
【００１２】
　本明細書では、主面に占める底面の面積比が小さいサファイア基板に結晶性に優れた半
導体層を成長させることを図ったIII 族窒化物半導体発光素子の製造方法が提供されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態における発光素子の構造を示す概略構成図である。
【図２】第１の実施形態における基板の形状を示す正面図である。
【図３】第１の実施形態における基板の形状を示す平面図である。
【図４】第１の実施形態における発光素子の製造方法を説明するための図である。
【図５】第１の実施形態の変形例における基板の形状を示す平面図である。
【図６】Ｘ線回折により半導体層の結晶性の好適な底面の面積比とＡｌＮバッファ層の膜
厚との間の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、具体的な実施形態について、半導体発光素子の製造方法を例に挙げて図を参照し
つつ説明する。しかし、これらの実施形態に限定されるものではない。また、後述する半
導体発光素子の各層の積層構造および電極構造は、例示である。実施形態とは異なる積層
構造であってももちろん構わない。そして、それぞれの図における各層の厚みの比は、概
念的に示したものであり、実際の厚みの比を示しているわけではない。
【００１５】
（第１の実施形態）
１．半導体発光素子
　図１は、本実施形態の発光素子１００の概略構成を示す図である。発光素子１００は、
フェイスアップ型の半導体発光素子である。発光素子１００は、III 族窒化物半導体から
成る複数の半導体層を有する。
【００１６】
　図１に示すように、発光素子１００は、基板１１０と、ＡｌＮバッファ層Ｂ１と、ｎ型
ファセット層１２０と、ｎ型コンタクト層１３０と、ｎ側静電耐圧層１４０と、ｎ側超格
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子層１５０と、発光層１６０と、ｐ型クラッド層１７０と、ｐ型コンタクト層１８０と、
透明電極１９０と、ｎ電極Ｎ１と、ｐ電極Ｐ１と、を有している。ＡｌＮバッファ層Ｂ１
と、ｎ型ファセット層１２０と、ｎ型コンタクト層１３０と、ｎ側静電耐圧層１４０と、
ｎ側超格子層１５０と、発光層１６０と、ｐ型クラッド層１７０と、ｐ型コンタクト層１
８０とは、半導体層Ｅｐ１である。ｎ型ファセット層１２０と、ｎ型コンタクト層１３０
と、ｎ側静電耐圧層１４０と、ｎ側超格子層１５０とは、ｎ型半導体層である。ｐ型クラ
ッド層１７０と、ｐ型コンタクト層１８０とは、ｐ型半導体層である。また、ｎ型半導体
層は、ドナーをドープしていないｕｄ－ＧａＮ層等を有していてもよい。ｐ型半導体層は
、アクセプターをドープしていないｕｄ－ＧａＮ層等を有していてもよい。
【００１７】
　基板１１０の主面上には、半導体層Ｅｐ１が、ＡｌＮバッファ層Ｂ１、ｎ型ファセット
層１２０、ｎ型コンタクト層１３０、ｎ側静電耐圧層１４０、ｎ側超格子層１５０、発光
層１６０、ｐ型クラッド層１７０、ｐ型コンタクト層１８０の順に形成されている。ｎ電
極Ｎ１は、ｎ型コンタクト層１３０の上に形成されている。ｐ電極Ｐ１は、透明電極１９
０の上に形成されている。
【００１８】
　基板１１０は、主面上に半導体層Ｅｐ１を成長させるための成長基板である。後述する
ように、基板１１０の主面には凹凸形状が加工されている。基板１１０の材質は、サファ
イアである。
【００１９】
　ＡｌＮバッファ層Ｂ１は、基板１１０の結晶性を受け継ぎつつ、上層を形成するための
ものである。そのため、ＡｌＮバッファ層Ｂ１は、基板１１０の主面上に形成されている
。また、ＡｌＮバッファ層Ｂ１は、基板１１０とｎ型半導体層との間の中間層である。Ａ
ｌＮバッファ層Ｂ１の材質は、もちろん、ＡｌＮである。詳細については、後述する。
【００２０】
　ｎ型ファセット層１２０は、底面の狭いＡｌＮバッファ層Ｂ１から結晶性に優れた半導
体層を成長させるためのものである。そのため、ｎ型ファセット層１２０は、ＡｌＮバッ
ファ層Ｂ１の底面の上に形成されている。
【００２１】
　ｎ型コンタクト層１３０は、ｎ電極Ｎ１とオーミック接触をとるためのものである。ｎ
型コンタクト層１３０は、ＡｌＮバッファ層Ｂ１およびｎ型ファセット層１２０の上に形
成されている。また、ｎ型コンタクト層１３０の上には、ｎ電極Ｎ１が位置している。ｎ
型コンタクト層１３０は、ｎ型ＧａＮである。そのＳｉ濃度は１×１０18／ｃｍ3 以上で
ある。また、ｎ型コンタクト層１３０を、キャリア濃度の異なる複数の層としてもよい。
ｎ電極Ｎ１とのオーミック性を向上させるためである。
【００２２】
　ｎ側静電耐圧層１４０は、半導体層Ｅｐ１の静電破壊を防止するための静電耐圧層であ
る。ｎ側静電耐圧層１４０は、ｎ型コンタクト層１３０の上に形成されている。ｎ側静電
耐圧層１４０は、ｎ型ＧａＮ層を有する。または、ｕｄ－ＧａＮ層、ｎ型ＡｌＧａＮ層も
しくはｕｄ－ＡｌＧａＮ層を有するとよい。
【００２３】
　ｎ側超格子層１５０は、発光層１６０に加わる応力を緩和するための歪緩和層である。
より具体的には、ｎ側超格子層１５０は、超格子構造を有する超格子層である。ｎ側超格
子層１５０は、ｎ側静電耐圧層１４０の上に形成されている。ｎ側超格子層１５０は、例
えば、ｎ型ＧａＮ層と、ＧａＮ層と、を繰り返し積層したものである。または、ＩｎＧａ
Ｎ層を含んでいてもよい。
【００２４】
　発光層１６０は、電子と正孔とが再結合することにより発光する層である。発光層１６
０は、ｎ側超格子層１５０の上に形成されている。発光層１６０は、井戸層と障壁層とを
積層した単位積層体を繰り返し積層したものである。発光層１６０の単位積層体は、井戸
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層の上にキャップ層を有していてもよい。
【００２５】
　ｐ型クラッド層１７０は、発光層１６０の上に形成されている。ｐ型クラッド層１７０
は、ｐ型ＩｎＧａＮ層と、ｐ型ＡｌＧａＮ層と、を繰り返し積層したものである。もちろ
ん、ｐ型クラッド層１７０は、これ以外の積層構造であってもよい。
【００２６】
　ｐ型コンタクト層１８０は、ｐ型クラッド層１７０の上に形成されている。ｐ型コンタ
クト層１８０は、透明電極１９０と接触している。
【００２７】
　透明電極１９０は、ｐ型コンタクト層１８０の上に形成されている。透明電極１９０は
、ｐ電極Ｐ１と接触している。透明電極１９０の材質は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＣＯ、Ｚｎ
Ｏ、ＴｉＯ2 、ＮｂＴｉＯ2 、ＴａＴｉＯ2 、ＳｎＯ2 のいずれかであるとよい。
【００２８】
　ｐ電極Ｐ１は、透明電極１９０の上に形成されている。ｐ電極Ｐ１は、透明電極１９０
の側から、Ｔｉ、Ｒｈ、Ａｕを順に形成したものである。もちろん、これ以外の構成であ
ってもよい。
【００２９】
　ｎ電極Ｎ１は、ｎ型コンタクト層１３０の上に形成されている。ｎ電極Ｎ１は、ｎ型コ
ンタクト層１３０の側から、Ｔｉ、Ｒｈ、Ａｕを順に形成したものである。もちろん、こ
れ以外の構成であってもよい。
【００３０】
　また、発光素子１００は、半導体層Ｅｐ１等を保護する保護膜を有していてもよい。
【００３１】
２．基板の形状
　図２は、本実施形態の基板１１０の形状を示す正面図である。図３は、本実施形態の基
板１１０の形状を示す平面図である。基板１１０は、主面１１１を有する。主面１１１は
、半導体層Ｅｐ１を成長させる側の面である。基板１１０の主面１１１は、複数の凸部１
１１ａと、底面１１１ｂと、を有する。複数の凸部１１１ａは、ハニカム状で周期的に配
置されている。複数の凸部１１１ａの形状は、円錐形状である。そのため、基板１１０の
平坦面は、底面１１１ｂである。底面１１１ｂは、サファイア基板のｃ面である。複数の
凸部１１１ａは、基板１１０の底面１１１ｂに対して突出している。
【００３２】
　基板１１０の主面１１１の面積は、複数の凸部１１１ａの面積と、底面１１１ｂの面積
と、の和である。基板１１０の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比は、８％以上
３２％以下である。複数の凸部１１１ａがハニカム状に配置されているため、基板１１０
の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比を十分に小さくとることができる。
【００３３】
　複数の凸部１１１ａがハニカム状に配置されているため、複数の凸部１１１ａの幅Ｗ１
は、複数の凸部１１１ａのピッチ間隔Ｉ１以下である。複数の凸部１１１ａの幅Ｗ１と複
数の凸部１１１ａのピッチ間隔Ｉ１とが等しい場合には、基板１１０の主面１１１に占め
る底面１１１ｂの面積の比は、約１０％である。このとき凸部１１１ａ同士の距離Ｗ２は
、０μｍである。
【００３４】
　複数の凸部１１１ａの幅Ｗ１が複数の凸部１１１ａのピッチ間隔Ｉ１の８８％である場
合には（Ｗ１＝０．８８Ｉ１）、基板１１０の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の
比は、約３０％である。このように、本実施形態では、複数の凸部１１１ａのピッチ間隔
Ｉ１は、複数の凸部１１１ａの幅Ｗ１と同じかわずかに大きい。
【００３５】
　複数の凸部１１１ａのピッチ間隔Ｉ１は、例えば、０．５μｍ以上５μｍ以下である。
もちろん、これ以外の数値範囲であってもよい。
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【００３６】
３．ＡｌＮバッファ層
　本実施形態のＡｌＮバッファ層Ｂ１の成膜方法は、有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ法
）である。ＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚は、基板１１０の主面１１１に占める底面１１１
ｂの面積の比に応じて変えるとよい。ＭＯＣＶＤ法を用いる場合には、基板１１０の主面
１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が８％以上３２％以下である場合には、ＡｌＮバ
ッファ層Ｂ１の膜厚は１４ｎｍ以上３４ｎｍ以下であるとよい。また、基板１１０の主面
１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が８％以上２６％以下である場合には、ＡｌＮバ
ッファ層Ｂ１の膜厚は１６ｎｍ以上３４ｎｍ以下であるとよい。
【００３７】
４．ｎ型ファセット層およびｎ型コンタクト層
４－１．ｎ型ファセット層
　ｎ型ファセット層１２０は、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の底面および底面側の斜面を覆うが
、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の頂部付近を覆っていない。ｎ型ファセット層１２０は、基板の
主面に垂直な縦型方向に成長した半導体層である。ｎ型ファセット層１２０の表面には、
ファセット面が露出している。ｎ型ファセット面１２０の頂部の平坦面はｃ面である。他
のファセット面は、例えば、（１０－１１）面または（１１－２２）面である。ｎ型ファ
セット層１２０のＳｉ濃度は、１×１０18ｃｍ-3以上３×１０19ｃｍ-3以下である。ｎ型
ファセット層１２０の膜厚は、１００ｎｍ以上３０００ｎｍ以下である。ここで、ｎ型フ
ァセット層１２０の膜厚とは、ｎ型ファセット層１２０の底面からｎ型ファセット層１２
０の頂部の平坦面までの間の距離である。ｎ型ファセット層１２０の膜厚は、基板１１０
の複数の凸部１１１ａの高さよりも大きい。ｎ型ファセット層１２０の成膜方法は、ＭＯ
ＣＶＤ法である。また、後述するように、ｎ型ファセット層１２０の成長温度は、ｎ型コ
ンタクト層１３０の成長温度よりも低い。
【００３８】
４－２．ｎ型コンタクト層
　ｎ型コンタクト層１３０は、ｎ型ファセット層１２０の平坦面から基板の主面に平行な
横方向に成長した半導体層である。ｎ型コンタクト層１３０は、露出しているＡｌＮバッ
ファ層Ｂ１の頂部を埋め込んでいる。ｎ型コンタクト層１３０の成膜方法は、ＭＯＣＶＤ
法である。
【００３９】
５．半導体発光素子の製造方法
　ここで、本実施形態に係る発光素子１００の製造方法について説明する。この製造方法
は、基板１１０を準備する工程と、基板１１０の上にＡｌＮバッファ層Ｂ１を形成する工
程と、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の上にIII 族窒化物半導体層を形成する工程と、を有する。
III 族窒化物半導体層を形成する工程では、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の上にｎ型半導体層と
発光層１６０とｐ型半導体層とをこの順序で形成する。
【００４０】
５－１．基板準備工程
　まず、基板１１０を準備する。その際に、基板に複数の凸部１１１ａを形成する工程を
実施して基板１１０を製造してもよい。その場合には、基板の上にフォトレジストでマス
クパターンを形成し、塩素系ガスでドライエッチングする。これにより、複数の凸部１１
１ａを有する基板１１０が製造される。または、複数の凸部１１１ａを形成済みの基板１
１０を購入してもよい。前述したように、基板１１０の主面１１１に占める底面１１１ｂ
の面積の比は、８％以上３２％以下である。
【００４１】
５－２．ＡｌＮバッファ層形成工程
　次に、基板１１０の主面１１１の上にＡｌＮバッファ層Ｂ１を形成する。その際に、有
機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ法）により、ＡｌＮバッファ層Ｂ１を形成する。ここ
で用いるキャリアガスは、水素（Ｈ2 ）もしくは窒素（Ｎ2 ）もしくは水素と窒素との混
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合気体（Ｈ2 ＋Ｎ2 ）である。窒素源として、アンモニアガス（ＮＨ3 ）を用いる。Ａｌ
源として、トリメチルアルミニウム（Ａｌ（ＣＨ3 ）3 ）を用いる。
【００４２】
　また、以下のＭＯＣＶＤ法においては、Ｇａ源として、トリメチルガリウム（Ｇａ（Ｃ
Ｈ3 ）3 ）を用いる。Ｉｎ源として、トリメチルインジウム（Ｉｎ（ＣＨ3 ）3 ）を用い
る。ｎ型ドーパントガスとして、シラン（ＳｉＨ4 ）を用いる。ｐ型ドーパントガスとし
て、ビス（シクロペンタジエニル）マグネシウム（Ｍｇ（Ｃ5 Ｈ5 ）2 ）を用いる。また
、これら以外のガスを用いてもよい。
【００４３】
　このように、ＭＯＣＶＤ法を用いて１４ｎｍ以上３４ｎｍ以下の膜厚でＡｌＮバッファ
層Ｂ１を成膜する。このときの基板温度は、３５０℃以上８００℃以下である。好ましく
は、３５０℃以上５００℃以下である。
【００４４】
５－３．ｎ型ファセット層形成工程
　次に、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の上にｎ型ファセット層１２０を形成する。この際に、ｎ
型ファセット層１２０は、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の底面から成長するが、ＡｌＮバッファ
層Ｂ１の斜面からはほとんど成長しない。ＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚が、好適であるた
めである。つまり、基板１１０のｃ面の上のＡｌＮバッファ層Ｂ１は、半導体層を成長さ
せやすい状態になっている。一方、基板１１０の複数の凸部１１１ａの上のＡｌＮバッフ
ァ層Ｂ１は、半導体層を成長させやすい状態になっていない。
【００４５】
　基板１１０のｃ面の上のＡｌＮバッファ層Ｂ１から半導体層が成長する速度は、５０ｎ
ｍ／ｍｉｎ以上１００ｎｍ／ｍｉｎ以下である。基板１１０の複数の凸部１１１ａの上の
ＡｌＮバッファ層Ｂ１から半導体層が成長する速度は、１ｎｍ／ｍｉｎ以上３０ｎｍ／ｍ
ｉｎ以下である。したがって、ＡｌＮバッファ層Ｂ１における底面１１１ｂの側からのII
I 族窒化物半導体層の成長速度が、ＡｌＮバッファ層Ｂ１における複数の凸部１１１ａの
側からのIII 族窒化物半導体層の成長速度より速い。
【００４６】
　そのため、基板１１０の底面１１１ｂの上のＡｌＮバッファ層Ｂ１から半導体層が縦方
向成長する。ｎ型ファセット層１２０の頂部にはｃ面が露出している。そして、ｎ型ファ
セット層１２０の斜面は、（１０－１１）面または（１１－２２）面が露出している。こ
の段階では、基板１１０の複数の凸部１１１ａの頂部付近のＡｌＮバッファ層Ｂ１は、露
出状態にある。
【００４７】
　このときの基板温度は、９８０℃以上１０８０℃以下である。また、ｎ型ファセット層
１２０に１×１０18ｃｍ-3以上５×１０19ｃｍ-3以下でＳｉをドープする。
【００４８】
５－４．ｎ型コンタクト層形成工程
　そして、ｎ型ファセット層１２０の上にｎ型コンタクト層１３０を形成する。ｎ型コン
タクト層１３０を成長させる際には、ｎ型ファセット層１２０の頂部の平坦面から横方向
に成長させる。そのため、ｎ型コンタクト層１３０は、基板１１０の複数の凸部１１１ａ
の上のＡｌＮバッファ層Ｂ１を埋め込む。このときの基板温度は、１０８０℃以上１３０
０℃以下である。このように、ｎ型コンタクト層１３０の形成温度は、ｎ型ファセット層
１２０の形成温度よりも高い。また、ｎ型コンタクト層１３０に１×１０18ｃｍ-3以上３
×１０19ｃｍ-3以下でＳｉをドープする。３×１０19ｃｍ-3を超えてＳｉをドープすると
、ピットが発生し、全放射束Ｐｏが低下するおそれがある。
【００４９】
５－５．ｎ側静電耐圧層形成工程
　次に、ｎ型コンタクト層１３０の上にｎ側静電耐圧層１４０を形成する。このときの基
板温度は、７５０℃以上９５０℃以下の範囲内である。
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【００５０】
５－６．ｎ側超格子層形成工程
　次に、ｎ側静電耐圧層１４０の上にｎ側超格子層１５０を形成する。ここで、ｎ型Ｇａ
Ｎ層を含む単位積層体を繰り返し積層する。
【００５１】
５－７．発光層形成工程
　次に、ｎ側超格子層１５０の上に発光層１６０を形成する。そのために、井戸層と障壁
層とを繰り返し積層する。井戸層を成長させる際の基板温度を７３０℃以上８５０℃以下
の範囲内とする。
【００５２】
５－８．ｐ型クラッド層形成工程
　次に、発光層１６０の上にｐ型クラッド層１７０を形成する。例えば、ｐ型ＩｎＧａＮ
層と、ｐ型ＡｌＧａＮ層と、を繰り返し積層する。
【００５３】
５－９．ｐ型コンタクト層形成工程
　次に、ｐ型クラッド層１７０の上にｐ型コンタクト層１８０を形成する。基板温度を、
９００℃以上１０５０℃以下の範囲内とする。
【００５４】
５－１０．透明電極形成工程
　次に、ｐ型コンタクト層１８０の上に透明電極１９０を形成する。
【００５５】
５－１１．電極形成工程
　次に、図４に示すように、レーザーもしくはエッチングにより、ｐ型コンタクト層１８
０の側から半導体層の一部を抉ってｎ型コンタクト層１３０を露出させる。そして、その
露出箇所に、ｎ電極Ｎ１を形成する。そして、透明電極１９０の上にｐ電極Ｐ１を形成す
る。ｐ電極Ｐ１の形成工程とｎ電極Ｎ１の形成工程は、いずれを先に行ってもよい。
【００５６】
５－１２．その他の工程
　また、上記の工程の他、熱処理工程、絶縁膜形成工程、その他の工程を実施してもよい
。以上により、図１に示す発光素子１００が製造される。
【００５７】
６．本実施形態の効果
　本実施形態では、底面１１１ｂの面積比の小さい基板１１０であっても、ＡｌＮバッフ
ァ層Ｂ１の成膜方法および膜厚を調整することにより、ＡｌＮバッファ層Ｂ１より上層の
半導体層を好適に成長させることができる。
【００５８】
　また、本実施形態では、基板１１０の底面１１１ｂから半導体層を成長させる。そのた
め、貫通転位は、非常に面積比の小さい底面１１１ｂから上層に受け継がれる。そのため
、この製造方法で製造される半導体層における貫通転位密度は非常に小さい。そのため、
半導体層の結晶性は優れている。また、貫通転位密度が小さいため、上層において形成さ
れるピット密度も小さい。ピットは、貫通転位を起点として成長するからである。
【００５９】
　また、ｎ型コンタクト層１３０の形成温度は、ｎ型ファセット層１２０の形成温度より
も高い。そのため、ｎ型コンタクト層１３０の平坦性が向上する。また、ｎ型コンタクト
層１３０のピット数が減少する。そして、ｎ型コンタクト層１３０およびその上層の半導
体層の結晶性が向上する。
【００６０】
７．変形例
７－１．基板の複数の凸部の形状
　本実施形態の基板１１０では、複数の凸部１１１ａの形状は円錐形状である。図５に示
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すように、複数の凸部１１１ａの形状を六角錐形状にしてもよい。または、複数の凸部１
１１ａの形状を多角錐形状にしてもよい。または、円錐台形状もしくは多角錐台形状にし
てもよい。
【００６１】
７－２．基板の複数の凸部の配置状態
　本実施形態の基板１１０では、複数の凸部１１１ａはハニカム状に配置されている。複
数の凸部１１１ａは、その他の配列で配置されていてもよい。例えば、複数の凸部１１１
ａが三角錐形状である場合には、ハニカム状でない場合であっても、底面１１１ｂの面積
比が小さい場合がある。
【００６２】
７－３．ｎ型ファセット層
　ｎ型ファセット層１２０は、Ｓｉをドープされたｎ型半導体層である。しかし、ｎ型フ
ァセット層１２０の代わりに、アンドープのファセット層を適用してもよい。ただし、Ｓ
ｉをドープすることにより、ファセット層の抵抗率は低下する。そのため、ｎ型ファセッ
ト層１２０を用いることが好ましい。
【００６３】
７－４．フリップチップ
　本実施形態の発光素子１００は、フェイスアップ型の発光素子である。しかし、フリッ
プチップ型の発光素子にも、本技術を適用することができる。
【００６４】
８．本実施形態のまとめ
　以上詳細に説明したように、本実施形態の発光素子１００の製造方法においては、底面
１１１ｂの面積比の狭い基板１１０を用いる。この場合において、ＡｌＮバッファ層Ｂ１
をＭＯＣＶＤ法で形成する際に、膜厚を１４ｎｍ以上３４ｎｍ以下とする。ＭＯＣＶＤ法
により成膜したＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚がこの範囲内の場合に、ｎ型ファセット層１
２０は好適に成長する。つまり、複数の凸部１１１ａ側のＡｌＮバッファ層Ｂ１からは、
半導体層の成長は抑制される。底面１１１ｂ側のＡｌＮバッファ層Ｂ１からは、結晶性に
優れた半導体層が成長する。そして、ｎ型ファセット層１２０の頂部からｎ型コンタクト
層１３０を横方向に成長させる。これにより、貫通転位密度が小さく結晶性に優れたｎ型
コンタクト層１３０を形成することができる。また、それより上層の半導体層の結晶性も
よい。
【００６５】
　なお、以上に説明した実施形態は単なる例示にすぎない。したがって当然に、その要旨
を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能である。積層体の積層構造については、必
ずしも図に示したものに限らない。各半導体層の積層構造や各半導体層の繰り返し回数等
、任意に選択してよい。また、ｎ型半導体層、発光層、ｐ型半導体層の成長方法は、有機
金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ法）に限らない。キャリアガスを用いて結晶を成長させる方
法であれば、他の方法を用いてもよい。また、液相エピタキシー法、分子線エピタキシー
法等、その他のエピタキシャル成長法により半導体層を形成することとしてもよい。ただ
し、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の成長方法は、ＭＯＣＶＤ法である。
【００６６】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、第１の実施形態とＡｌＮバッフ
ァ層Ｂ１の成膜方法および膜厚が異なっている。したがって、その相違点について説明す
る。
【００６７】
１．ＡｌＮバッファ層の成膜方法および膜厚
　本実施形態のＡｌＮバッファ層Ｂ１の成膜方法は、スパッタリング法である。スパッタ
リング法を用いる場合には、基板１１０の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が
８％以上３２％以下である場合には、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚は３７ｎｍ以上５７ｎ
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ｍ以下であるとよい。また、基板１１０の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が
８％以上２６％以下である場合には、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚は４０ｎｍ以上５７ｎ
ｍ以下であるとよい。
【００６８】
２．半導体発光素子の製造方法
　第１の実施形態と異なるＡｌＮバッファ層形成工程について説明する。
【００６９】
２－１．ＡｌＮバッファ層形成工程
　まず、基板１１０の主面１１１の上にＡｌＮバッファ層Ｂ１を形成する。その際に、ス
パッタリングによりＡｌＮバッファ層Ｂ１を形成する。このように、ＡｌＮバッファ層Ｂ
１を３７ｎｍ以上５７ｎｍ以下の膜厚で成膜する。このときの基板温度は、３５０℃以上
１０００℃以下である。
【００７０】
３．本実施形態の効果
　本実施形態では、底面１１１ｂの面積比の小さい基板１１０であっても、ＡｌＮバッフ
ァ層Ｂ１の成膜方法および膜厚を調整することにより、ＡｌＮバッファ層Ｂ１より上層の
半導体層を好適に成長させることができる。
【００７１】
　第１の実施形態および第２の実施形態では、成膜する膜厚が異なっている。その理由は
以下のように考えられる。スパッタリングは、ＭＯＣＶＤ法に比べて一般に好適な結晶性
で成膜することができる。そのため、同じ膜厚で緩和できる格子不整合の割合は、スパッ
タリングよりもＭＯＣＶＤ法のほうが高い。つまり、スパッタリングを用いる場合には、
ＭＯＣＶＤ法を用いる場合に比べて厚い膜厚が必要である。
【００７２】
　第１の実施形態および第２の実施形態の双方において、底面１１１ｂの上のＡｌＮバッ
ファ層Ｂ１は、半導体層の成長が促進される状態にあるとともに、複数の凸部１１１ａの
斜面の上のＡｌＮバッファ層Ｂ１は、半導体層の成長が抑制される状態にあると考えられ
る。このような底面１１１ｂのＡｌＮバッファ層Ｂ１と複数の凸部１１１ａのＡｌＮバッ
ファ層Ｂ１との間の関係が成り立つ膜厚が、スパッタリングを用いた場合とＭＯＣＶＤ法
を用いた場合とで異なると考えられる。
【実施例】
【００７３】
１．基板
　本実験において、次のサファイア基板を用いた。複数の凸部は、ハニカム状に配置され
た円錐形状である。サファイア基板はｃ面に対して０．３°オフした基板である。また、
図３に示すように、隣り合う凸部を結ぶ線のうちの一つがｍ軸と平行である。また、主面
に占める底面の面積の比が９％、２５％、３１％、３５％のサファイア基板を用いた。
【００７４】
２．結果
　図６は、主面に占める底面の面積の比に対するＡｌＮバッファ層の膜厚を示すグラフで
ある。図６は、Ｘ線回折の結果、好適なＡｌＮバッファ層の膜厚を示している。つまり、
主面に占める底面の面積比が３０％程度より小さくなると、ＡｌＮバッファ層の膜厚を厚
くする方が、半導体層の結晶性が向上することを示している。つまり、ピットが少なく、
高い平坦性を備える半導体層が形成されている。
【００７５】
３．基板の底面の面積比
　なお、主面に占める底面の面積比が小さいほど、主面に占める複数の凸部の面積比が大
きい。凸部の箇所では、光が半導体層と基板との界面で反射せずに基板を透過する。その
ため、主面に占める複数の凸部の面積比が大きいほど、光取り出し効率は高い。
【００７６】
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　したがって、基板の底面の面積比が小さい基板を採用する場合には、従来より厚い膜厚
のＡｌＮバッファ層を成長させることが好ましい。
【００７７】
　図６に示すように、ＭＯＣＶＤ法を用いる場合には、基板１１０の主面１１１に占める
底面１１１ｂの面積の比が８％以上３２％以下である場合には、ＡｌＮバッファ層Ｂ１の
膜厚は１４ｎｍ以上３４ｎｍ以下であるとよい（図６の領域Ｒ１）。また、基板１１０の
主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が８％以上２６％以下である場合には、Ａｌ
Ｎバッファ層Ｂ１の膜厚は１６ｎｍ以上３４ｎｍ以下であるとよい（図６の領域Ｒ２）。
【００７８】
　図６に示すように、スパッタリング法を用いる場合には、基板１１０の主面１１１に占
める底面１１１ｂの面積の比が８％以上３２％以下である場合には、ＡｌＮバッファ層Ｂ
１の膜厚は３７ｎｍ以上５７ｎｍ以下であるとよい（図６の領域Ｒ３）。また、基板１１
０の主面１１１に占める底面１１１ｂの面積の比が８％以上２６％以下である場合には、
ＡｌＮバッファ層Ｂ１の膜厚は４０ｎｍ以上５７ｎｍ以下であるとよい（図６の領域Ｒ４
）。
【符号の説明】
【００７９】
１００…発光素子
１１０…基板
１１１…主面
１１１ａ…凸部
１１１ｂ…底面
Ｂ１…ＡｌＮバッファ層
１２０…ｎ型ファセット層
１３０…ｎ型コンタクト層
１４０…ｎ側静電耐圧層
１５０…ｎ側超格子層
１６０…発光層
１７０…ｐ型クラッド層
１８０…ｐ型コンタクト層
１９０…透明電極
Ｅｐ１…半導体層
Ｎ１…ｎ電極
Ｐ１…ｐ電極
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