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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐ型電極と、
　ｎ型電極と、
　前記ｐ型電極に接続され、エピタキシャル成長された複数のｐ型窒化物系III－Ｖ族化
合物半導体を含むｐ型積層構造と、
　前記ｎ型電極に接続され、エピタキシャル成長された複数のｎ型窒化物系III－Ｖ族化
合物半導体を含むｎ型積層構造と、
　前記ｐ型積層構造と前記ｎ型積層構造との間に設けられた活性層とを備え、
　前記ｎ型積層構造が、{0001}面から<1-100>方向へのオフ角度の絶対値が０．１２°以
上０．３５°以下、且つ{0001}面から<11-20>方向へのオフ角度の絶対値が０．００°以
上０．０６°以下の面方位のＧａＮ層と、前記ＧａＮ層上に形成されたＳｉを５ｘ１０17

ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下の濃度で含有し、厚さが０．３ｎｍ以上２００ｎｍ以下
のドープ層と、前記ドープ層上に設けられた窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層とを含む
ことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記ｎ型積層構造が、前記窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層よりも前記活性層側に設
けられた超格子層を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記活性層が多重量子井戸構造を備え、前記多重量子井戸構造が、ＩｎＧａＮ量子井戸
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層と障壁層が交互に積層されて構成され、前記量子井戸層のＩｎ組成が、前記障壁層のＩ
ｎ組成よりも大きいことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記ドープ層が、Ｓｉを１ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下の濃度で含有する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記ドープ層が、Ｓｉを４ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下の濃度で含有する
ことを特徴とする請求項４に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記ドープ層の厚さが、０．３ｎｍ以上１５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の半導体発光素子。
【請求項７】
　前記ドープ層の厚さが、５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の半導体発光素子。
【請求項８】
　前記ドープ層が、Ｓｉを含むＧａＮ層であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載の半導体発光素子。
【請求項９】
　前記超格子層が、アンドープ層を含む複数の層の積層体であることを特徴とする請求項
２に記載の半導体発光素子。
【請求項１０】
　前記超格子層が、前記アンドープ層とｎ型不純物をドープされたＧａＮ層を含む複数の
層の積層体であることを特徴とする請求項９に記載の半導体発光素子。
【請求項１１】
　前記積層体が、ｎ型不純物を含有することを特徴とする請求項９に記載の半導体発光素
子。
【請求項１２】
　前記窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層が、前記超格子層に接することを特徴とする請
求項１１に記載の半導体発光素子。
【請求項１３】
　前記ｎ型積層構造が、前記活性層と前記超格子層との間に形成され、前記活性層に接し
たｎ型ＧａＮ層を更に含むことを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記
載の半導体発光素子。
【請求項１４】
　前記ｐ型積層構造が、Ｍｇが５×１０18cm-3以上１０×１０18cm-3以下にドープされた
ｐ型ＧａＮ層を含むことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の半導体発
光素子。
【請求項１５】
　前記窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層が、ｎ型ＧａＮ層であることを特徴とする請求
項１乃至１４のいずれか１項に記載の半導体発光素子。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体発光素子に係り、特に窒化物系III－Ｖ族化合物半導体発光素子に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）等の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体はワイドバンドギャップ
を有する半導体であり、その特徴を活かし、高輝度紫外～青色・緑色発光ダイオードや青
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紫色レーザダイオードなどが研究・開発されている。又、高周波且つ高出力の窒化物系II
I－Ｖ族化合物半導体電界効果トランジスタなどが作製されている。
【０００３】
　初期の頃、窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の結晶成長に関して格子整合がとれる基板
が存在しなかったため、Ａｌ２Ｏ３やＳｉＣなどを基板として用い結晶成長が行われ、素
子が作製されていた。Ａｌ２Ｏ３基板を用いて窒化物系III－Ｖ族化合物半導体素子に向
けた結晶成長を行う場合、２段階成長法などが用いられるが、Ａｌ２Ｏ３と窒化物系III
－Ｖ族化合物半導体の間に存在する格子定数差や熱膨張係数差に起因して、大量の貫通転
位や欠陥が生じる。これら貫通転位や欠陥は、例えばレーザダイオードに関して寿命の劣
化を促し信頼性を低減させるため、実用化に際して大きな問題であった。
【０００４】
　このためホモエピタキシャル成長が可能であるＧａＮ基板の市場レベルでの提供が長ら
く望まれていた。最近の結晶成長技術の進歩により、ＧａＮ基板が実現できるようになり
、ＩｎＧａＮ／ＧａＮ／ＡｌＧａＮ系の青色レーザダイオードの試作結果も報告されてい
る（非特許文献１参照。）。
【０００５】
　しかしながら、ＧａＮ基板自体に関する知見やそれに対するホモエピタキシャル成長の
知見が少なく、窒化物系III－Ｖ族化合物半導体を用いた高性能な光半導体素子や電子半
導体素子等の半導体素子を実現できる手法は、未だ確立されていない状況である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】中村修二他，「ＧａＮ基板上に成長したＩｎＧａＮ／ＧａＮ／ＡｌＧａ
Ｎ系レーザダイオードの連続動作（Continuous-wave operation of InGaN/GaN/AlGaN -ba
sed laser diodes growｎ on GaN substrates）」,アプライド・フィジックス・レターズ
(Applied Physics Letters），１９９８年４月２０日，第７２巻，第２号，ｐ．２０１４
－２０１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、各半導体層の平坦性が半導体素子の寸法相当において向上した半導体基板を
実現し、この半導体基板を基礎として、特性の高性能化された半導体発光素子を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の特徴は、ｐ型電極と、ｎ型電極と、ｐ型電極に接
続され、複数のｐ型窒化物系III－Ｖ族化合物半導体を含むｐ型積層構造と、ｎ型電極に
接続され、複数のｎ型窒化物系III－Ｖ族化合物半導体を含むｎ型積層構造と、ｐ型積層
構造とｎ型積層構造との間に設けられた活性層とを備える半導体発光素子であることを要
旨とする。本発明の特徴に係る半導体発光素子において、ｎ型積層構造が、{0001}面から
<1-100>方向へのオフ角度の絶対値が０．１２°以上０．３５°以下、且つ{0001}面から<
11-20>方向へのオフ角度の絶対値が０．００°以上０．０６°以下の面方位のＧａＮ層と
、ＧａＮ層上に形成されたＳｉを５ｘ１０17ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下の濃度で含
有し、厚さが０．３ｎｍ以上２００ｎｍ以下のドープ層と、ドープ層上に設けられた窒化
物系III－Ｖ族化合物半導体層とを含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、各半導体層の平坦性が半導体素子の寸法相当において向上した半導体
基板を実現し、この半導体基板を基礎として、特性の高性能化された半導体発光素子を提
供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子（レーザダイオード）の断面構造を
示す模式図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子（レーザダイオード）の２５℃連続
発振状態における電流－光出力特性を比較例と共に示す図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子に用いる連続エピタ
キシャル成長による積層構造の（０００２）面におけるω／２θスキャンによるＸ線回折
スペクトルで、図３（ｂ）は、比較例の対応するＸ線回折スペクトルである。
【図４】種々の面方位のＧａＮ基板を用いて、本発明の第１の実施の形態に係る半導体素
子に用いる積層構造を連続エピタキシャル成長した場合の表面モホロジーを、{0001}面か
ら［1-100］方向へのオフ角度Δθ1-100の絶対値を横軸に、{0001}面から［11-20］方向
へのオフ角度Δθ11-20の絶対値を縦軸としてプロットした図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である（その１）。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である（その２）。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である（その３）。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である（その４）。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である（その５）。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程
断面図である（その６）。
【図１１】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る半導体素子（レーザダイオード）の
断面構造を示す模式図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る半導体素子の製造方法を説明するた
めの工程断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子（ＬＥＤ）の断面構造を示す模式
図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程
断面図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子（ＨＢＴ）の断面構造を示す模式
図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程
断面図である。
【図１７】本発明の他の実施の形態に係る半導体素子（ＨＥＭＴ）の断面構造を示す模式
図である。
【図１８】本発明の他の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明者らがＧａＮ基板上に種々の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体素子の試作を繰り
返すうちに、本来期待される高性能な窒化物系III－Ｖ族化合物半導体素子のデバイス特
性が得られない場合があった。例えば、ＧａＮ基板上に窒化物系III－Ｖ族化合物半導体
のレーザ構造を結晶成長させた場合、成長後の表面モホロジーをノマルスキー顕微鏡で観
察すると、数十～数百μｍオーダで巨大ステップが観測されることがあった。このような
窒化物系III－Ｖ族化合物半導体のウェハについてデバイスプロセスを進め、窒化物系III
－Ｖ族化合物青紫色レーザダイオードダイオードを試作すると、光が伝播する面内におい
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て界面揺らぎが生じているため、利得分布に広がりを生じさせ、又損失が増大することに
より、結果としてしきい値電流が増大してしまうことがあった。即ち、ＧａＮ基板上に窒
化物系III－Ｖ族化合物半導体素子を製造する際には、窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の
結晶成長層の表面に数十～数百μｍオーダで巨大ステップが出現しないようにしなければ
、期待される窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の性能が実現できないことが判明した。
【００１２】
　以下に、窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の結晶成長層の表面に巨大ステップが出現し
ないようにして平坦性を向上し、これにより素子特性の高性能化を実現した例を、本発明
の第１～第３の実施の形態として図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している
。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現
実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の
説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比
率が異なる部分が含まれていることは勿論である。又、以下に示す第１～第３の実施の形
態は、本発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、本発
明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するもので
ない。本発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができ
る。
【００１４】
　なお、以下の第１～第３の実施の形態の説明から理解できるように、「素子構造部」と
は、レーザダイオードやＬＥＤでは発光層（活性層）及びその周辺の構造、ＨＢＴでは電
流制御をするベース領域近傍の構造部等、電子半導体素子（電子デバイス）や光半導体素
子の主動作を担う主要な構造部分が含まれていれば良く、必ずしも電子半導体素子（電子
デバイス）や光半導体素子の素子構造の全体を意味するものではないことに留意されたい
。
【００１５】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子は、図１に示すように、ｎ型ＧａＮ基板１
１上に、シリコン（Ｓｉ）等のｎ型不純物がドープされたｎ型ＧａＮ層１２が積層された
積層基体（１１，１２）を基礎としている。なお、ｎ型ＧａＮ層１２は、例示であり、よ
り、一般的には、ＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ層等の他の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体のｎ
型単結晶層でも良い。ｎ型ＧａＮ基板１１は、{0001}面から<1-100>方向へのオフ角度Δ
θ1-100の絶対値、及び{0001}面から<11-20>方向へのオフ角度Δθ11-20の絶対値がそれ
ぞれ,

０．１２°≦｜Δθ1-100｜≦０．３５°　・・・・・（１）
０．００°≦｜Δθ11-20｜≦０．０６°　・・・・・（２）

の面方位を有している。この積層基体（１１，１２）上に、レーザダイオードの素子構造
部が形成される。第１の実施の形態では、積層体（１１，１２）を、エピタキシャル成長
基板（１１，１２）と呼び、更にこの上に素子構造部を連続エピタキシャル成長する。
【００１６】
　素子構造部は、ｎ型クラッド層１３と、ｎ型クラッド層１３上のｎ型ＧａＮガイド層１
４と、ｎ型ＧａＮガイド層１４上の発光層（活性層）１５と、発光層（活性層）１５上の
ｐ型ＧａＮ第１ガイド層１６と、ｐ型ＧａＮ第１ガイド層１６上のオーバーフロー防止層
１７と、オーバーフロー防止層１７上のｐ型ＧａＮ第２ガイド層１８と、ｐ型ＧａＮ第２
ガイド層１８上のｐ型クラッド層１９と、ｐ型クラッド層１９上のｐ型ＧａＮコンタクト
層２０とからなる積層構造（１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２０）を基礎
として構成され、最下層のｎ型クラッド層１３が、エピタキシャル成長基板（１１，１２
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）のｎ型ＧａＮ層１２の表面に接している。なお、第１の実施の形態に係る半導体素子に
おいて、「素子構造部」とは、図１に示した積層構造（１３，１４，１５，１６，１７，
１８，１９，２０）を基礎として構成されるレーザダイオードの主動作を担う主要な構造
部分を意味し、その下部のｎ型コンタクト層として機能する積層基体（１１，１２）を含
まない。即ち、既に説明したように、「素子構造部」とは、光半導体素子の主動作を担う
主要な構造部分が含まれていれば良く、必ずしも光半導体素子の素子構造の全体を意味す
るものではない。
【００１７】
　ｎ型クラッド層１３は、アンドープＡｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とＳｉ等のｎ型不純物が１×１
０18ｃｍ-3程度ドープされたＧａＮ層とからなる超格子であるが、これに限定されず、例
えばＡｌ０．０５Ｇａ0.9５Ｎ層等からなるｎ型の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の単層
厚膜（膜厚１．５μｍ程度）でも構わない。又、アンドープＡｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とｎ型不
純物元素がドープされたＧａＮ層とからなる超格子を用いたが、Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とＧ
ａＮの両方に、Ｓｉ等のｎ型不純物をドープしても、本発明の効果に変わりはない。ｎ型
ＧａＮガイド層１４は、Ｓｉ等のｎ型不純物が１×１０18ｃｍ-3程度ドープされた膜厚０
．１μｍ程度のＧａＮ層であるが、より一般的にはＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ等のｎ型の窒
化物系III－Ｖ族化合物半導体層とすることが可能である。
【００１８】
　発光層（活性層）１５は、膜厚３．５ｎｍ程度のアンドープのＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ層から
なる３層の量子井戸（ＱＷ）層と、この量子井戸を挟む膜厚７ｎｍ程度のアンドープのＩ
ｎ0.01Ｇａ0.99Ｎ層からなる障壁層とを交互に積層した多重量子井戸（ＭＱＷ）を構成し
ている。ＭＱＷを構成するＩｎxＧａ1-xＮ層のＩｎ組成ｘは、一例であり、ＱＷ層のＩｎ
組成ｘが、障壁層のＩｎ組成ｘより大きければ、他の値を用いても本発明の効果に変わり
はない。例えば、ＱＷ層にＩｎ0.08Ｇａ0.92Ｎ層を用い、障壁層にＩｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ層
等を用いても良い。
【００１９】
　発光層（活性層）１５上に設けられたｐ型ＧａＮ第１ガイド層１６は、膜厚０．０３μ
ｍに形成すれば良い。
【００２０】
　オーバーフロー防止層１７は、マグネシウム（Ｍｇ）等のｐ型不純物元素が５×１０18

ｃｍ-3、程度にドープされた膜厚１０ｎｍ程度のＡｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ層からなる電子のオー
バーフローを防止する層である。ｐ型ＧａＮ第２ガイド層１８は、Ｍｇ等のｐ型不純物元
素が５～１０×１０18ｃｍ-3程度ドープされた、膜厚０．１μｍ程度のＧａＮ層であるが
、より一般的にはＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ等のｐ型の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層と
することが可能である。
【００２１】
　ｐ型クラッド層１９は、アンドープＡｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とＭｇ等のｐ型不純物元素がド
ープされたＧａＮ層とからなる超格子であるが、これに限定されず、例えばＡｌ０．０５

Ｇａ0.9５Ｎ層等からなるＭｇ濃度１×１０19ｃｍ-3程度にドープされたｐ型の窒化物系I
II－Ｖ族化合物半導体の単層厚膜（膜厚０．６μｍ程度）でも構わない。又、アンドープ
Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とｐ型不純物元素がドープされたＧａＮ層とからなる超格子を用いた
が、Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ層とＧａＮの両方にＭｇ等のｐ型不純物元素をドープしても、本発
明の効果に変わりはない。ｐ型ＧａＮコンタクト層２０は、Ｍｇ等のｐ型不純物元素が２
×１０20ｃｍ-3程度ドープされた膜厚０．０５μｍ程度のＧａＮ層であるが、より一般的
にはＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ等のｐ型の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体層とすることが可
能である。
【００２２】
　なお、結晶成長には有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）を用いた。その後、デバイスプ
ロセスとして、エッチングにより幅２μｍのリッジ構造が形成されている。
【００２３】
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　図１の断面図に示すように、ｐ型クラッド層１９とｐ型ＧａＮコンタクト層２０との積
層構造が、中央部が凸部をなし、この凸部の周辺の平坦部をｐ型クラッド層１９が構成し
ている。即ち、ｐ型クラッド層１９自身が、凸部と、この凸部の土台をなす平坦部からな
る段差構造として構成されている。そして、ｐ型クラッド層１９がなす凸部の上部にｐ型
ＧａＮコンタクト層２０が配置されている。ｐ型クラッド層１９とｐ型ＧａＮコンタクト
層２０とがなす凸部積層構造が、紙面に垂直方向に延伸する。なお、凸部積層構造が、図
１に示すように、断面が垂直側壁を有する矩形に限定されず、メサ型の斜面を有して台形
の凸部をなしても構わない。
【００２４】
　凸部の周辺の平坦部となるｐ型クラッド層１９上には、リッジ（凸部）を挟むように絶
縁膜４１が電流ブロック層として形成され、電流ブロック層により横モードが制御される
。電流ブロック層の膜厚は設計により任意に選択できるが、０．３μｍ～０．８μｍ程度
の値、例えば、０．５μｍ程度に設定すれば良い。この電流ブロック層には、ＡｌＮ膜、
Ａｌ0.2Ｇａ0.8Ｎ膜等の高比抵抗半導体膜を用いても良く、プロトン照射した半導体膜、
シリコン酸化膜（ＳｉＯ2膜）、酸化ジルコニウム膜（ＺｒＯ２膜）等が使用可能である
。更に、例えば、ＳｉＯ２膜とＺｒＯ２膜とによる多層膜でも構わない。即ち、電流ブロ
ック層としては、発光層（活性層）１５に用いている窒化物系III－Ｖ族化合物半導体よ
りも屈折率が低いものであれば種々の材料が採用可能である。絶縁膜４１の代わりに、ｎ
型ＧａＮやｎ型ＡｌyＧａ1-yＮなどｎ型の半導体層を用いて、ｐｎ接合分離しても電流ブ
ロック層として機能できる。
【００２５】
　ｐ型ＧａＮコンタクト層２０上には、例えば、パラジウム－白金－金（Ｐｄ／Ｐｔ／Ａ
ｕ）の複合膜からなるｐ側電極３２が配置されている。例えば、Ｐｄ膜は膜厚０．０５μ
ｍ、Ｐｔ膜は膜厚０．０５μｍ、Ａｕ膜は膜厚１．０μｍである。ｎ型ＧａＮ基板１１の
裏面には、チタン－白金－金（Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ）の複合膜等からなるｎ側電極３１が形
成されている。ｎ側電極３１は、例えば、膜厚０．０５μｍのＴｉ膜、膜厚０．０５μｍ
のＰｔ膜及び膜厚１．０μｍのＡｕ膜から構成可能である。レーザ共振器の端面は劈開に
より形成した。光を取り出す前方端面とは逆側の後方端面には、高反射率コートが施され
ている。
【００２６】
　なお、素子構造部を形成するｎ型クラッド層１３、ｎ型ＧａＮガイド層１４、発光層（
活性層）１５、ｐ型ＧａＮ第１ガイド層１６、オーバーフロー防止層１７、ｐ型ＧａＮ第
２ガイド層１８、ｐ型クラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０は例示であり、これ
らの材料に限定される必要はなく、より、一般的には、ＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ層等の他
の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の単結晶層が適宜使用可能である。したがって、上記
のＩｎxＧａ1-xＮ層のＩｎ組成ｘやＡｌyＧａ1-yＮ層のＡｌ組成ｙは一例として理解すべ
きで、他の値を用いても、以下のような効果が得られることは勿論である。
【００２７】
　本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子（レーザダイオード）の電流－光出力特性
を、２５℃連続発振状態で比較例と比較した結果を図２に示す。図２の実線で示す電流－
光出力特性は、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たす面
方位のＧａＮ基板１１上に、図１１に示すδドープ層１０を有する場合の結果であり、レ
ーザダイオードのしきい値電流は平均４５ｍＡである。図２で一点鎖線で示したδドープ
層１０を有さない場合のしきい値電流は、平均５５ｍＡ程度である。図２で破線で示した
比較例は、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たさない{0
001}面ｎ型ＧａＮ基板１１上に、上記レーザ構造を結晶成長し作製したレーザダイオード
である。この比較例に係るレーザダイオードの電流－光出力特性から求められるしきい値
電流は、平均１０６ｍＡであり、第１の実施の形態に係る半導体素子よりも高いことが分
かる。比較例の構造で、しきい値電流が高くなるのは、光が伝播する面内において界面揺
らぎが生じているためである。このため、比較例の構造では、利得分布に広がりが生じ、
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損失が増大していることが分かる。
【００２８】
　又、第１の実施の形態に係る半導体素子（レーザダイオード）の結晶成長後のウェハ（
図６参照。）をＸ線回折により比較した。図３（ａ）及び（ｂ）は（０００２）面におけ
るω／２θスキャンの結果である。ここで、図３（ａ）及び（ｂ）の右端に示される０ar
csecがＧａＮ層からのピークである。ｎ型クラッド層１３、ｐ型クラッド層１９ともＡｌ

0.1Ｇａ0.9Ｎ層とＧａＮ層とからなる超格子であるので、０次回折のピークの他に、超格
子周期に対応した－１次や１次などのサテライトピークが検出される。図３（ａ）及び（
ｂ）で－３２００arcsec付近に観察されるピークが、Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ／ＧａＮ超格子に
よる－１次サテライトピークである。
【００２９】
　図３（ａ）に示すように、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が、それぞれ式（１）及び
（２）の関係を満たす面方位のＧａＮ基板１１上に、上記レーザ構造を結晶成長したウェ
ハのサテライトピークの半値幅は１４５arcsecである。一方、図３（ｂ）に示すように、
オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たさない{0001}面ｎ型
ＧａＮ基板１１上に、上記レーザ構造を結晶成長したウェハのサテライトピークの半値幅
は３６７arcsecと広い。半値幅が広いということは、超格子界面における急峻性やクラッ
ド層全体で見たときの膜の平坦性が劣っていることを意味する。
【００３０】
　結晶成長後のウェハをノマルスキー顕微鏡により観察した結果を図４に示す。図４では
、(0001)面から［1-100］方向へのオフ角度Δθ1-100の絶対値を横軸に、(0001)面から［
11-20］方向へのオフ角度Δθ11-20の絶対値を縦軸に示している。図４において、白抜き
円（〇）、白抜き三角（△）及び白抜き四角（□）の印で示したように、オフ角度Δθ1-

100の絶対値が０．１２°以上０．３５°以下で、且つ、オフ角度Δθ11-20の絶対値が０
．００°以上０．０６°以下である場合には、巨大ステップが観測されず、平坦性が良好
であることが分かる。更に、図４の白抜き三角（△）及び白抜き円（〇）で示したように
、オフ角度Δθ1-100の絶対値が０．１２°以上０．３０°以下で、且つ、オフ角度Δθ1

1-20の絶対値が０．００°以上０．０６°以下であれば、表面が平坦且つ、図３における
Ｘ線回折スペクトル半値幅が２００～２５０arcsecとなり、結晶性が良好となるので好ま
しい。特に、図４の白抜き円（〇）で示したように、オフ角度Δθ1-100の絶対値が０．
１４°以上０．２８°以下であって、且つ、オフ角度Δθ11-20の絶対値が０．００°以
上０．０６°以下である場合には、表面が平坦、且つ、図３におけるＸ線回折スペクトル
半値幅が１５０arcsec程度となり、非常に優れた結晶性を示し、又表面に巨大ステップも
観察されないので更に好ましい。即ち、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び
（２）の関係を満たす面方位のＧａＮ基板１１上に、上記レーザ構造を結晶成長したウェ
ハの表面モホロジーは、素子の寸法相当において表面が非常にスムーズ且つ平坦であるが
、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たさない{0001}面ｎ
型ＧａＮ基板１１上に、図１に示すレーザ構造を結晶成長したウェハの表面モホロジーは
、数十～数百μｍオーダで巨大ステップが観測され、平坦性が悪いことが分かる。
【００３１】
　以上のように、第１の実施の形態に係るエピタキシャル成長基板によれば、ＧａＮ基板
１１を用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少なく、更にＧ
ａＮ基板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が良好な窒化物
系III－Ｖ族化合物半導体の結晶成長層を得ることができる。又、第１の実施の形態に係
る半導体素子（レーザダイオード）は、この高い平坦性を有するエピタキシャル成長基板
を用いているので、光の損失の少ない導波路を作製でき、しきい値電流を低減し、動作寿
命を長くし、信頼性を向上することができる。又、第１の実施の形態に係る半導体素子（
レーザダイオード）によれば、利得分布の空間的な広がりを抑えることができ、素子の高
性能化が実現できる。
【００３２】
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　図５～図１１を用いて、本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子（レーザダイオー
ド）の製造方法を説明する。なお、以下に述べる半導体素子の製造方法は、一例であり、
この変形例を含めて、これ以外の種々の製造方法により、実現可能であることは勿論であ
る。例えば、第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法に使用する成長装置はＭＯＣ
ＶＤ装置であるとして説明するが、分子線エピタキシー（ＭＢＥ）装置等他の装置を用い
た他の方法でも製造可能である。
【００３３】
　（イ）先ず、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たす面
方位のＧａＮ基板１１を図５（ａ）に示すように用意する。次に、ＧａＮ基板１１をＭＯ
ＣＶＤ装置のサセプタ上に載置する。Ｖ族原料であるアンモニア（ＮＨ３）ガスを含む雰
囲気で加熱を開始し、１０００～１１００℃の基板温度で、有機金属Ｇａ化合物、例えば
トリメチルガリウム（Ｇａ（ＣＨ3）3）、或いはトリエチルガリウム（Ｇａ（Ｃ2Ｈ5）3

）を水素（Ｈ２）でバブリングして導入し、図５（ｂ）に示すように、ｎ型ＧａＮ層１２
を成長し、エピタキシャル成長基板（１１，１２）を得る。ｎ型ＧａＮ層１２の成長に際
しては、Ｖ／III比を数１００以上と高い比率にすることが望ましい。ｎ型ドーピング用
原料としては、Ｓｉ水素化物例えばモノシラン（ＳｉＨ４）ガス或いは有機金属Ｓｉ化合
物ガス例えばテトラメチルシラン（Ｓｉ（ＣＨ3）4）ガスを用いれば良い。
【００３４】
　（ロ）次に、基板温度を１０００℃から１０８０℃に設定した後、エピタキシャル成長
基板（１１，１２）のｎ型ＧａＮ層１２上に、レーザダイオードの素子構造部を連続エピ
タキシャル成長する。即ち、図５（ｃ）に示すように、ｎ型ＧａＮ層１２上に、ｎ型クラ
ッド層１３を、同一反応管内で連続エピタキシャル成長する。更に、ｎ型クラッド層１３
に引き続き、図６に示すように、ｎ型ＧａＮガイド層１４、発光層（活性層）１５、ｐ型
ＧａＮ第１ガイド層１６、オーバーフロー防止層１７、ｐ型ＧａＮ第２ガイド層１８、ｐ
型クラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０を順に連続エピタキシャル成長し、ダブ
ルヘテロ構造部を形成する。III族原料としては、有機金属Ｇａ化合物例えばトリメチル
ガリウム（Ｇａ（ＣＨ3）3）、或いはトリエチルガリウム（Ｇａ（Ｃ2Ｈ5）3）、有機金
属Ａｌ化合物、例えばトリメチルアルミニウム（Ａｌ（ＣＨ3）3）、或いはトリエチルア
ルミニウム（Ａｌ（Ｃ2Ｈ5）3）、有機金属Ｉｎ化合物、例えばトリメチルインジウム（
Ｉｎ（ＣＨ3）3）、或いはトリエチルインジウム（Ｉｎ（Ｃ2Ｈ5）3）を用いることがで
きる。これらの各エピタキシャル成長層１４～２９の成長に際しては、Ｖ／III比を数１
００以上と高い比率にすることが望ましい。ｎ型クラッド層１３は、Ｓｉ濃度１×１０18

ｃｍ-3、膜厚１．５μｍのエピタキシャル成長層で、ｎ型ＧａＮガイド層１４は、Ｓｉ濃
度１×１０18ｃｍ-3、膜厚０．１μｍのエピタキシャル成長層である。ｎ型ＧａＮガイド
層１４上に設けられた発光層（活性層）１５は３層のＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ層からなる量子井
戸（ＱＷ）層と、５層のＩｎ0.01Ｇａ0.99Ｎ層からなる障壁層とを交互に積層した３周期
ＭＱＷ構造である。発光層（活性層）１５上に設けられたｐ型ＧａＮ第１ガイド層１６は
、膜厚０．０３μｍのエピタキシャル成長層で、オーバーフロー防止層１７は、Ｍｇ濃度
５×１０18ｃｍ-3、膜厚１０ｎｍのエピタキシャル成長層で、ｐ型ＧａＮ第２ガイド層１
８は、Ｍｇ濃度５～１０×１０18ｃｍ-3、膜厚0.1μｍのエピタキシャル成長層で、ｐ型
クラッド層１９は、Ｍｇ濃度１×１０19ｃｍ-3、膜厚０．６μｍ　のエピタキシャル成長
層で、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０は、Ｍｇ濃度２×１０20ｃｍ-3、膜厚０．０５μｍの
エピタキシャル成長層である。これらのｐ型ドーピング用原料としては、有機金属Ｍｇ化
合物、例えばビスシクロペンタディエニールマグネシウム（Ｃｐ2Ｍｇ）又はビスメチル
シクロペンタディエニールマグネシウム（Ｍ2Ｃｐ2Ｍｇ）を使用することが可能である。
【００３５】
　（ハ）次に、図７に示すように、フォトレジスト５１をマスクとして、ｐ型クラッド層
１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０を反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）により溝部５０
ａ，５０ｂを選択的に形成し、この溝部５０ａ，５０ｂに囲まれた凸部を残留させる。ｐ
型クラッド層１９とｐ型ＧａＮコンタクト層２０とがなす台形の凸部は、紙面に垂直方向
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に延伸し、リッジ構造をなしている。ｐ型クラッド層１９の厚さが０．６μｍ、ｐ型Ｇａ
Ｎコンタクト層２０の厚さが０．０５μｍの場合は、溝部５０ａ，５０ｂの深さは、０．
５μｍ程度にすれば良い。
【００３６】
　（ニ）次に、図８に示すように、フォトレジスト５１を除去後、溝部５０ａ，５０ｂを
埋め、ｐ型クラッド層１９とｐ型ＧａＮコンタクト層２０とがなすリッジ（凸部）を挟む
ように厚さ０．６～１μｍの絶縁膜４１を全面に堆積する。絶縁膜４１としては、ＡｌＮ
膜等の高比抵抗半導体膜をエピタキシャル成長しても良く、酸化膜（ＳｉＯ2膜）等をＣ
ＶＤで堆積しても良い。次に、図９に示すように、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０上の絶縁
膜４１のみを、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０が露出するまでエッチングする。
【００３７】
　（ホ）次に、図１０に示すように、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０上に、Ｐｄ／Ｐｔ／Ａ
ｕの複合膜からなるｐ側電極３２をリフトオフ法により形成する。即ち、ｐ側電極３２の
パターンに対応した窓部を有するフォトレジスト膜をｐ型ＧａＮコンタクト層２０及びｐ
型ＧａＮコンタクト層２０の両側の絶縁膜４１に形成後、膜厚０．０５μｍのＰｄ膜、膜
厚０．０５μｍのＰｔ膜及び膜厚１．０μｍのＡｕ膜を真空蒸着法若しくはスパッタリン
グ法等により、連続的に堆積し、その後、フォトレジスト膜を剥離すれば、窓部の位置に
ｐ側電極３２が形成される。更に、酸化膜（ＳｉＯ2膜）、窒化膜（Ｓｉ3Ｎ4膜）、ポリ
イミド膜等のパッシベーション膜４２をＣＶＤで堆積する。そして、エッチバックにより
、ｐ側電極３２を露出させる。その後、ＧａＮ基板１１の裏面にＴｉ／Ｐｔ／Ａｕの複合
膜を真空蒸着法若しくはスパッタリング法等により堆積する。例えば、膜厚０．０５μｍ
のＴｉ膜、膜厚０．０５μｍのＰｔ膜及び膜厚１．０μｍのＡｕ膜を連続的に堆積する。
その後、熱処理（シンタリング）をすれば、ｐ側電極３２とｎ側電極３１の双方のコンタ
クト抵抗が低減する。更に、劈開若しくは、ダイアモンドブレード等の切断手段で、所望
の大きさに切り出せば、図１に示す半導体素子（レーザダイオード）が完成する。
【００３８】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法によれば
、ＧａＮ基板１１を用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少
なく、更にＧａＮ基板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が
良好である。したがって、高品質の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体エピタキシャル成長
層をｎ型ＧａＮ基板１１上に均一に形成することが可能である。このため、高性能な窒化
物系III－Ｖ族化合物半導体素子を歩留まり良く安価に提供することができる。
【００３９】
　本発明の第１の実施の形態の変形例に係る半導体素子（レーザダイオード）は、図１１
に示すように、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たす面
方位のＧａＮ基板１１上に、δドープ層１０を介して、ｎ型ＧａＮ層１２が積層された積
層基体（１１，１０，１２）を基礎としている点が、図１に示す第１の実施の形態に係る
半導体素子と異なる点である。ｎ型ＧａＮ層１２上に、レーザダイオードの素子構造部と
して、ｎ型クラッド層１３、ｎ型ＧａＮガイド層１４、発光層（活性層）１５、ｐ型Ｇａ
Ｎ第１ガイド層１６、オーバーフロー防止層１７、ｐ型ＧａＮ第２ガイド層１８、ｐ型ク
ラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０を順に積層した構造やリッジや電極等の構造
が、図１に示す第１の実施の形態に係る半導体素子と同様であり、重複した説明を省略す
る。
【００４０】
　δドープ層１０は、Ｓｉ等のｎ型不純物元素を５ｘ１０17ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3

以下、望ましくは１ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下、更に望ましくは４ｘ１０
18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下でドープした厚さ２００ｎｍ未満のＧａＮ層である。
δドープ層１０の厚さの下限は１原子層の厚さであるので、約０．３ｎｍ程度である。δ
ドープ層１０の厚さは、望ましくは１原子層の厚さ以上１５０ｎｍ以下、更に望ましくは
５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下が良い。δドープ層１０の不純物密度が、２ｘ１０19ｃｍ-3を
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越えると、その上に成長するｎ型ＧａＮ層１２の表面が荒れてしまう。即ち、望ましい形
態としてＳｉ等のｎ型不純物元素を４ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下ドープし
た層を１原子層以上２００ｎｍ未満の厚みで形成すると、基板面内方向への結晶成長速度
を促進させることができ、結果として表面の平坦性が向上する。しかし、不純物密度が４
ｘ１０18ｃｍ-3を下回るとその効果が顕著ではなくなる。不純物密度が１ｘ１０18ｃｍ-3

を下回ると更に効果が低減し、不純物密度が５ｘ１０17ｃｍ-3を下回ると、結晶成長速度
の促進効果や、表面の平坦性向上の効果を得ることがより困難になる。
【００４１】
　このように、第１の実施の形態の変形例に係る半導体素子（レーザダイオード）におい
ては、ｎ型ＧａＮ層１２とｎ型ＧａＮ基板１１の間にδドープ層１０を存在させることに
より、ｎ型ＧａＮ基板１１面内方向への結晶成長速度を促進させ、成長したウェハの表面
モホロジーを、図１に示す第１の実施の形態に係る半導体素子に比し、更に平坦性を向上
させている。その結果、図２に示したように、第１の実施の形態に係る半導体素子（レー
ザダイオード）のしきい値電流は平均４５ｍＡまで低減し、動作寿命も長く、信頼性が更
に向上する。
【００４２】
　第１の実施の形態の変形例に係る半導体素子（レーザダイオード）の製造方法は、図１
２に示すように、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たす
面方位のＧａＮ基板１１上に、δドープ層１０を介して、ｎ型ＧａＮ層１２を積層し、引
き続き、ｎ型クラッド層１３、ｎ型ＧａＮガイド層１４、発光層（活性層）１５、ｐ型Ｇ
ａＮ第１ガイド層１６、オーバーフロー防止層１７、ｐ型ＧａＮ第２ガイド層１８、ｐ型
クラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０を順に連続エピタキシャル成長すれば、そ
の後の工程は、図７～図１０に示す手順と実質的に同様であり、重複した説明を省略する
。
【００４３】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子は、図１３に示すように、オフ角度Δθ1-

100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たすｎ型ＧａＮ基板１１上に、ｎ型Ｇ
ａＮ層１２が積層された積層基体（１１，１２）を基礎としている点では、第１の実施の
形態に係る半導体素子と同様であるが、第２の実施の形態に係る半導体素子では、この積
層基体（１１，１２）上に、発光ダイオード（ＬＥＤ）の素子構造部が形成される。第１
の実施の形態で説明したように、ｎ型ＧａＮ層１２は、例示であり、より、一般的には、
ＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ層等の他の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体のｎ型単結晶層でも良
いことは勿論である。
【００４４】
　即ち、図１３に示すように、この積層基体（１１，１２）の最上層のｎ型ＧａＮ層１２
上に、直接、Ｓｉド－プＡｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層からなるｎ型クラッド層１３がエピタキシ
ャル成長され、更に、ｎ型クラッド層１３上に、ＩｎxＧａ1-xＮ層からなる発光層（活性
層）２１、Ｍｇド－プＡｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層からなるｐ型クラッド層１９、Ｍｇド－プＧ
ａＮ層からなるｐ型ＧａＮコンタクト層２０が順に積層されている。３３は透明電極（ｐ
側電極）である。ｎ型クラッド層１３、ＩｎxＧａ1-xＮ発光層（活性層）２１、ｐ型クラ
ッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０等の発光ダイオード（ＬＥＤ）の素子構造部の
詳細は、第１の実施の形態に係る半導体素子で説明した内容と基本的に同様であるので、
重複した説明を省略する。又、第２の実施の形態に係る半導体素子において、「素子構造
部」とは、図１３に示した積層構造（１３，２１，１９，２０）を基礎として構成される
ＬＥＤの主動作を担う主要な構造部分を意味し、その下部のｎ型コンタクト層として機能
する積層基体（１１，１２）を含まない。即ち、「素子構造部」とは、光半導体素子の主
動作を担う主要な構造部分が含まれていれば良く、必ずしも光半導体素子の素子構造の全
体を意味するものではないことは、第１の実施の形態に係る半導体素子と同様である。
【００４５】
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　第１の実施の形態で説明したように、素子構造部を形成するｎ型クラッド層１３、Ｉｎ

xＧａ1-xＮ発光層（活性層）２１、ｐ型クラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０は
例示であり、これらの材料に限定される必要はない。つまり、より一般的には、ＩｎxＧ
ａ1-x-yＡｌyＮ層等の他の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の単結晶層が適宜、素子構造
部を形成する各層に使用可能である。
【００４６】
　本発明の第２の実施の形態に係るエピタキシャル成長基板によれば、ＧａＮ基板１１を
用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少なく、更にＧａＮ基
板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が良好な窒化物系III
－Ｖ族化合物半導体の結晶成長層を得ることができる。又、第２の実施の形態に係る半導
体素子（ＬＥＤ）は、この高い平坦性を有するエピタキシャル成長基板を用いているので
、低動作電圧化、高輝度化、高発光効率化等の特性改善が得られる。
【００４７】
　図示を省略しているが、本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子（ＬＥＤ）におい
ても、図１１と同様に、δドープ層１０を介して、ｎ型ＧａＮ層１２をｎ型ＧａＮ基板１
１上に積層するのが好ましい。δドープ層１０は、第１の実施の形態で説明したように、
ｎ型不純物元素を５ｘ１０17ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下、望ましくは１ｘ１０18ｃ
ｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下、更に望ましくは４ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3

以下でドープした厚さ２００ｎｍ未満のＧａＮ層である。δドープ層１０の厚さは、望ま
しくは１原子層の厚さ以上１５０ｎｍ以下、更に望ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下が
良い。δドープ層１０の不純物密度が、２ｘ１０19ｃｍ-3を越えると、その上に成長する
ｎ型ＧａＮ層１２の表面が荒れてしまうので好ましくない。ｎ型不純物元素を４ｘ１０18

ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下ドープした層を１原子層以上２００ｎｍ未満の厚みで形
成すると、基板面内方向への結晶成長速度を促進させることができ、表面の平坦性が向上
する。不純物密度が４ｘ１０18ｃｍ-3を下回るとその効果が顕著ではなくなる。不純物密
度が１ｘ１０18ｃｍ-3を下回ると更に効果が低減し、不純物密度が５ｘ１０17ｃｍ-3を下
回ると、殆ど、結晶成長速度の促進効果や、表面の平坦性向上の効果を得ることがより困
難になる。δドープ層１０をｎ型ＧａＮ層１２とｎ型ＧａＮ基板１１の間に挿入すること
により、表面モホロジーや平坦性が更に改善され、この結果、第２の実施の形態に係る半
導体素子（ＬＥＤ）の低動作電圧化、高輝度化、高発光効率化等の特性改善が更に促進さ
れる。
【００４８】
　本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子の製造方法は、基本的には、図５～図１０
に示した第１の実施の形態に係る半導体素子の製造方法と同様であるが、より簡略化され
ている。
【００４９】
　（イ）先ず、図１４に示すように、エピタキシャル成長基板としての積層基体（１１，
１２）の最上層のｎ型ＧａＮ層１２上に、直接、Ｓｉド－プＡｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層からな
るｎ型クラッド層１３がエピタキシャル成長され、更に、ｎ型クラッド層１３上に、Ｉｎ

xＧａ1-xＮ発光層（活性層）２１、ｐ型クラッド層１９、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０が
順に連続エピタキシャル成長される。
【００５０】
　（ロ）更に、ｐ型ＧａＮコンタクト層２０上に、錫（Ｓｎ）をドープした酸化インジウ
ム（Ｉｎ2Ｏ3）膜（ＩＴＯ）、インジウム（Ｉｎ）をドープした酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜（
ＩＺＯ）、ガリウム（Ｇａ）をドープした酸化亜鉛膜（ＧＺＯ）、酸化錫（ＳｎＯ2）等
の透明電極からなるｐ側電極３３を形成する。或いは金（Ａｕ）やニッケル（Ｎｉ）等の
金属膜を透光性が維持できる程度に薄く堆積して透明電極としても良い。
【００５１】
　（ハ）その後、図１３に示すように、ｎ型ＧａＮ基板１１の裏面にＴｉ／Ｐｔ／Ａｕの
複合膜を真空蒸着法若しくはスパッタリング法等により堆積する。例えば、膜厚０．０５
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μｍのＴｉ膜、膜厚０．０５μｍのＰｔ膜及び膜厚１．０μｍのＡｕ膜を連続的に堆積す
る。その後、熱処理（シンタリング）をし、ｎ側電極３１のコンタクト抵抗を低減させる
。更に、劈開若しくは、ダイアモンドブレード等の切断手段で、所望の大きさに切り出せ
ば、図１３に示す半導体素子（発光ダイオード（ＬＥＤ）が完成する。
【００５２】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る半導体素子の製造方法によれば
、ＧａＮ基板１１を用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少
なく、更にＧａＮ基板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が
良好である。したがって、高品質の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体エピタキシャル成長
層をｎ型ＧａＮ基板１１上に均一に形成することが可能である。このため、高性能な窒化
物系III－Ｖ族化合物半導体素子を歩留まり良く安価に提供することができる。
【００５３】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子は、図１５に示すように、オフ角度Δθ1-

100及びΔθ11-20が式（１）及び（２）の関係を満たすｎ型ＧａＮ基板１１上に、Ｓｉド
－プＧａＮ層からなるｎ型ドリフト層２４、Ｍｇド－プＩｎxＧａ1-xＮ層からなるｐ型ベ
ース層２５、Ｓｉド－プ層からなるｎ型エミッタ層２６が順に積層されてヘテロ接合バイ
ポーラトランジスタ（ＨＢＴ）を構成している。ｎ型ＧａＮ基板１１は、コレクタ層（コ
レクタコンタクト層）として機能する。
【００５４】
　ｎ型ドリフト層２４は、Ｓｉ濃度１×１０14～５×１０16ｃｍ-3、膜厚０．３～１．５
μｍの窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の単結晶層である。ｐ型ベース層２５のＭｇ濃度
と膜厚は、ＨＢＴの動作周波数と耐圧を考慮して決めれば良いが、例えば、Ｍｇ濃度５×
１０18～７×１０19ｃｍ-3、膜厚５～８０ｎｍに選択すれば良い。ｎ型エミッタ層２６は
、Ｓｉ濃度３×１０18～６×１０18ｃｍ-3、膜厚０．２～０．５μｍの窒化物系III－Ｖ
族化合物半導体の単結晶層である。図１５に示すように、ｎ型エミッタ層２６上にチタン
－白金－金（Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ）の複合膜からなるエミッタ電極４５が形成されている。
エミッタ電極４５は、例えば、膜厚０．０４μｍのＴｉ膜、膜厚０．０４μｍのＰｔ膜及
び膜厚０．５μｍのＡｕ膜から構成可能である。更に、ｎ型エミッタ層２６を貫通しｐ型
ベース層２５の表面の一部を露出するベース電極取り出し溝が形成され、このベース電極
取り出し溝の底部において、ｐ型ベース層２５にベース電極４４がオーミック接触してい
る。ベース電極４４は、例えば、パラジウム－白金－金（Ｐｄ／Ｐｔ／Ａｕ）の複合膜か
らなり、Ｐｄ膜は膜厚０．０５μｍ、Ｐｔ膜は膜厚０．０５μｍ、Ａｕ膜は膜厚0.2μｍ
程度の値が採用可能である。
【００５５】
　ｎ型ＧａＮ基板１１の裏面に、チタン－白金－金（Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ）の複合膜からな
るコレクタ電極４３が形成されている。コレクタ電極４３は、エミッタ電極４５と同様に
、例えば、膜厚０．０４μｍのＴｉ膜、膜厚０．０４μｍのＰｔ膜及び膜厚０．５μｍの
Ａｕ膜の組み合わせを採用可能である。
【００５６】
　以上のように、第３の実施の形態に係るエピタキシャル成長基板によれば、ＧａＮ基板
１１を用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少なく、更にＧ
ａＮ基板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が良好な窒化物
系III－Ｖ族化合物半導体の結晶成長層を得ることができる。又、第３の実施の形態に係
る半導体素子（ＨＢＴ）は、この高い平坦性を有するエピタキシャル成長基板を用いてい
るので、電流増幅率βが高く、高周波特性が向上し、電流遮断周波数ｆTが向上する。
【００５７】
　なお、第１及び第２の実施の形態で説明したように、素子構造部を形成するｎ型ドリフ
ト層２４、ｐ型ベース層２５、ｎ型エミッタ層２６の各材料は例示であり、より一般的に
は、ＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ層等の他の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体の単結晶層を、Ｈ
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ＢＴとして必要な禁制帯幅の関係を満足するように、選定すれば、使用可能である。即ち
、ｎ型エミッタ層２６の禁制帯幅がｐ型ベース層２５の禁制帯幅より広い「ワイドバンド
ギャップエミッタ」の条件となるように、選定すれば、種々の窒化物系III－Ｖ族化合物
半導体の単結晶層が、各層２４，２５，２６として、選定可能である。例えば、ｎ型Ｇａ
Ｎ基板１１上に、ＧａＮ層からなるｎ型ドリフト層２４、ＧａＮ層からなるｐ型ベース層
２５、ＡｌyＧａ1-yＮ層からなるｎ型エミッタ層２６を用いても良い。
【００５８】
　なお、本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子において、「素子構造部」とは、ｎ
型ドリフト層２４、ｐ型ベース層２５、ｎ型エミッタ層２６を意味し、コレクタ層（コレ
クタコンタクト層）として機能するｎ型ＧａＮ基板１１を含まない。即ち、第３の実施の
形態に係る半導体素子の「素子構造部」とは、電子半導体素子（電子デバイス）の主動作
を担う主要な構造部分が含まれていれば良く、必ずしも半導体素子の素子構造の全体を意
味するものではないことは、第１及び第２の実施の形態に係る半導体素子において説明し
た事情と同様である。
【００５９】
　図示を省略しているが、本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子（ＨＢＴ）におい
ても、図１１と同様に、δドープ層１０を介して、ｎ型ドリフト層２４をｎ型ＧａＮ基板
１１上に積層するのが好ましい。δドープ層１０は、第１の実施の形態で説明したように
、ｎ型不純物元素を５ｘ１０17ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下、望ましくは１ｘ１０18

ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ-3以下、更に望ましくは４ｘ１０18ｃｍ-3以上２ｘ１０19ｃｍ
-3以下でドープした厚さ２００ｎｍ未満のＧａＮ層である。δドープ層１０の厚さは、望
ましくは一原子層の厚さ以上１５０ｎｍ以下、更に望ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下
が良い。δドープ層１０を用いることにより、更に表面モホロジーや平坦性が良好となる
ので、第３の実施の形態に係る半導体素子（ＨＢＴ）の電流増幅率βは更に高く、高周波
特性も更に向上する。
【００６０】
　本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子の製造方法は、基本的には、第１及び第２
の実施の形態に係る半導体素子の製造方法と同様である。
【００６１】
　（イ）先ず、ＭＯＣＶＤ装置の内部にｎ型ＧａＮ基板１１を挿入し、第２の実施の形態
に係る半導体素子の製造方法で説明したと同様に、ｎ型ＧａＮ基板１１上に、Ｓｉド－プ
ＧａＮ層からなるｎ型ドリフト層２４、Ｍｇド－プＩｎ0.1Ｇａ0.9Ｎ層からなるｐ型ベー
ス層２５、Ｓｉド－プＧａＮ層からなるｎ型エミッタ層２６を順に連続エピタキシャル成
長する。ｎ型ＧａＮ基板１１上に、ｎ型ドリフト層２４を成長した積層体が、第１及び第
２の実施の形態におけるエピタキシャル成長基板（１１，１２）に対応するが、ｎ型Ｇａ
Ｎ基板１１、ｎ型ドリフト層２４、ｐ型ベース層２５、ｎ型エミッタ層２６からなる積層
体（１１，２４，２５，２６）の全体を「エピタキシャル成長基板」と呼んでも良い。こ
の連続エピタキシャル成長は、図１４を用いて説明した第２の実施の形態に係る半導体素
子の製造方法と基本的に同様であるので、重複した説明を省略する。
【００６２】
　（ロ）この後、先ず、ベース電極取り出し溝形成用フォトレジスト膜のパターンをフォ
トリソグラフィ技術によりｎ型エミッタ層２６の表面に形成し、このフォトレジスト膜の
パターンをエッチングマスクとして、ｎ型エミッタ層２６を貫通しｐ型ベース層２５の表
面の一部を露出するベース電極取り出し溝をＲＩＥでエッチングして形成する。
【００６３】
　（ハ）そして、ｎ型エミッタ層２６上にチタン－白金－金（Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ）の複合
膜からなるエミッタ電極４５を、ｎ型ＧａＮ基板１１の裏面にチタン－白金－金（Ｔｉ／
Ｐｔ／Ａｕ）の複合膜からなるコレクタ電極４３のパターンを形成する。その後、熱処理
（シンタリング）をすれば、エミッタ電極４５及びコレクタ電極４３の双方のコンタクト
抵抗が低減する。
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【００６４】
　（ニ）更に、図１５に示すように、リフトオフ法を用いて、ｐ型ベース層２５上に、Ｐ
ｄ／Ｐｔ／Ａｕの複合膜からなるベース電極４４をリフトオフ法により形成する。即ち、
ベース電極４４のパターンに対応した窓部を有するフォトレジスト膜を形成後、膜厚０．
０４μｍのＴｉ膜、膜厚０．０４μｍのＰｔ膜及び膜厚０．５μｍのＡｕ膜を真空蒸着法
若しくはスパッタリング法等により、連続的に堆積し、その後、フォトレジスト膜を剥離
すれば、窓部の位置にベース電極４４が形成される。
【００６５】
　以上説明したように、本発明の第３の実施の形態に係る半導体素子の製造方法によれば
、ＧａＮ基板１１を用いているので、貫通転位などの欠陥やひび割れの問題が本来的に少
なく、更にＧａＮ基板１１の面方位が最適化されているので、表面モホロジーや平坦性が
良好である。したがって、高品質の窒化物系III－Ｖ族化合物半導体エピタキシャル成長
層をｎ型ＧａＮ基板１１上に均一に形成することが可能である。このため、高性能な窒化
物系III－Ｖ族化合物半導体素子を歩留まり良く安価に提供することができる。
【００６６】
　（その他の実施の形態）
　上記のように、本発明は第１～第３の実施の形態によって記載したが、この開示の一部
をなす論述及び図面は本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から
当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００６７】
　例えば、本発明は、第１、第２及び第３の実施の形態において説明したレーザダイオー
ド、ＬＥＤ、ＨＢＴに限定されるものではなく、その他、高電子移動度トランジスタ（Ｈ
ＥＭＴ）、接合型電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）、ショットキーゲート型ＦＥＴ（ＭＥ
ＳＦＥＴ）、静電誘導トランジスタ（ＳＩＴ）等の種々の電子半導体素子（電子デバイス
）、或いは光検出器等の光半導体素子等を含めた、種々の半導体素子に適用可能である。
【００６８】
　この種の電子半導体素子の例として、図１７に、ＨＥＭＴの模式的な構造を示す。図１
７に示すＨＥＭＴは、素子構造部（６２、６３、６４、６５、６６）を備える。素子構造
部（６２、６３、６４、６５、６６）は、ＧａＮ基板６１上に、故意には不純物をドープ
していない（以下において「ノンドープ」という。）ＧａＮ層（第１の単結晶層）６２及
びノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層（第２の単結晶層）６３を連続的に堆積することによって
形成される。ＧａＮ基板６１は、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が、式（１）及び（２
）の関係を満たす高比抵抗基板又は半絶縁性基板である。ノンドープＧａＮ層６２は、約
０．８～４．５μｍの厚みを有した単結晶層である。ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層６３は
、約６０～１５０ｎｍの厚みを有した単結晶層である。二次元電子雲６４は、ノンドープ
ＧａＮ層６２の大きな電子親和力のために、ノンドープＧａＮ層６２の上面に形成される
。ｎ型ソース領域６５及びｎ型ドレイン領域６６は、ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層６３を
貫通してノンドープＧａＮ層６２の表面の一部にまで及ぶように形成される。例えば、ソ
ース領域６５及びドレイン領域６６は約１×１０17ｃｍ-3以上、約１×１０19ｃｍ-3以下
の不純物密度を有するように、Ｓｉ原子のようなｎ型不純物原子を、高濃度に添加される
。図１７に示すように、チタン・アルミニウム（Ｔｉ／Ａｌ）複合膜からなるソース電極
７１及びドレイン電極７２は、それぞれ、ｎ型ソース領域６５及びｎ型ドレイン領域６６
の上に形成されている。白金・金（Ｐｔ／Ａｕ）複合膜からなるＴ形のゲート電極７３は
、ｎ型ソース領域６５及びｎ型ドレイン領域６６間のノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層６３上
にショットキ・バリア・ゲートを構成するために形成される。ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ
層６３はヘテロ構造界面の近くで可動電荷が完全に空乏化し、あたかもＭＯＳＦＥＴのゲ
ート酸化膜と同様に作用する。Ｐｔ／Ａｕゲート電極（ショットキ・バリア・ゲート）７
３の存在下で、空乏層はＰｔ／Ａｕゲート電極（ショットキ・バリア・ゲート）７３の下
で形成される。ゲート電極（ショットキ・バリア・ゲート）７３に対する負のバイアスの
印加は、ゲート空乏層領域をヘテロ構造界面まで広げ、電子の流れに対する電位障壁を高
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め、ドレイン－ソース電流（主電流）を、静電的にピンチオフする。
【００６９】
　このような構造により、本発明の他の実施の形態に係る半導体基板（６３、６２、６１
）においては、ＧａＮ基板６１を有するので、貫通転位などの欠陥及び格子不整合と関連
するひび割れ等の問題は、エピタキシャル成長層６２、６３及びＧａＮ基板６１の間に、
本質的に生じない。更に、ＧａＮ基板６１の結晶面方位が最適化されているので、良好な
表面モホロジー及び表面平坦性を有するエピタキシャル成長されたノンドープＧａＮ層６
２及びノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層６３が提供できる。更に、本発明の他の実施の形態に
よれば、優れた表面平坦性を有する半導体基板（６３、６２、６１）を用いて製造される
ので、ＨＥＭＴの相互コンダクタンスｇmが増加し、更に、高周波特性も改善され、電流
遮断周波数ｆTが向上する。
【００７０】
　既に、第１～第３の実施の形態で説明したように、第１の単結晶層（ノンドープＧａＮ
層）６２及び第２の単結晶層（ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層）６３のそれぞれの材料は、
単なる例示である。例えば、ＡｌxＧａ1-xＮ層６３の代わりに、６ｎｍの厚みのＡｌＮ膜
と１００－２５０ｎｍの厚みのＧａＮ膜との複合膜を使用しても良い。より一般的には、
ＨＥＭＴに必要な第１及び第２の単結晶層間のヘテロ接合を実現することが可能な禁制帯
幅の関係を考慮して、ＩｎxＧａ1-x-yＡｌyＮ層のような他の窒化物系III－Ｖ族化合物半
導体を、第１及び第２の単結晶層として選択することができる。
【００７１】
　本発明の他の実施の形態に係る半導体素子では、「素子構造部」は、ノンドープＧａＮ
層（第１の単結晶層）６２，ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層（第２の単結晶層）６３、ｎ型
ソース領域６５及びドレイン領域６６を意味し、ｎ型ＧａＮ基板６１を含まない。換言す
れば、第１～第３の実施の形態に係る半導体素子において既に説明したと同様に、本発明
の他の実施の形態に係る半導体素子の「素子構造部」は、電子半導体素子の主動作に必要
な構造を含んでいれば良く、必ずしも半導体素子の全構造を意味する必要はない。なお、
本発明の他の実施の形態に係るＨＥＭＴでも、図示を省略したが、図１１に示したのと同
様に、ノンドープＧａＮ層６２をδドープ層１０を介してｎ型ＧａＮ基板６１に堆積する
ことが好ましい。
【００７２】
　本発明の他の実施の形態に係るＨＥＭＴの製造方法は、基本的には、第１～第３の実施
の形態に係る半導体素子の製造方法において既に説明した方法と同様である。即ち、先ず
、ｎ型ＧａＮ基板６１がＭＯＣＶＤ炉に挿入され、ｎ型ＧａＮ基板６１上に、図１８に示
すように、ノンドープＧａＮ層（第１の単結晶層）６２及びノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層
（第２の単結晶層）６３が連続してエピタキシャル成長される。ここで、ｎ型ＧａＮ基板
６１及びｎ型ＧａＮ基板６１に成長されたノンドープＧａＮ層６２を含んだ積層構造（６
１、６２）は、第１～第３の実施の形態に係る半導体素子の半導体基板（１１、１２）に
対応させることができる。しかし、ｎ型ＧａＮ基板６１及びノンドープＧａＮ層６２を含
む全積層構造（６１、６２、６３）を、「半導体基板」として呼んでも良い。連続エピタ
キシャル成長は、基本的に第１～第３の実施の形態に係る半導体素子の製造方法と同様で
あるので、重複する説明は省略する。その後、フォトレジスト膜のパターンをイオン注入
マスクとし、Ｓｉイオンのようなｎ型不純物イオンを積層構造（６１、６２、６３）に対
し、選択的にイオン注入する。イオン注入マスクを除去した後に、積層構造（６１、６２
、６３）は、ｎ型ソース領域６５及びドレイン領域６６を形成するために熱処理される。
その後、チタン・アルミニウム（Ｔｉ／Ａｌ）複合膜からなるソース電極７１及びドレイ
ン電極７２が、リフトオフ法を用いて選択的にｎ型ソース領域６５及びドレイン領域６６
に形成される。そして、熱処理（シンタリング）により、ソース電極７１及びドレイン電
極７２の接触抵抗を低減させる。次に、白金・金（Ｐｔ／Ａｕ）複合膜からなるＴ形のゲ
ート電極７３を、ｎ型ソース領域６５とｎ型ドレイン領域６６の間のノンドープＡｌxＧ
ａ1-xＮ層６３上に、図１７に示すように、リフトオフ法を使用して形成すれば、本発明
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の他の実施の形態に係るＨＥＭＴが完成する。
【００７３】
　更に、本発明の他の実施の形態に係る電子半導体素子は、図１５及び１７に示したよう
な単純な構造に限られるものではない。例えば、大電流動作を達成するために電力用半導
体素子において一般的になされているように、複数の単位素子を交叉指状、格子状、或い
は蛇行（メアンダライン）ゲート形状等の形状で配置したり、マルチ・チャネル形状に配
置しても良い。
【００７４】
　更に、電子半導体素子（電子デバイス）としては、第３の実施の形態で説明したような
ディスクリート素子だけではなく、集積回路にも適用できることは勿論である。例えば、
第３の実施の形態で説明したＨＢＴであれば、オフ角度Δθ1-100及びΔθ11-20が式（１
）及び（２）の関係を満たすｎ型ＧａＮ基板１１上に、ＩＩＬ型の論理回路等種々の論理
回路や記憶装置を集積化することが可能である。
【００７５】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論で
ある。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発
明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００７６】
　１０…δドープ層
　１１…ｎ型ＧａＮ基板
　１２…ｎ型ＧａＮ層
　１３…ｎ型クラッド層
　１４…ｎ型ＧａＮガイド層
　１５…発光層（活性層）
　１６…ｐ型ＧａＮ第１ガイド層
　１７…オーバーフロー防止層
　１８…ｐ型ＧａＮ第２ガイド層
　１９…ｐ型クラッド層
　２０…ｐ型ＧａＮコンタクト層
　２１…発光層（活性層）
　２４…ｎ型ドリフト層
　２５…ｐ型ベース層
　２６…ｎ型エミッタ層
　３１…ｎ側電極
　３２…ｐ側電極
　３３…ｐ側電極
　４１…絶縁膜
　４２…パッシベーション膜
　４３…コレクタ電極
　４４…ベース電極
　４５…エミッタ電極
　５０ａ，５０ｂ…溝部
　５１…フォトレジスト
　６１…ＧａＮ基板
　６２…ノンドープＧａＮ層（第１の単結晶層）
　６３…ノンドープＡｌxＧａ1-xＮ層（第２の単結晶層）
　６４…二次元電子雲
　６５…ｎ型ソース領域
　６６…ｎ型ドレイン領域
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　７１…ソース電極
　７２…ドレイン電極
　７３…ゲート電極（ショットキ・バリア・ゲート）

【図１】 【図２】
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