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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性を有する基板構造物と、前記基板構造物に支持された半導体積層構造物とを備え
た窒素化合物系半導体装置であって、
　前記基板構造物の主面は、窒素化合物系半導体の縦方向成長の種結晶として機能する少
なくとも１つの縦方向成長領域と、前記縦方向成長領域上に成長した窒素化合物半導体の
横方向成長を可能とする複数の横方向成長領域とを有しており、
　前記基板構造物の主面に平行な第１方向における前記縦方向成長領域のサイズの総和を
ΣＸ、前記第１方向における前記複数の横方向成長領域のサイズの総和をΣＹとしたとき
、ΣＸ／ΣＹ＞１．０の関係が成立し、
　前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域および横方向成長領域は、前記第１
方向に垂直な方向にストライプ状に延びており、
　前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域は、前記基板構造物の主面に存在す
るストライプ状リッジ部によって規定されており、
　前記半導体積層構造は、前記基板構造物の主面における前記横方向成長領域の真上に位
置する電流狭窄構造を有している、窒素化合物系半導体装置。
【請求項２】
　前記基板構造物は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧
０、ｚ１≧０）結晶から形成されており、
　前記半導体積層構造物は、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長
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したＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結
晶層を含んでいる、請求項１に記載の窒素化合物系半導体装置。
【請求項３】
　前記基板構造物は、
　Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶
から形成された基板本体と、
　前記基板本体の上面に形成され、表面が前記基板構造物の主面として機能するＡｌx3Ｇ
ａy3Ｉｎz3Ｎ（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層と、
を含んでおり、
　前記半導体積層構造物は、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長
したＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結
晶の層を含んでいる、請求項１に記載の窒素化合物系半導体装置。
【請求項４】
　前記基板構造物の主面を覆うマスク層を更に備えており、
　前記マスク層は、前記縦方向成長領域に対応する位置に設けられたストライプ状の開口
部と、前記横方向成長領域に対応する位置に設けられたマスク部とを有している、請求項
１に記載の窒素化合物系半導体装置。
【請求項５】
　前記マスク層の開口部の面積は、前記マスク層のマスク部の面積の１．０倍より大きい
、請求項４に記載の窒素化合物系半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体積層構造物は、前記Ａｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ結晶層のバンドギャップよりも小
さなバンドギャップを有する活性層を含み、
　前記電流狭窄構造は、前記活性層の一部にキャリアを注入する、請求項２に記載の窒素
化合物系半導体装置。
【請求項７】
　前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は、各構成元素のモル比率ｘ３、ｙ３、およびｚ３の少な
くとも１つが層厚方向に変化する構造を有している、請求項３に記載の窒素化合物系半導
体装置。
【請求項８】
　前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は多層構造を有している、請求項７に記載の窒素化合物系
半導体装置。
【請求項９】
　窒素化合物系半導体の縦方向成長の種結晶として機能する複数の縦方向成長領域と、前
記縦方向成長領域上に成長した窒素化合物半導体の横方向成長を可能とする複数の横方向
成長領域とを主面に有する基板構造物を用意する工程であって、前記基板構造物の主面に
平行な第１方向における各縦方向成長領域のサイズをＸ、前記第１方向における各横方向
成長領域のサイズをＹとしたとき、Ｘ／Ｙ＞１．０の関係が成立する基板構造物を用意す
る工程（Ａ）と、
　前記基板構造物の主面上に窒素化合物系半導体層を成長させる工程（Ｂ）と、
　前記窒素化合物系半導体層、および、前記窒素化合物半導体層上に積層された他の半導
体層を有する半導体積層構造物を形成する工程（Ｃ）と、
　を含み、
　前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域および横方向成長領域は、前記第１
方向に対して垂直な方向にストライプ状に延びており、
　前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域は、前記基板構造物の主面に存在す
るストライプ状リッジ部によって規定されており、
　前記工程（Ｃ）は、活性層を形成する工程（ｃ１）と、前記活性層の一部にキャリアを
注入するための電流狭窄構造を前記基板構造物の主面における前記横方向成長領域の真上
に形成する工程（ｃ２）とを含む、窒素化合物系半導体装置の製造方法。
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【請求項１０】
　前記工程（Ａ）は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧
０、ｚ１≧０）結晶から形成されたウェハを前記基板構造物として用意する工程を含み、
　前記工程（Ｂ）は、前記窒素化合物系半導体層として機能するＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（
ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶層を前記基板構造物の主面
における前記縦方向成長領域から成長させる工程を含む、請求項９に記載の窒素化合物系
半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（Ａ）は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧
０、ｚ１≧０）結晶から形成されたウェハを基板本体として用意する工程（ａ１）と、
　表面が前記基板構造物の主面として機能するＡｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３
＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層を前記基板本体の上面に成長させる工程（
ａ２）と、
を含み、
　前記工程（Ｂ）は、前記窒素化合物系半導体層として機能するＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（
ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶層を前記基板構造物の主面
における前記縦方向成長領域から成長させる工程を含む、請求項９に記載の窒素化合物系
半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（Ａ）は、
　前記縦方向成長領域を規定するパターンを有するレジストマスクで前記基板構造物の主
面を覆う工程と、
　前記基板構造物の主面のうち前記レジストマスクで覆われていない部分を選択的にエッ
チングする工程と、
を含む、請求項９に記載の窒素化合物系半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記基板構造物の主面を覆うマスク層を更に備えており、
　前記マスク層は、前記縦方向成長領域に対応する位置に設けられたストライプ状の開口
部と、前記横方向成長領域に対応する位置に設けられたマスク部とを有している、請求項
９に記載の窒素化合物系半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記マスク層の開口部の面積は、前記マスク層のマスク部の面積の１．０倍より大きい
、請求項１３に記載の窒素化合物系半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ａ２）は、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層における各構成元素のモル比率ｘ３
、ｙ３、およびｚ３の少なくとも１つを層厚方向に変化させる工程を含む、請求項１１に
記載の窒素化合物系半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は多層構造を有している、請求項１５に記載の窒素化合物
系半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記工程（ａ２）は、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層の成長途中に成長温度を変化させる
工程を含む、請求項１１に記載の窒素化合物系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、光情報処理やディスプレイに用いられ得る半導体レーザなどの窒素化合物系
半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　窒化ガリウム（ＧａＮ）をはじめとするＩＩＩ－Ｖ族窒素化合物系半導体材料（Ａｌx

ＧａyＩｎ1-x-yＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１））を用いて作製される青紫色半導体レーザ
は、光ディスク装置による超高密度記録を実現するためのキーデバイスであり、現在、実
用レベルに達しつつある。青紫色半導体レーザの高出力化は、光ディスクの高速書き込み
を可能にするのみならず、レーザディスプレイへの応用など、新たな技術分野の開拓に必
須の技術である。青紫色半導体レーザの従来例は、例えば、非特許文献１に開示されてい
る。
【０００３】
　近年、窒素化合物系半導体装置を製造するために必要な基板として、ＧａＮ基板が有力
視されている。ＧａＮ基板は、従来から用いられてきたサファイア基板と比べ、結晶の格
子整合や放熱性という点で優れているからである。また、サファイア基板が絶縁物である
のに対して、ＧａＮ基板は導電性を有することも利点の１つである。すなわち、ＧａＮ基
板の裏面側にも電極を形成し、ＧａＮ基板を横切る方向に電流が流れる構造を採用するこ
とが可能になる。導電性を有するＧａＮ基板の裏面に電極を形成すれば、個々の半導体装
置のサイズ（チップ面積）を縮小することが可能になり、チップ面積を縮小すると、１枚
のウェハから作製され得るチップの総数が増加するため、製造コストを低くすることがで
きる。
【０００４】
　ＧａＮ基板は、例えば以下のようにして作製される。まず、ＭＯＶＰＥ法により、サフ
ァイア基板上にＧａＮ単層膜を成長させる。その後、ハイドライドＶＰＥ（ＨＶＰＥ）な
どの方法により、ＧａＮ単層膜上にＧａＮの厚膜を成長させ、その後、サファイア基板を
剥離する。
【０００５】
　このようにして得られたＧａＮ基板には、５×１０7ｃｍ-2程度の転位（刃状転位、ら
せん転位、混合転位）が存在する。この転位密度では、信頼性の高い半導体レーザを得る
ことが困難である。また、ＨＶＰＥなどの方法によって作製されたＧａＮ基板の最表面に
は、ピットやヒロック等が存在しており、そのために、０．１ｍｍ程度の凹凸が生じる場
合もある。ＧａＮ基板主面の凹凸は、フォトリソグラフィ工程などの障害となり、デバイ
スの製造歩留まりを低下させる。
【０００６】
　このような基板主面における凹凸を解消するためには、基板主面を研磨して平坦化する
ことが必要となる。ＧａＮは、薬品への耐性が高いため、ケミカル・ポリッシングによる
平坦化は困難であり、メカニカル・ポリッシングが主に行われている。その結果、ＧａＮ
基板表面にスクラッチ傷が発生するとともに、ダメージが結晶の表面近傍に残りやすい。
【０００７】
　また、基板表面に加工歪みが残りやすく（残留歪み）、しかも歪みに面内分布が生じて
しまう。ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）で観察した結果、傷は数十μｍ程度の深さであり、５
０μｍ角エリアで評価したＲＭＳ（二乗平均粗さ）値は１．６ｎｍであった。こうしたＧ
ａＮ基板の主面上にＧａＮ結晶をそのまま成長した場合、結晶表面はスクラッチ傷の影響
を大きく受けてしまうという課題がある。
【０００８】
　ＧａＮ基板上に成長させた窒素化合物系半導体層における転位密度を、ＧａＮ基板の転
位密度よりも低減するため、選択横方向成長（ＥＬＯ：Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｌａｔｅｒ
ａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ）が用いられている。以下、図１２（ａ）から（ｄ）を参照
しながら、選択横方向成長を説明する。
【０００９】
　まず、図１２（ａ）に示すように、ＧａＮ基板１００１を用意し、その主面にＳｉＯ2

からなるマスク層１００３を形成する。マスク層１００３には、基板主面のうち結晶成長
のシードとして機能する領域を選択的に露出させるストライプ状の開口部が形成されてい
る。
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【００１０】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、ＭＯＶＰＥ法による選択横方向成長を行ない、マス
ク層１００３の各開口部からｎ－ＧａＮ層１００２を成長させる。このとき、マスク層１
００３上にはＧａＮ結晶が成長しにくい条件を採用するが、マスク層１００３上にも他結
晶ＧａＮが析出する場合がある。ＧａＮ基板１００１は、通常、ｎ型伝導性を有しやすく
、ＧａＮ基板上には、窒化ガリウムの原料ガスとともに、モノシラン（ＳｉＨ4）やジシ
ラン（Ｓｉ2Ｈ6）を供給することにより、ｎ型導電性を有するＧａＮ層１００２が形成さ
れる。
【００１１】
　図１２（ｃ）に示すように、ｎ－ＧａＮ層１００２の成長を続けると、図１２（ｄ）に
示すように、隣接するｎ－ＧａＮ層１００２が結合して１つの層を形成することになる。
【００１２】
　上記の方法によって形成されたｎ－ＧａＮ層１００２は、転位密度が７×１０5ｃｍ-2

まで以下に低減された領域を含む。このように転位の少ない領域の上部にデバイス構造を
形成すると、信頼性を向上させることが可能となる。ただし、マスク層１００３の上に図
１２（ｂ）に示すように多結晶ＧａＮが析出すると、図１２（ｃ）に示すように、結晶性
悪化領域１００４が形成される。
【００１３】
　特許文献１は、更に転位密度を低減するため、マスク層をストライプ状の凹部に形成し
、その上にエアギャップを設けた半導体装置を開示されている。図１３は、凹部がマスク
層１０３で覆われたｎ－ＧａＮ基板１０１と、ストライプ状リッジ部から成長したｎ－Ｇ
ａＮ層１０３とを備える構造を示している。ｎ－ＧａＮ層１０３は、相対的に転位密度の
低減された低転位領域１０４と、相対的に転位密度の高い高転位領域１０５とを含んでい
る。電流注入領域などを規定するリッジストライプ１０６は、ｎ－ＧａＮ層１０２におけ
る低転位領域１０４上に配置される。
【特許文献１】特開２００２－９００４号公報
【非特許文献１】ジャパニーズ・ジャ－ナル・オブ・アプライド・フィジクス（Jｐｎ.J.
Ａｐｐｌ.Ｐｈｙｓ.）、第３９巻、ｐ．Ｌ６４８　（２０００年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　特許文献１に開示されている半導体レーザによれば、マスク層上に析出する多結晶Ｇａ
Ｎに起因した結晶性の悪化を抑制することができるが、しかし、ＧａＮ基板の裏面に電極
を設ける構造を採用した場合、図１２に示す方法で形成した構造を用いた場合と同様に、
電極間に印加する電圧を大きくしないと、必要なレーザ発振を実現しにくいことがわかっ
た。
【００１５】
　本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、信頼性の高い
窒素化合物半導体装置を歩留まり良く提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の窒素化合物系半導体装置は、導電性を有する基板構造物と、前記基板構造物に
支持された半導体積層構造物とを備えた窒素化合物系半導体装置であって、前記基板構造
物の主面は、窒素化合物系半導体の縦方向成長の種結晶として機能する少なくとも１つの
縦方向成長領域と、前記縦方向成長領域上に成長した窒素化合物半導体の横方向成長を可
能とする複数の横方向成長領域とを有しており、前記基板構造物の主面に平行な第１方向
における前記縦方向成長領域のサイズの総和をΣＸ、前記第１方向における前記複数の横
方向成長領域のサイズの総和をΣＹとしたとき、ΣＸ／ΣＹ＞１．０の関係が成立する。
【００１７】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋
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ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶から形成されており、前記半導体積層構
造物は、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長したＡｌx2Ｇａy2Ｉ
ｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶層を含んでいる。
【００１８】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋
ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶から形成された基板本体と、前記基板本
体の上面に形成され、表面が前記基板構造物の主面として機能するＡｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ
（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層とを含んでおり、前記
半導体積層構造物は、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長したＡ
ｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶の層
を含んでいる。
【００１９】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域および
横方向成長領域は、前記第１方向に垂直な方向にストライプ状に延びている。
【００２０】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域は、前
記基板構造物の主面に存在するストライプ状リッジ部によって規定されている。
【００２１】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面を覆うマスク層を更に備えており、
前記マスク層は、前記縦方向成長領域に対応する位置に設けられた少なくとも１つのスト
ライプ状の開口部と、前記横方向成長領域に対応する位置に設けられたマスク部とを有し
ている。
【００２２】
　好ましい実施形態において、前記マスク層の開口部の面積は、前記マスク層のマスク部
の面積の１．０倍より大きい。
【００２３】
　好ましい実施形態において、前記半導体積層構造物は、前記Ａｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ結晶
層のバンドギャップよりも小さなバンドギャップを有する活性層を含み、前記活性層の一
部にキャリアを注入するための電流狭窄構造を更に備えている。
【００２４】
　好ましい実施形態において、前記電流狭窄構造は、前記基板構造物の主面における前記
横方向成長領域の真上に位置している。
【００２５】
　好ましい実施形態において、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は、各構成元素のモル比率ｘ
３、ｙ３、およびｚ３の少なくとも１つが層厚方向に変化する構造を有している。
【００２６】
　好ましい実施形態において、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は多層構造を有している。
【００２７】
　本発明による窒素化合物系半導体装置の製造方法は、窒素化合物系半導体の縦方向成長
の種結晶として機能する複数の縦方向成長領域と、前記縦方向成長領域上に成長した窒素
化合物半導体の横方向成長を可能とする複数の横方向成長領域とを主面に有する基板構造
物を用意する工程であって、前記基板構造物の主面に平行な第１方向における各縦方向成
長領域のサイズをＸ、前記第１方向における各横方向成長領域のサイズをＹとしたとき、
Ｘ／Ｙ＞１．０の関係が成立する基板構造物を用意する工程（Ａ）と、前記基板構造物の
主面上に窒素化合物系半導体層を成長させる工程（Ｂ）とを包含する窒素化合物系半導体
装置の製造方法。
【００２８】
　好ましい実施形態において、前記工程（Ａ）は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋
ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶から形成されたウェハを前記基板構造物
として用意する工程を含み、前記工程（Ｂ）は、前記窒素化合物系半導体層として機能す
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るＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶
層を前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長させる工程を含む。
【００２９】
　好ましい実施形態において、前記工程（Ａ）は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋
ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶から形成されたウェハを基板本体として
用意する工程（ａ１）と、表面が前記基板構造物の主面として機能するＡｌx3Ｇａy3Ｉｎ

z3Ｎ（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層を前記基板本体の
上面に成長させる工程（ａ２）とを含み、前記工程（Ｂ）は、前記窒素化合物系半導体層
として機能するＡｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ
２≧０）結晶層を前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域から成長させる工程
を含む。
【００３０】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域および
横方向成長領域は、前記第１方向に対して垂直な方向にストライプ状に延びている。
【００３１】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面における前記縦方向成長領域は、前
記基板構造物の主面に存在するストライプ状リッジ部によって規定されている。
【００３２】
　好ましい実施形態において、前記工程（Ａ）は、前記縦方向成長領域を規定するパター
ンを有するレジストマスクで前記基板構造物の主面を覆う工程と、前記基板構造物の主面
のうち前記レジストマスクで覆われていない部分を選択的にエッチングする工程とを含む
。
【００３３】
　好ましい実施形態において、前記基板構造物の主面を覆うマスク層を更に備えており、
前記マスク層は、前記縦方向成長領域に対応する位置に設けられた少なくとも１つのスト
ライプ状の開口部と、前記横方向成長領域に対応する位置に設けられたマスク部とを有し
ている。
【００３４】
　好ましい実施形態において、前記マスク層の開口部の総面積は、前記マスク層のマスク
部の面積の１．０倍より大きい。
【００３５】
　好ましい実施形態において、前記窒素化合物系半導体層、および、前記窒素化合物半導
体層上に積層された他の半導体層を有する半導体積層構造物を形成する工程（Ｃ）を含み
、前記工程（Ｃ）は、前記Ａｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ結晶層のバンドギャップよりも小さなバ
ンドギャップを有する活性層を形成する工程（ｃ１）と、前記活性層の一部にキャリアを
注入するための電流狭窄構造を形成する工程（ｃ２）とを含む。
【００３６】
　好ましい実施形態において、前記工程（ｃ２）は、前記基板構造物の主面における前記
横方向成長領域の真上に前記電流狭窄構造を配置する工程を含む。
【００３７】
　好ましい実施形態において、前記工程（ａ２）は、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層におけ
る各構成元素のモル比率ｘ３、ｙ３、およびｚ３の少なくとも１つを層厚方向に変化させ
る工程を含む。
【００３８】
　好ましい実施形態において、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層は多層構造を有している。
【００３９】
　好ましい実施形態において、前記工程（ａ２）は、前記Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ層の成長
途中に成長温度を変化させる工程を含む。
【００４０】
　好ましい実施形態において、ＸおよびＹの少なくとも一方は、ウェハ状態にある前記基
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板構造物の主面における位置に応じて変化している。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、基板主面を横切るように流れる電流に対する電気抵抗が低減されるた
め、選択横方向成長法を用いて製造される窒素化合物系半導体装置の信頼性および製造歩
留まりを向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の窒素化合物系半導体装置の実施形態を説明する。
【００４３】
　下記の各実施形態では、ＭＯＶＰＥ法を用いて窒素化合物半導体を成長させているが、
本発明で用いることのできる結晶成長方法は、ＭＯＶＰＥに限定されず、ハイドライド気
相成長法（Ｈ－ＶＰＥ法）および分子線エピタキシー法（ＭＢＥ法）を含む公知の窒素化
合物半導体成長方法を広く用いることできる。
【００４４】
　（実施形態１）
　まず、図１を参照する。図１は、本実施形態における窒素化合物系半導体装置の断面を
模式的に示している。
【００４５】
　図１の半導体装置は、複数のストライプ状リッジ部が主面に形成されたＧａＮ基板１０
１と、ＧａＮ基板１０１上に成長したｎ－ＧａＮ層１０２とを有している。現実の半導体
装置では、通常、ｎ－ＧａＮ層１０２の上にも窒素化合物系半導体層が積層されることに
なる。ただし、図１におけるｎ－ＧａＮ層１０２をトランジスタなどのチャネル層として
用いる場合は、ｎ－ＧａＮ層１０２の上にゲート絶縁膜や配線構造が形成されることにな
る。
【００４６】
　図２を参照して、ＧａＮ基板１０１の構成をより詳しく説明する。図２（ａ）は、窒素
化合物系半導体装置におけるＧａＮ基板１０１の主面を示す上面図であり、図２（ｂ）は
、そのＢ－Ｂ'線断面図である。図２に示されるように、ＧａＮ基板１０１の主面に形成
されたリッジ部の上面は、窒素化合物系半導体の縦方向成長の種結晶（シード）として機
能する「縦方向成長領域」である。また、凹部は、リッジ部の上面（縦方向成長領域）か
ら成長する窒素化合物半導体の横方向成長を可能とする「横方向成長領域」である。本実
施形態における縦方向成長領域および横方向成長領域は、図２（ａ）に示されるように、
基板主面に平行な矢印Ａの方向（第１方向）に交互に周期的に配列されている。ＧａＮ基
板１０１の両端部１０１ａ、１０１ｂは、ＧａＮウェハを切断またはへき開することによ
って形成された面である。１枚のＧａＮウェハ上に同一サイズの「縦方向成長領域」およ
び「横方向成長領域」を周期的に配置したとしても、ＧａＮウェハから多数のチップ基板
に分割すると、ＧａＮ基板１０１の両端部１０１ａ、１０１ｂに位置する「縦方向成長領
域」または「縦方向成長領域」のサイズは、通常、ＧａＮ基板１０１の両端部１０１ａ、
１０１ｂ以外の領域に位置する「縦方向成長領域」または「縦方向成長領域」のサイズに
比べて小さくなる。
【００４７】
　ここで、矢印Ａの方向（第１方向）における各縦方向成長領域のサイズをＸ、第１方向
における各横方向成長領域のサイズをＹとする。また、１つの半導体装置における複数の
縦方向成長領域のサイズＸの総和をΣＸと表記し、１つの半導体装置における複数の横方
向成長領域のサイズＹの総和をΣＹと表記する。本実施形態では、ΣＸ/ΣＹ＞１．０の
関係が成立するようにｎ－ＧａＮ基板１０１の主面が加工されている。本実施形態におけ
る縦方向成長領域および横方向成長領域は、第１方向に垂直な方向（第２方向）にストラ
イプ状に延びているため、矢印Ａの方向（第１方向）におけるサイズを「幅」と称する場
合がある。
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【００４８】
　図２に示すようなｎ－ＧａＮ基板１０１の主面における凹凸構造は、公知のフォトリソ
グラフィおよびエッチング技術によって形成できる。本実施形態では、まず略平坦な主面
を有するｎ－ＧａＮ基板１０１を用意し、このｎ－ＧａＮ基板１０１の主面をレジスト層
で覆う。次に、ストライプパターンを有するフォトマスクを用いてレジスト層の露光工程
を行った後、現像工程を行うことにより、ストライプ状開口部を有するレジストマスク（
不図示）を形成する。この後、ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面のうちレジストマスクで覆わ
れていない部分を選択的にエッチングすることにより、図２に示す凹部をｎ－ＧａＮ基板
１０１の主面に形成する。その後、レジストマスクは除去される。
【００４９】
　本実施形態におけるｎ－ＧａＮ基板１０１の主面は、（０００１）面である。本実施形
態では、凹部の幅（第１方向におけるサイズ）Ｙが約１０μｍ、リッジ部の幅（第１方向
におけるサイズ）が約７μｍとなるように、レジストマスクのパターンを規定している。
【００５０】
　レジストマスクを除去した後、プラズマＣＶＤ法により、ＳｉＮx層を基板主面上に堆
積する。その後、ＳｉＮx層で覆われた基板１０１上に平坦化のためのレジストを堆積す
る。続いて、ｎ型ＧａＮ基板１０１の頂面（リッジ部の上面）が露出するまでレジストお
よびＳｉＮx層のエッチバックを行なうことにより、凹部にのみＳｉＮx層からなるマスク
層１０３を形成する。その後、残存するレジストを有機溶剤等によって除去する。
【００５１】
　上記の方法によれば、マスク層１０３で基板主面の凹部のみを選択的に覆うことが可能
であり、露出するリッジ部の上面は、結晶成長のシードとして機能することになる。この
マスク層１０３は、以下に説明する窒素化合物系半導体の選択横成長工程時において選択
成長用マスクとして機能する。このため、マスク層１０３は、その表面に窒素化合物系半
導体の成長が生じにくい材料から形成されることが好ましい。
【００５２】
　次に、図２に示す構造を有するｎ－ＧａＮ基板１０１をＭＯＶＰＥ装置の成長チャンバ
内に挿入した後、ＭＯＶＰＥ法により、１０５０℃でリッジ部の上面（シード部）からｎ
型ＧａＮ層１０２を成長させる。本実施形態では、ｎ型のドーパントとしてＳｉＨ4を用
いる。ＧａＮ層１０２は、リッジ部上で縦方向（基板主面に垂直な方向）に成長するとと
もに、基板主面に平行な方向（横方向）にも成長し、マスク層１０３が存在する凹部の上
方へ延びてゆく。
【００５３】
　上記の選択成長により、リッジ部の上面から成長したＧａＮ結晶は、隣接するリッジ部
の上面から成長したＧａＮ結晶と接触し、全体として、１つのｎ－ＧａＮ層１０２を形成
することになる。
【００５４】
　図１に示すように、ｎ－ＧａＮ層１０２で主面が覆われた状態のｎ－ＧａＮ基板１０１
は、基板主面の凹部とｎ－ＧａＮ層１０２とによって形成された複数のエアギャップを備
えている。エアギャップは、ストライプ状リッジ部が延びる方向に沿ってストライプ状に
配列される。
【００５５】
　前述したように、各リッジ部から成長した個々のｎ－ＧａＮ結晶は、エアギャップの略
中心位置において合体している。なお、ｎ－ＧａＮ結晶が成長するとき、結晶のａ軸方向
（横方向）の成長レートおよびｃ軸方向（縦方向）の成長レートは、ＧａＮ結晶にドープ
する不純物濃度を調節することにより、制御することが可能である。
【００５６】
　ｎ－ＧａＮ層１０２には、図１に示されるように、相対的に転位密度が低い低転位領域
１０４、および、相対的に転位密度が高い高転位領域１０５が含まれている。高転位領域
１０５は、基板主面のリッジ部上に位置し、低転位領域１０４は、エアギャップ上に位置
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する。エアギャップの一部には、マスク層１０３上に成長した多結晶ＧａＮ１０７が存在
する場合がある。ｎ－ＧａＮ層１０２を形成するための選択成長を行なうとき、窒素化合
物系半導体の結晶がマスク層１０３上には成長しにくい条件を採用するが、多結晶ＧａＮ
１０７が部分的に形成されることがある。このような多結晶ＧａＮ１０７の成長レートが
低いか、あるいは、基板主面における凹部の深さが充分に大きいと、ｎ－ＧａＮ層１０２
の形成は多結晶ＧａＮ１０７によって阻害されない。
【００５７】
　図１に示す例では、ｎ－ＧａＮ層１０２のうち低転位領域１０４の上にリッジストライ
プ１０６が配置される。リッジストライプ１０６は、下地である低転位領域１０４と同様
に転位密度が低く、結晶性に優れた半導体領域である、リッジストライプ１０６は、結晶
性が特に優れていることが要求される、半導体装置の活性領域として用いられる。
【００５８】
　次に、図３（ａ）から（ｄ）を参照しながら、ｎ－ＧａＮ層１０２の成長をより詳細に
説明する。図３（ａ）から（ｄ）では、ウェハ状基板のうち、最終的に図１の半導体装置
に用いられる部分のみが示されている。
【００５９】
　まず、図３（ａ）に示すように、主面に凹部が形成され、凹部の底面および側面がマス
ク層１０３で覆われたｎ－ＧａＮ基板１０１を用意し、ＭＯＶＰＥ装置のチャンバ内に挿
入する。図３（ａ）に示すｎ－ＧａＮ基板１０１は、図２（ａ）に示すｎ－ＧａＮ基板１
０１に相当している。
【００６０】
　この後、ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面に対し、５００～１１００℃程度の熱処理（サー
マルクリーニング）を行なう。この熱処理は、例えば７５０℃で１分以上、望ましくは５
分以上行なう。この熱処理を行なっている間、窒素原子（Ｎ）を含むガス（Ｎ2、ＮＨ3、
ヒドラジンなど）をチャンバ内に流すことが好ましい。
【００６１】
　熱処理後、ＭＯＶＰＥ法により、１０５０℃程度の温度でｎ－ＧａＮ層１０２をリッジ
部上に選択的に成長させる。図３（ｂ）は、成長途中のｎ－ＧａＮ層１０２を示している
。この段階では、各リッジ部上に成長したｎ－ＧａＮ結晶がストライプ形状を有しており
、それらは連結して一枚の層を形成していない。その後、図３（ｃ）に示すように、更に
ｎ－ＧａＮ結晶の成長を続けると、図３（ｄ）に示すように、１層のｎ－ＧａＮ層１０２
を形成することができる。
【００６２】
　このように、図３（ａ）に示すリッジ部または凹部が形成されたｎ－ＧａＮ基板１０１
上に、ＭＯＶＰＥ法によってｎ－ＧａＮ結晶１０２を成長させると、マスク層１０３で覆
われた領域にはＧａＮのエピタキシャル成長は生じず、マスク層１０３の開口部を介して
露出したｎ－ＧａＮ基板１０１のリッジ部（シード部）上に選択的なエピタキシャル成長
が進行する。シード部として機能する結晶面は、基板主面と同一の（０００１）面であり
、各々が約７μｍ程度の幅を有するストライプ形状を有している。
【００６３】
　このようにしてｎ－ＧａＮ結晶の選択横成長を行なうとき、図３（ｂ）に示すように多
結晶ＧａＮ１０７が凹部のマスク層１０３上に析出する場合がある。特に、結晶形成前に
行なう熱処理（サーマルクリーニング）により、凹部のマスク層１０３上にＧａやＧａＮ
のドロップレットが付着すると、それを起点として多結晶ＧａＮ１０７がマスク層１０３
上にも成長しやくなる。しかし、マスク層１０３上に成長する多結晶ＧａＮ１０７はリッ
ジ部の高さに比べて小さいため、リッジ部上面から横方向に成長するｎ－ＧａＮ結晶１０
２の結晶性には悪い影響を与えることはない。この観点からは、凹部の深さは、５００ｎ
ｍ以上に設定されることが好ましい。
【００６４】
　現在入手可能なｎ－ＧａＮ基板１０１における転位密度は、５×１０6ｃｍ-2程度であ
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るが、ｎ－ＧａＮ層１０２のうち、横方向成長（ラテラル成長）によって形成された部分
では、その転位密度を基板の転位密度に比べて１桁以上低減することができる。その結果
、形成する半導体装置の信頼性を大きく向上させることが可能になる。また、図３（ａ）
から（ｄ）に示す工程を行なうことにより、ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面に存在していた
スクラッチ傷の影響を低減することもできる。ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面には、通常、
研磨による多数のスクラッチ傷（深さ：数十ｎｍ程度）がランダムに存在している。この
ため、ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面上にＧａＮ結晶をそのまま成長した場合、ＧａＮ結晶
層には、スクラッチ傷の影響によって大きなうねりが生じてしまう。しかし、本実施形態
のように、ＧａＮ基板１０１にストライプ状の凹部（エアギャップ部）を形成しておけば
、その部に成長するＧａＮ結晶はスクラッチ傷による影響を受けないですむ。また、リッ
ジ部では、基板主面に存在する凹凸の影響を受けやすいが、横方向成長（ラテラル成長）
部では、そのような影響は受けにくくなる。これらの効果により、図３（ａ）から（ｄ）
に示す方法は、ＧａＮ結晶表面の平坦性を大きく改善できる。
【００６５】
　前述したように、本実施形態では、ΣＸ／ΣＹを１．０より大きく、好ましくは２．０
より大きく、更に好ましくは３より大きく設定している。このことにより得られる効果を
以下に説明する。
【００６６】
　まず、図４（ａ）から（ｃ）を参照する。図４（ａ）は、シード部の幅Ｘと電圧との関
係を示すグラフであり、図４（ｂ）および（ｃ）は、ΣＸ／ΣＹと電圧との関係を示すグ
ラフである。図４（ｂ）と図４（ｃ）との違いは、横軸のスケールと範囲にある。
【００６７】
　図４からわかるように、ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面において結晶成長のシード部（縦
方向成長領域）の各幅Ｘを大きくし、かつ、凹部（横方向成長領域）の各幅Ｙを小さくす
ると、同一電流を得るために必要な印加電圧を低減することができる。これは、ΣＸ／Σ
Ｙを大きくするにつれ、基板主面のうち、縦方向に電流を流すことのできる領域の面積が
増大するためである。電流が流れる領域の面積が増大すると、抵抗が低下するため、電極
間に同じ大きさの電流を流すときに必要となる印加電圧を小さくできる。
【００６８】
　例えば、半導体レーザの動作電流を１００ｍＡに設定したとき、基板主面の抵抗に起因
する電圧の増加分を０．０１Ｖ以下に抑えるためには、シード部幅を６μｍ以上に設定す
ればよい。この電圧増加分が０．０１Ｖ以下であれば、半導体レーザの信頼性低下を回避
できる。なお、ｎ－ＧａＮ層１０２における各横方向成長部分の幅（ウィング幅）は、６
μｍ以上であることが望ましい。したがって、横方向成長部分を左右対称に形成する場合
は、凹部の幅Ｙは１２μｍ程度に設定することが好ましい。ただし、図５に示すような非
対称な横方向成長を実行すれば、一方の横方向成長部分の幅を実効的に拡大できるため、
ウィング幅を低減せずに、凹部の幅を小さくすることが可能である。
【００６９】
　なお、電気抵抗の観点からは、ｎ－ＧａＮ基板１０１とｎ－ＧａＮ層１０２との間に存
在するエアギャップ（凹部）の数を可能な限り少なくすることが好ましい。したがって、
エアギャップは、転位密度の低下が必要とされる部分（電流狭窄構造）の真下のみに形成
することが好ましい。このように、１つの半導体レーザ素子中に１つのエアギャップを設
ける場合は、ΣＸ／ΣＹは、１．０より大きく、３０以下の範囲に含まれるような大きな
値を有することになる。本発明者の検討によると、ΣＸ／ΣＹは、２以上に設定すること
がより好ましく、３以上に設定することが更に好ましい。１つの半導体装置に含まれる１
つの基板に単一の横方向成長領域を形成し、その両側に２つの縦方向成長領域を形成する
場合、ΣＸ／ΣＹを６以上（例えば９以上）に設定することができる。図４（ｃ）からわ
かるように、ΣＸ／ΣＹを大きくするほど、印加電圧を低下させることができるので好ま
しい。
【００７０】
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　ＧａＮ基板の表面には、前述したようにスクラッチ傷が存在しているため、従来、縦方
向成長領域のサイズＸは可能な限り小さく設定すべきとする技術常識が存在した。また、
縦方向成長領域上に成長した結晶領域の結晶性が相対的に悪いため、そのサイズＸが大き
くなるほど、横方向成長領域上に成長する結晶領域に悪影響が及びやすくなると考えられ
ていた。しかしながら、本願発明者の実験によると、縦方向成長領域のサイズＸを大きく
しても、横方向成長領域上に成長する結晶領域の結晶性は劣化しないことがわかった。こ
れは、ｎ－ＧａＮ層１０２と同種（ホモ）材料であるＧａＮ基板１０１を用いているため
、両者の間に応力（歪）がほとんど発生しないためであると考えられる。すなわち、部分
的に転位密度を低下させるための横方向成長を行なっても、縦方向成長領域に発生した転
位が横方向成長領域上の低転位部へ回り込む量を大幅に低減することができる。特に、本
実施形態で用いるＧａＮ基板１０１の転位密度は１０7ｃｍ-2以下に低減されているため
、低転位領域への転位の回り込みをより大きく低減することができる。このため、電流狭
窄構造が形成されるべき領域の真下に一意する領域に限定してエアギャップ部を形成する
ことが可能となる。
【００７１】
　このように、電流狭窄構造を形成する必要のない領域にエアギャップ部を形成しないよ
うにするか、仮に形成しても、その形成領域の面積を小さくすることにより、不要なエア
ギャップ領域を減らすことが好ましい。不要なエアギャップを減らすことにより、基板と
半導体積層構造との間における密着性を大きく向上させることができる。その結果、ウェ
ハのへき開を行なうとき、スクライブ線を引く際に発生していたエアギャップ部の潰れを
抑制し、スクライブ線を基板構造物内部まで均一に引くことが可能となる。これにより、
研磨工程・実装工程時に発生する基板からの半導体積層構造の剥離を低減するとともに、
へき開性を改善でき、歩留まり向上を実現できる。
【００７２】
　本実施形態および以下の実施形態では、ｎ－ＧａＮ基板を用いているが、半導体積層構
造を支持する基板構造体としては、ｎ－ＧａＮ基板に代えて、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ
１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結晶から形成された基板構造物を
広く用いることができる。また、その上に選択横方向成長によって形成する窒素化合物半
導体層も、ｎ－ＧａＮ層に限定されず、Ａｌx2Ｇａy2Ｉｎz2Ｎ（ｘ２＋ｙ２＋ｚ２＝１、
ｘ２≧０、ｙ２≧０、ｚ２≧０）結晶層であってもよい。
【００７３】
　本実施形態では、マスク層１０３が凹部の底面および側面の両方を被覆しているが、凹
部の底面のみを被覆していても良い。また、ＳｉＮxに代えて、他の誘電体または非晶質
絶縁物を用いてマスク層を形成しても良い。例えば、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ａｌ2Ｏ3、Ａ
ｌＯＮ、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｎｂ2Ｏ5から形成したマスク層を用いても、選択横方向成長
が可能である。
【００７４】
　なお、凹部の底面をマスク層で覆わない場合でも、凹部の底面上に窒素化合物半導体の
結晶が成長することを抑制することが可能になる場合がある。したがって、凹部の底面は
マスク層で覆うことが好ましいが、覆うことは不可欠ではない。更に、図１２を参照して
説明した従来の構成を有する基板を用いる場合でも、本発明は有効である。すなわち、図
１２に示す基板においても、ΣＸ／ΣＹを１．０より大きく、好ましくは２．０より大き
く、更に好ましくは３より大きく設定することにより、基板主面を電流が横切るときの抵
抗を低減できる効果が得られる。
【００７５】
　以上に説明したことは、以下の各実施形態でも成立する。
【００７６】
　（実施形態２）
　次に、図６を参照しながら、本発明による窒素化合物系半導体装置の第２の実施形態を
説明する。図６は、本実施形態に係る窒素化合物半導体レーザの断面構造を模式的に示し
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ている。
【００７７】
　図示されている半導体レーザは、ストライプ状に延びる凹部が主面に形成されたｎ－Ｇ
ａＮ基板１０１と、ＧａＮ基板１０１上に成長した半導体積層構造とを備えている。半導
体積層構造の最下層は、ｎ－ＧａＮ基板１０１上に成長させられたｎ－ＧａＮ層１０２で
ある。本実施形態におけるｎ－ＧａＮ基板１０１およびｎ－ＧａＮ層１０２は、前述した
実施形態１におけるｎ－ＧａＮ基板１０１およびｎ－ＧａＮ層１０２と同様にして作製さ
れたものである。
【００７８】
　上記の半導体積層構造は、ｎ－ＧａＮ層１０２の上に、ｎ－ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子
コンタクト層２０１、ｎ－ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子クラッド層２０２、ｎ－ＧａＮ光ガ
イド層２０３、多重量子井戸（ＭＱＷ）活性層２０４、ｐ－ＧａＮ光ガイド層２０５、ｐ
－ＡｌＧａＮ型ＧａＮクラッド層２０６、およびｐ－ＧａＮコンタクト層２０７を、この
順序で積層することによって作製されていている。これらの窒素化合物系半導体層は、Ｍ
ＯＶＰＥ法により、好適に成長させられる。
【００７９】
　ｐ－ＧａＮコンタクト層２０７およびｐ－ＡｌＧａＮ型ＧａＮクラッド層２０６は、リ
ッジストライプを形成するように加工されている。リッジストライプの幅（ストライプ幅
）は、２μｍ程度である。半導体積層構造の上面は、リッジストライプの上に位置するス
トライプ状開口部を有する絶縁膜２０９によって覆われている。絶縁膜２０９の開口部を
介して、ｐ－ＧａＮコンタクト層２０７の上面の一部はｐ電極２０８と接触している。な
お、ｎ－ＧａＮ基板１０１の裏面にはｎ電極２１０が設けられている。
【００８０】
　上記のリッジストライプの形状および位置、厳密には、絶縁膜２０９の開口部の形状お
よび位置は、活性層２０４の電流（キャリア）注入領域を規定する。本実施形態では、ｎ
－ＧａＮ層１０２における低転位領域の真上に絶縁膜２０９の開口部が配置されている。
このため、ｐ電極２０８とｎ電極２１０との間に所定レベルの電圧を印加すると、電極２
０８、２１０から注入されたキャリアは、ＭＱＷ活性層２０４のうち、基板主面の凹部（
エアギャップ）の真上に位置する領域を選択的に流れることになる。半導体積層構造のう
ち、基板主面の凹部（エアギャップ）の真上に位置する部分は、他の部分に比べて転位や
欠陥の密度が低い。なお、エアギャップの真上であっても、ｎ－ＧａＮ層１０２における
合体部のボイド（結合物）２１１の真上を避けるようにリッジストライプを配置すること
が好ましい。図６に示すように、このボイド２１１からは、その真上に向かって転位が走
っている。
【００８１】
　本実施形態の半導体レーザによれば、ｎ電極２１０とｐ電極２０８間に電圧を印加する
と、ＭＱＷ活性層２０４に向かってｐ電極２０８から正孔が、ｎ電極２１０から電子が注
入される。その結果、ＭＱＷ活性層２０４で利得を生じ、およそ４００ｎｍ付近の波長域
でレーザ発振が生じる。本実施形態では、１つの凹部を電流狭窄構造の下方に配置し、Σ
Ｘ／ΣＹを１．０～３０の範囲内に設定している。具体的には、図６に示すサイズＸ１＋
Ｘ２の値を１２０～４００μｍ程度に設定し、サイズＹを２０～４０μｍ程度に設定して
いる。このため、ΣＸ／ΣＹ＝（Ｘ１＋Ｘ２）／Ｙは、６以上１０以下の範囲にある。こ
のようにして本実施形態では、従来に比べて格段に低い抵抗で注入電流が縦方向に流れる
ため、電極間に印加する電圧を低減できる。
【００８２】
　なお、本実施形態でも、エアギャップ上に位置する半導体中の転位密度をＧａＮ基板１
０１に存在する転位密度よりも１桁以上低減するとともに、ＧａＮ基板１０１の主面に存
在するスクラッチ傷の影響を大きく低減できる。
【００８３】
　本実施形態に係る窒素化合物系半導体装置は、リッジストライプなどの電流狭窄構造を
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備える半導体レーザであるが、本発明はこれに限定されず、電流狭窄する構造を必要とし
ない発光ダイオード（ＬＥＤ）であってもよい。発光ダイオードの場合でも、エアギャッ
プ部（凹部）のサイズを相対的に小さく設定することにより、基板主面を横切るように電
流を流すときにおける電気抵抗を全体として低減する効果が得られる。
【００８４】
　なお、本実施形態の半導体レーザでは、図６に示すように、ｐ電極２０８とｎ電極２１
０とを基板１０１の異なる側に配置しているが、ｐ電極２０８およびｎ電極２１０を基板
１０１に対して同一の側（基板主面側）に配置してもよい。従来のＥＬＯ法による場合、
基板主面に平行な方向に流れる電流に対する電気抵抗を低下させるためには、厚膜を形成
することが必要であったが、本発明によれば、エアギャップ部分の面積が減少することに
より、横方向に流れる電流に対する電気抵抗も全体として低下するため、厚膜に形成に必
要であった長い結晶成長時間を短縮でき、製造のスループットが向上する。なお、ｎ電極
を基板１０１の裏面に設ける場合でも、裏面全体に設ける必要はなく、図７に示すように
、裏面の一部に設けてもよい。
【００８５】
　横方向成長によって形成したｎ－ＧａＮ層１０２の結合部２１１にはボイドが存在して
おり、転位は結合部２１１の近傍に集中して形成されやすい。ｎ－ＧａＮ層１０２の中で
も、結合部２１１およびその近傍では、リーク電流が発生しやすい。したがって、半導体
レーザのしきい値電流を低下させ、長期信頼性を向上させるためには、結合部２１１を電
流が流れない構造を採用することが好ましい。図７の例では、ｎ電極２１０が、結合部２
１１に関してリッジストライプ等の電流狭窄構造と同じ側に配置されている。このように
することにより、電流径路が結合部２１１の近傍に存在する転位を横切らないようにする
ことが可能になる。
【００８６】
　（実施形態３）
　次に、図８を参照しながら、本発明による窒素化合物系半導体装置の第３の実施形態を
説明する。
【００８７】
　本実施形態の構成が図１に示す構成と異なる点は、本実施形態におけるｎ－ＧａＮ基板
１０１の表面にＧａＮ層８０１（厚さ１μｍ）が設けられている点にある。具体的には、
ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面にＧａＮ層８０１を成長させた後、実施形態１について説明
した方法により、基板主面にストライプ状リッジが形成されている。
【００８８】
　本実施形態におけるリッジ部（レジストのある凸部）の幅Ｘは約２０μｍ、凹部の幅Ｙ
は約５μｍに設定している。凹部の底面およひ側面は、ＥＣＲスパッタ法または熱ＣＶＤ
法によって堆積されたＳｉＯ2からなるマスク層１０３で覆われている。
【００８９】
　ｎ－ＧａＮ層１０２の選択横方向成長は、実施形態１について説明した方法と同様にし
て実行される。本実施形態におけるΣＸ／ΣＹは、８程度に設定されている。
【００９０】
　以下、ｎ－ＧａＮ基板１０１上に設けたＧａＮ層８０１の機能を説明する。
【００９１】
　ｎ－ＧａＮ基板１０１の主面には、前述の通り、研磨時に発生するスクラッチ傷やダメ
ージが存在する。ＧａＮ基板の主面には、研磨による表面損傷だけではなく、ＧａＮ基板
自体を製造する際に生じた結晶配向性のばらつきも存在している。このため、ＧａＮ基板
上に直接的にＧａＮ層をエピタキシャル成長させると、得られたＧａＮ層の表面平坦性や
モフォロジーが悪化してしまうことがある。このような基板主面の状態に起因する悪影響
を低減するため、ＧａＮ基板１０１とｎ－ＧａＮ層１０２との間にＧａＮ層８０１などの
バッファ層を挿入することが好ましい。
【００９２】
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　バッファ層の挿入により、基板構造物の最表面における凹凸が低減され、その結晶表面
の平坦性が改善される。また、ＧａＮ基板の主面に存在していた結晶配向性のばらつきに
よる悪影響も軽減することができる。
【００９３】
　ＧａＮ層８０１は、多層構造を有していてもよい。図９は、ｎ－ＧａＮ基板１０１上に
５００～６００℃程度の温度で低温ＧａＮ層１１０１を成長させた後、１０００～１１０
０℃の温度で高温ＧａＮ層１１０２を成長させた構造を示している。低温ＧａＮ層１１０
１の成長により、ｎ－ＧａＮ基板１０１に内在していた欠陥による影響を低減し、高温Ｇ
ａＮ層１１０２により、結晶性を向上させることができる。このため、高温ＧａＮ層１１
０２上に成長したｎ－ＧａＮ層１０２の欠陥密度が更に低減される。
【００９４】
　図１０は、ドーピング濃度すなわちキャリア濃度が厚さ方向に均一ではないＧａＮ層を
ＧａＮ基板１０１上に形成した構造を示している。ＧａＮ基板１０１上には、５×１０17

ｃｍ-3程度の低キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０１と、１×１０17ｃｍ-3程度の
高キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０２とが積層されている。ここで、（ＡｌＩｎ
）ＧａＮ層とは、ＧａＮ層、および、ＧａＮ層におけるＧａの少なくとも一部がＡｌまた
はＩｎで置換された窒素化合物系半導体の層を示すものとする。
【００９５】
　なお、本実施形態では、高キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０２のみに凹凸が形
成されているが、凹部の底面は低キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０１に達してい
ても良い。
【００９６】
　なお、ｎ－ＧａＮ層１０２の成長は、実施形態１について説明した方法と同様の方法で
行なわれる。
【００９７】
　ＧａＮ基板１０１の主面に直接、高キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０１を成長
させると、高キャリア濃度ＧａＮ結晶中に転位が発生し、その結晶性が悪化してしまう。
このため、ＧａＮ基板１０１の主面に（ＡｌＩｎ）ＧａＮ結晶を成長させる最初の段階で
は、キャリア濃度が極力低くなる条件で結晶成長を行なうことが好ましい。
【００９８】
　図１０の例では、ＧａＮ基板１０１上に低キャリア濃度のＧａＮ層１２０１を最初に形
成しているが、ストライプ幅の狭いリッジ部は、高いキャリア濃度を有しているため、電
気抵抗が充分に低減されている。
【００９９】
　高キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０２の露出表面がシード部として機能する。
このシード部からｎ－ＧａＮ層１０２が縦方向のみならず、横方向にも成長する。このｎ
－ＧａＮ層１０２のキャリア濃度も一様である必要はなく、分布を持っていても良い。例
えば、成長初期の段階では、５×１０17ｃｍ-3以下の低キャリア濃度ＧａＮ層１２０３を
形成し、その上に５×１０17ｃｍ-3程度の高キャリア濃度ＧａＮ層１２０４を積層しても
よい。
【０１００】
　高キャリア濃度（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層１２０２の厚さは、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下
の範囲に設定されることが好ましく、低キャリア濃度ＧａＮ層１２０３の厚さは、５０ｎ
ｍ以上１０００ｎｍ以下の範囲に設定されることが好ましい。
【０１０１】
　なお、ｎ型ＧａＮ層１０２とＧａＮ基板１０１との間に挿入するバッファ層は、ＧａＮ
層に限定されず、Ａｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、
ｚ３≧０）で表される材料から形成されていてもよい。
【０１０２】
　このようにバッファ層が設けられた基板、および、バッファ層が設けられてない基板を
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、本願明細書では総称して「基板構造物」と称する場合がある。すなわち、基板構造物は
は、Ａｌx1Ｇａy1Ｉｎz1Ｎ（ｘ１＋ｙ１＋ｚ１＝１、ｘ１≧０、ｙ１≧０、ｚ１≧０）結
晶から形成された基板本体のみからなる場合もあれば、このような基板本体の上面にＡｌ

x3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ（ｘ３＋ｙ３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層が形
成された構造物である場合もある。基板本体の最上面にＡｌx3Ｇａy3Ｉｎz3Ｎ（ｘ３＋ｙ
３＋ｚ３＝１、ｘ３≧０、ｙ３≧０、ｚ３≧０）結晶層が形成されている場合は、この結
晶層の表面における特定領域が「縦方向成長領域」として機能することになる。
【０１０３】
（実施形態４）
　以下、図１１を参照しながら、本発明による窒素化合物半導体装置の第４の実施形態を
説明する。
【０１０４】
　図１１に示す例では、ＧａＮ基板１０１の主面に形成された複数の凹部の幅は、いずれ
も約５μｍに設定されているが、リッジ部（凸部）の幅が位置に応じて変化している。す
なわち、リッジ部の幅がウェハの外周に近い位置では相対的に小さいが、ウェハの中心に
近づくにつれて幅が大きくなっている。図１１の構造は、他の点では、図１を参照して説
明した実施形態１の構成と同様の構成を有している。
【０１０５】
　このような構成を採用することにより、ＧａＮ基板１０１に存在する転位密度を１桁以
上低減する効果に加え、基板と半導体積層構造との間に存在する格子定数の差に起因して
生じる基板（ウェハ）のそりを低減できる。
【０１０６】
　一般に、ウェハ状のｎ－ＧａＮ基板１０１を結晶成長温度（１０００～１１００℃）に
昇温した後、室温まで冷却すると、基板と半導体積層構造との間に存在する格子定数の差
に起因してウェハにそりが発生する。ＧａＮ基板１０１の格子定数よりも半導体積層構造
の格子定数が小さい場合と、大きい場合とで、そりの向きが異なる。
【０１０７】
　ＧａＮ基板１０１の格子定数よりも半導体積層構造の格子定数が大きい場合は、リッジ
部の幅をウェハ周辺部に行くほど狭く設定することが好ましい。そうすることにより、ウ
ェハ周辺部に発生する応力を低減することができるからである。一方、ＧａＮ基板１０１
の格子定数よりも半導体積層構造の格子定数が小さい場合は、リッジ部の幅をウェハ周辺
部に行くほど広く設定することが好ましい。この場合、Ｘ／Ｙをウェハ中心部では０．５
程度に設定し、ウェハ周辺部では２．０程度に設定することができる。
【０１０８】
　なお、リッジ部（凸部）の幅を位置によらず一定値に設定し、凹部の幅をウェハ上の位
置に応じて変化させても、同様の効果が得られる。ただし、凹部の幅を広くしすぎると、
ｎ－ＧａＮ層１０２の結合を達成するために必要な結晶成長時間が長くなりすぎる場合が
あるため、適当な範囲内で幅を調節することが好ましい。この場合は、Ｘ／Ｙをウェハ中
心部では０．５程度に設定し、ウェハ周辺部では１．０程度に設定することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明の窒素化合物半導体素子は、信頼性の高いＧａＮ系半導体レーザを必要とする光
記録装置、光ディスプレイ（レーザディスプレイ）装置等の光源として有用である。また
、本発明は、レーザ加工、医用等への応用にも有用である。さらに、本発明をチャネル領
域などの活性領域を備える他の窒素化合物系半導体装置に適用すれば、チャネルを低欠陥
領域に形成するため、信頼性の高いデバイスを実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明による窒素化合物半導体装置の第１の実施形態を示す断面図である。
【図２】（ａ）は、図１の半導体装置におけるｎ－ＧａＮ基板１０１を示す平面図であり
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、（ｂ）は、そのＢ－Ｂ'線断面図である。
【図３】（ａ）から（ｄ）は、図１におけるｎ－ＧａＮ層１０２の成長方法を示す工程断
面である。
【図４】（ａ）は、シード部の幅Ｘと電圧との関係を示すグラフであり、（ｂ）および（
ｃ）は、ΣＸ／ΣＹと電圧との関係を示すグラフである。
【図５】図１の半導体装置の改良例を示す断面図である。
【図６】本発明による窒素化合物半導体装置の第２の実施形態を示す断面図である。
【図７】図６の半導体装置の改良例を示す断面図である。
【図８】本発明による窒素化合物半導体装置の第３の実施形態を示す断面図である。
【図９】図８に示す半導体装置の改良例を示す断面図である。
【図１０】図８に示す半導体装置の他の改良例を示す断面図である。
【図１１】本発明による窒素化合物半導体装置の第４の実施形態を示す断面図である。
【図１２】（ａ）から（ｄ）は、従来の選択横方向成長を示す工程断面図である。
【図１３】選択横方向成長を利用して作製された従来のエアギャップを有する半導体レー
ザの主要部断面図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１０１　ｎ型ＧａＮ基板
１０２　ｎ型ＧａＮ層
１０３　ＳｉＮx

１０４　低転位領域
１０５　高転位領域
１０６　リッジストライプ形成位置
１０７　多結晶ＧａＮ
２０１　ｎ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子コンタクト層
２０２　ｎ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子クラッド層
２０３　ｎ型ＧａＮ光ガイド層
２０４　ＭＱＷ活性層
２０５　ｐ型ＧａＮ光ガイド層
２０６　ｐ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子クラッド層
２０７　ｐ型ＧａＮコンタクト層
２０８　ｐ電極
２０９　絶縁膜（ＳｉＯ2）
２１０　ｎ電極
２１１　ボイド（結合部）
６０１　ｎ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子コンタクト層
６０２　ｎ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子クラッド層
６０３　ｎ型ＧａＮ光ガイド層
６０４　ＭＱＷ活性層
６０５　ｐ型ＧａＮ光ガイド層
６０６　ｐ型ＡｌＧａＮ型ＧａＮ超格子クラッド層
６０７　ｐ型ＧａＮコンタクト層
６０８　ｐ電極
６０９　絶縁膜（ＳｉＯ２）
６１０　ｎ電極
８０１　（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層
１００１　ｎ型ＧａＮ基板構造物
１００２　ｎ型ＧａＮ層
１００３　ＳＩＯ2

１００４　結晶性悪化領域
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１００７　多結晶ＧａＮ
１１０１　低温（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層
１１０２　高温（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層
１２０１　（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層（低キャリア濃度）
１２０２　（ＡｌＩｎ）ＧａＮ層（高キャリア濃度）
１２０３　ｎ型ＧａＮ層（低キャリア濃度層）
１２０４　ｎ型ＧａＮ層（高キャリア濃度層）

【図１】 【図２】
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