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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に所定の波長の光を発生する半導体からなる活性層を含む複数の層が積層
されてなる半導体発光素子において、
　上記半導体基板と活性層との間に、Ａｌを含む半導体層からなる副反射部分と、Ａｌを
含む誘電体からなり、上記副反射部分よりも上記活性層からの光に対する反射率が高い主
反射部分とを、層方向に連なって有する第１の光反射層を備え、
　上記半導体基板は第１導電型であり、
　上記活性層の上に第２導電型の電流拡散層が設けられ、
　上記電流拡散層の内部の所定領域に設けられた第１導電型の電流阻止層と、
　上記電流拡散層の上部表面で上記電流阻止層に対応する領域に設けられた電極層とを備
え、
　上記第１の光反射層の副反射部分は上記電流阻止層に対応する領域に配置され、
　上記第１の光反射層の主反射部分は上記電流阻止層の周りに対応する領域に配置されて
いることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体発光素子において、
　上記第１の光反射層と活性層との間に、上記活性層からの光を反射するように、低屈折
率材料層と高屈折率材料層とのペアを複数積層してなる第２の光反射層を備えたことを特
徴とする半導体発光素子。
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【請求項３】
　請求項１に記載の半導体発光素子において、
　上記第１の光反射層の副反射部分はＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩ
ｎ１－ｖＰ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖ

Ａｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ（ただし、０＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である
。）のうちいずれか一種類の半導体からなり、
　上記第１の光反射層の主反射部分はＡｌＯｙ（ただし、ｙは正の実数である。）からな
ることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体発光素子において、
　上記第１の光反射層の副反射部分はＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層とＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層
とを交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層と（ＡｌｚＧａ１－

ｚ）ｖＩｎ１－ｖＰ層とを交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮ
層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＮ層とを交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１

－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ層とを交互に積層し
た多層膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－

ｖＳｂ層とを交互に積層した多層膜（ただし、０＜ｘ＜ｚ≦１、０＜ｖ＜１である。）の
うちいずれか一組の多層膜からなり、
　上記第１の光反射層の主反射部分は、上記副反射部分をなす上記多層膜に対応したＡｌ

ｘＧａ１－ｘＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ

１－ｖＮ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖ

Ｓｂ（ただし、０＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である。）のうちいずれか一種類の半導体とＡｌ
Ｏｙ層（ただし、ｙは正の実数である。）とを交互に積層したものからなることを特徴と
する半導体発光素子。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体発光素子を作製する半導体発光素子の製造方法において、
　上記半導体基板と活性層との間に、上記複数の層のうちの他の層よりもＡｌの割合が多
いＡｌリッチ層を設ける工程と、
　上記複数の層を積層したウェハをチップ単位に分割し、上記Ａｌリッチ層の側面を露出
させる工程と、
　上記露出した側面から上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化させて、そのＡｌリッチ
層の周辺部分をＡｌＯｙ層に変化させて、得られたＡｌＯｙ層を上記主反射部分とする一
方、上記Ａｌリッチ層のうちの残りの部分を上記副反射部分とする工程と、
を有することを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体発光素子の製造方法において、
　上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化させる工程を、上記Ａｌリッチ層の側面が露出
したチップを水蒸気中に放置して行うことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体発光素子の製造方法において、
　上記水蒸気を、沸騰水中を通した不活性ガスにより上記Ａｌリッチ層の側面に導入する
ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の半導体発光素子の製造方法において、
　上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化させる工程を、３００℃乃至４００℃の温度の
雰囲気中で行うことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の半導体発光素子を備えたことを特徴とするＬＥＤランプ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＬＥＤランプにおいて、
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　上記半導体発光素子として互いに波長が異なる複数の半導体発光素子を一体に備え、こ
れらの半導体発光素子が独立に通電されるように接続されていることを特徴とするＬＥＤ
ランプ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のＬＥＤランプがマトリックス状に配置されていることを特徴とする
ＬＥＤ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、表示用・光通信用等に使われる発光ダイオード等の半導体発光素子および
その製造方法に関する。また、そのような半導体発光素子を備えたＬＥＤランプおよびＬ
ＥＤ表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、赤外から青色の波長の光を発する高輝度の発光ダイオード（ＬＥＤ）が開発され
ている。この理由は、直接遷移型III－Ｖ族化合物半導体材料の結晶成長技術が飛躍的に
向上して、III－Ｖ族化合物半導体であれば殆ど全ての結晶を成長できるようになったた
めである。これらの直接遷移型材料を用いたＬＥＤは、高出力で高輝度の発光が可能であ
るため、屋外表示板等の高輝度ＬＥＤランプ、低消費電力の携帯機器用表示灯等の表示用
光源や、プラスチック光ファイバによる光伝送・光通信用の光源として広く用いられるよ
うになってきた。
【０００３】
　この種の新しい高出力・高輝度発光ダイオードとして、図１１に示すようなＡｌＧａＩ
ｎＰ系材料を用いた発光ダイオードが知られている。この発光ダイオードは次のようにし
て作製されている。すなわち、
　ｎ型ＧａＡｓ基板１の上に、
　ｎ型ＧａＡｓバッファ層２と、
　ｎ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ（ｘ＝０．４５）とｎ型Ａｌ０．５

１Ｉｎ０．４９Ｐを交互に積層した多層膜から構成される分布帰還形光反射層（不純物濃
度５×１０１７ｃｍ－３）４と、
　ｎ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例え
ばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、
　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ活性層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝０
．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１７ｃｍ－３）６と、
　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（０≦ｘ≦１、例え
ばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７と、
を順次積層し、さらにその上に
　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０．
１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８と、
　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、
厚さ１．５μｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０と、
　ｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を形成
する。
【０００４】
　その後、通常のフォトリソグラフィ法による選択エッチングを行って、ｎ型ＧａＰ電流
阻止層９のうち図中に示す直径５０μｍφ～１５０μｍφの部分を残し、その周りの部分
を除去する。ｎ型ＧａＰ電流阻止層９を除去して露出させたｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖ

Ｉｎ１－ｖＰ電流拡散層表面およびｎ型ＧａＰ電流阻止層９を覆うように、ｐ型（Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．９５、厚さ７μｍ、不
純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を再成長する。
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【０００５】
　最後に、ｐ型電流拡散層１０の上に例えばＡｕ－Ｂｅ膜を蒸着して、これを例えば発光
領域と逆になるように円形にパターニングしてｐ型電極１２を形成し、一方、ＧａＡｓ基
板１の下面には、例えばＡｕ－Ｚｎ膜からなるｎ型電極１１を蒸着により形成する。
【０００６】
　以下では、簡単のために、ＡｌのＧａに対する割合ｘや、ＡｌとＧａとを併せたときの
他のIII族元素に対する割合ｖ等は、適宜省略して表記する。
【０００７】
　ｐ型ＡｌＧａＩｎＰ電流拡散層１０については、このＡｌＧａＩｎＰ系発光ダイオード
の発光波長帯５５０ｎｍ～６７０ｎｍに対して透明で、抵抗率が低く、かつｐ側電極とオ
ーミック接触するように、既述のようにＡｌ混晶比ｘとＩｎ混晶比（１－ｖ）が低く設定
される（つまりｘ＝０．０５、ｖ＝０．９５）。ＡｌＧａＩｎＰ系発光ダイオードにおい
ては、通常ｎ型ドーパントとしてＳｉ、ｐ型ドーパントとしてＺｎが用いられる。また、
活性層の導電型としては通常ｐ型が用いられる。
【０００８】
　（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系発光ダイオードのための基板としては、各層の
材料と格子整合するように、通常はＧａＡｓ基板が用いられる。しかし、ＧａＡｓ基板の
バンドギャップは１．４２ｅＶと（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系半導体のそれに
比べて小さく、それゆえ（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系半導体の発光波長である
５５０ｎｍ～６７０ｎｍの発光を吸収してしまうため、活性層から発生する光のうち、基
板側に放出される光はチップの内部で吸収され、外部にとりだすことができない。したが
って、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系発光ダイオードにおいて、高効率・高輝度
の発光ダイオードを作製するためには、図１１中に示すように、ＧａＡｓ基板１と活性層
６との間に、屈折率の小さい層と大きい層を順次組み合わせ、多重反射によって反射率を
上げた分布帰還形光反射層（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｂｒａｇｇ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ
　（ＤＢＲ））４を設けることが重要である。この図１１の例では、活性層の発光波長５
７０ｎｍを吸収しない（Ａｌ０．６５Ｇａ０．３５）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ（屈折率３
．５１）を高屈折率材料に、Ａｌ０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ（屈折率３．３５）を低屈折率
材料に選び、発光波長λに対し低屈折率材料、高屈折率材料各層の光学的膜厚をλ／４に
設定し、これらの材料を交互に１０ペア分積層することによって、反射率を向上させ、ト
ータルの光反射層の反射率を約５０％にしている。図１３（ａ）は、このようなＡｌＧａ
ＩｎＰ系光反射層を設けた場合のペア数に対する反射率の特性を示している。図中に「Ａ
ｌＩｎＰ／Ｑ（０．４）」と記載されているのは、（Ａｌ０．６５Ｇａ０．３５）０．５

１Ｉｎ０．４９ＰとＡｌ０．５１Ｉｎ０．４９Ｐとのペアを用いた場合の特性を意味する
。同様に、「ＡｌＩｎＰ／Ｑ（０．５）」と記載されているのは、（Ａｌ０．５５Ｇａ０

．４５）０．５１Ｉｎ０．４９ＰとＡｌ０．５１Ｉｎ０．４９Ｐとのペアを用いた場合の
特性を意味する。この光反射層を採用した場合、光反射層のない場合に比べ、チップ光度
を２０ｍｃｄから３５ｍｃｄに向上させることができる。
【０００９】
　なお、良く知られているように、光学的膜厚は、結晶の層厚をｄ、屈折率をｎとしたと
きｎｄで与えられる。
【００１０】
　（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系発光ダイオードにおいては、図１２に示すよう
に、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓとＡｌＡｓとのペアを積層してなり、ＧａＡｓ基板と格子整合
する光反射層１４が使用される。図１３（ｂ）は、このようなＡｌＧａＡｓ系光反射層１
４を設けた場合のペア数に対する反射率の特性を示している。図中に「Ａｌ０．６０」と
記載された点線は、活性層の発光波長５７０ｎｍを吸収しないＡｌ０．６５Ｇａ０．３５

Ａｓ（屈折率３．６６）を高屈折率材料に、ＡｌＡｓ（屈折率３．１０）を低屈折率材料
に選び、これらの材料を交互にペアとして積層してなる光反射層を設けた場合の特性を示
している。同様に、図中に「Ａｌ０．７０」と記載された破線は、Ａｌ０．７０Ｇａ０．
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３０ＡｓとＡｌＡｓとのペアを用いた場合の特性、図中に「Ａｌ０．７５」と記載された
実線は、Ａｌ０．６５Ｇａ０．３５ＡｓとＡｌＡｓとのペアを用いた場合の特性を示して
いる。この結果、Ａｌ０．６５Ｇａ０．３５Ａｓ（屈折率３．６６）を高屈折材料に、Ａ
ｌＡｓ（屈折率３．１０）を低屈折率材料に選んだ場合には、図１３（ａ）に示した例に
比べてより屈折率差を設けることができ、光反射層のトータルの反射率を約６０％にする
ことが可能である。この光反射層を採用した場合、光反射層のない場合に比べ、チップ光
度を２０ｍｃｄから４０ｍｃｄに向上させることができる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、図１３（ａ）（ｂ）から分かるように、光度を２倍以上に改善できる９０％
以上の高反射率を得るためには、光反射層４，１４を構成する半導体層ペアの数を３０以
上にする必要がある。これは、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ（ｘ＝０．
４５）／Ａｌ０．５１Ｉｎ０．４９Ｐの場合は屈折率差が０．１８、ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＡｓの場合は屈折率差が０．３２程度と、それぞれ屈折率差が非常に小さいため
である。
【００１２】
　しかしながら、ペア数を３０以上にすると、成長時間が長くなってしまい、量産性に乏
しくなる。また、屈折率差が小さいと、反射スペクトルの半値幅が狭くなってしまい、光
反射層の層厚が少し変動するだけで、反射スペクトルが大きくシフトするため、発光波長
と光反射層を合わせることが困難になり、再現性ひいては量産性に乏しくなる。また、ペ
ア数が多くなると、光反射層だけで３μｍ以上の厚膜になってしまい、エピタキシャル成
長後の基板が反ったり、変形しやすなり、その後の工程にかけにくくなる。
【００１３】
　この事情は、ＡｌＧａＩｎＰ系材料に限らず、他の様々な材料を用いた半導体発光素子
でも同様である。
【００１４】
　そこで、この発明の課題は、活性層から放出された光を有効に外部に取り出すことがで
きる半導体発光素子を提供することにある。
【００１５】
　また、この発明の課題は、そのような半導体発光素子を量産性良く作製できる半導体発
光素子の製造方法を提供することにある。
【００１６】
　また、この発明の課題は、そのような半導体発光素子を備えたＬＥＤランプおよびＬＥ
Ｄ表示装置を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、この発明の半導体発光素子は、次のように構成される。すな
わち、この発明の半導体発光素子は、
　半導体基板上に所定の波長の光を発生する半導体からなる活性層を含む複数の層が積層
されてなる半導体発光素子において、
　上記半導体基板と活性層との間に、Ａｌを含む半導体層からなる副反射部分と、Ａｌを
含む誘電体からなり、上記副反射部分よりも上記活性層からの光に対する反射率が高い主
反射部分とを、層方向に連なって有する第１の光反射層を備え、
　上記半導体基板は第１導電型であり、
　上記活性層の上に第２導電型の電流拡散層が設けられ、
　上記電流拡散層の内部の所定領域に設けられた第１導電型の電流阻止層と、
　上記電流拡散層の上部表面で上記電流阻止層に対応する領域に設けられた電極層とを備
え、
　上記第１の光反射層の副反射部分は上記電流阻止層に対応する領域に配置され、
　上記第１の光反射層の主反射部分は上記電流阻止層の周りに対応する領域に配置されて
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いることを特徴とする。
【００１８】
　この発明の半導体発光素子では、上記半導体基板と活性層との間に、Ａｌを含む半導体
層からなる副反射部分と、Ａｌを含む誘電体からなり、上記副反射部分よりも上記活性層
からの光に対する反射率が高い主反射部分とを、層方向に連なって有する第１の光反射層
を備えている。したがって、上記活性層が発した光は第１の光反射層の主反射部分によっ
て高い反射率で反射される。第１の光反射層の主反射部分を必要な領域、例えば活性層上
に電極が存在しない領域に配置すれば、上記活性層が発した光は第１の光反射層の主反射
部分によって反射され、電極に遮られることなく外部へ出射する。したがって、活性層か
ら放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【００１９】
　また、この半導体発光素子では、電極層から電流拡散層に注入された通電電流は、上記
電流拡散層の内部の所定領域に設けられた電流阻止層によって遮られて、電流阻止層の周
りの領域に多く流れる。この結果、活性層のうち上記電流阻止層の周りに相当する部分が
多く発光する。上記第１の光反射層の主反射部分は上記電流阻止層の周りに対応する領域
に配置されているので、上記活性層のうち上記電流阻止層の周りに相当する部分が発した
光は第１の光反射層の主反射部分によって反射され、電極に遮られることなく外部へ出射
する。したがって、活性層から放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【００２０】
　一実施形態の半導体発光素子は、上記第１の光反射層と活性層との間に、上記活性層か
らの光を反射するように、低屈折率材料層と高屈折率材料層とのペアを複数積層してなる
第２の光反射層を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　この一実施形態の半導体発光素子では、上記第１の光反射層と活性層との間に、上記活
性層からの光を反射するように、低屈折率材料層と高屈折率材料層とのペアを複数積層し
てなる第２の光反射層を備えるので、活性層から放出された光をさらに有効に外部に取り
出すことができる。また、第１の光反射層の主反射部分はＡｌを含む誘電体からなるので
、Ａｌを含む半導体層からなる副反射部分よりも屈折率ｎが低くなる。第１の光反射層の
主反射部分の屈折率ｎが低いので、第２の光反射層のペア数が少なくとも反射率が高くな
る。
【００２２】
　なお、第２の光反射層は、分布帰還形光反射層（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｂｒａｇｇ
　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ　（ＤＢＲ））であるのが望ましい。
【００２３】
　一実施形態の半導体発光素子では、上記第１の光反射層の副反射部分はＡｌｘＧａ１－

ｘＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮ、
（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ（ただ
し、０＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である。）のうちいずれか一種類の半導体からなる。また、
上記第１の光反射層の主反射部分はＡｌＯｙ（ただし、ｙは正の実数である。）からなる
。
【００２４】
　この明細書では、酸化アルミニウムの表記をＡｌＯｙで統一する。ＡｌＯｙはＡｌｘＯ

ｙ（ただし、ｘとｙは正の実数である。）と同義である。
【００２５】
　なお、組成を表すｘ、ｖ、ｙ等は、異なる化合物間では独立の値をとり得るものとする
。
【００２６】
　また、一実施形態の半導体発光素子では、上記第１の光反射層の副反射部分はＡｌｘＧ
ａ１－ｘＡｓ層とＡｌｚＧａ１－ｚＡｓ層とを交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１－

ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＰ層とを交互に積層した多層
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膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮ層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＮ層と
を交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ層と（ＡｌｚＧａ１－

ｚ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ層とを交互に積層した多層膜、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖ

Ｓｂ層と（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ層とを交互に積層した多層膜（ただし、
０＜ｘ＜ｚ≦１、０＜ｖ＜１である。）のうちいずれか一組の多層膜からなる。また、上
記第１の光反射層の主反射部分は、上記副反射部分をなす上記多層膜に対応したＡｌｘＧ
ａ１－ｘＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－

ｖＮ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ
（ただし、０＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である。）のうちいずれか一種類の半導体とＡｌＯｙ

層（ただし、ｙは正の実数である。）とを交互に積層したものからなる。
【００２７】
　さて、従来技術に関して述べたように、光反射層により高反射率を得て光取り出し効率
を上げ、高輝度化・高出力化を達成するためには、光反射層が単一の層の場合には光反射
層の反射面を挟む２層の屈折率の差を大きくすることが必要である。また、光反射層が多
層膜で構成されている場合は光反射層を構成する１対の半導体膜の屈折率差を大きくしな
ければならない。しかし、例えば（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系の発光ダイオー
ドの場合、光吸収がなくて活性層に格子整合する材料系は、いずれも化合物半導体材料で
ある（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系か、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ系に限られており
、屈折率を変えることができるのはせいぜい２．９～３．５程度の範囲内に止まる。
【００２８】
　一方、本発明の反射層の原理図を図１に示す。半導体基板ａ上に、ＡｌＡｓを酸化した
ＡｌＯｙ酸化層ｂ、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層と、高屈折率半導体材料と低屈折率半導体材
料とを交互に積層してなる光反射層ｃと、活性層ｄとをこの順に堆積した構造である。こ
れに対し、従来はＡｌＯｙ酸化層ｂがなかった。このようにした場合、光反射層ｃとＡｌ
Ｏｙ層ｂとの間に０．６～１．４程度の大きな屈折率差が設けることができる。したがっ
て、光反射層ｃとＡｌＯｙ層ｂとの界面での反射率が大きくなり、通常の光反射層に比べ
大きな反射率が得られる。例えば図２に示すように、本発明によれば、ＡｌＯｙ層を設け
ない場合（従来）に比して、反射率が高く、しかも、反射スペクトルの半値幅を大きくす
ることができる（反射率の高い波長範囲が広い）。
【００２９】
　一方、図３に本発明の別の反射層の原理図を示す。半導体基板ａ上に、ＡｌＡｓ層とＡ
ｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を交互に積層し、上記ＡｌＡｓ層をＡｌＯｙ層（ただし、ｙは正の
実数である。）ｂに変化させた光反射層ｆと活性層ｄとをこの順に堆積した構造である。
従来のＡｌＡｓ層とＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を交互に積層したままの光反射層に比べ、Ａ
ｌＯｙ層とＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層との間の屈折率差は０．６～１．４程度と大きくでき
る。この結果、光反射層ｆの反射特性は図４に示すように反射率の最大値は９９％と高く
なり、その波長範囲も広くなる。更に、必要な波長範囲から外れた波長の光に対しては反
射率が急に小さくなるために半導体発光素子の色純度が高くなるという利点もある。図１
の場合と同様に、層厚のバラツキや変動があったとしても、反射率や反射スペクトルは変
動しにくく、量産性に優れる。
【００３０】
　Ａｌは酸素との結合が強いために極めて酸化されやすい性質があり、大気中に放置する
だけでＡｌ酸化物が形成される。ただ、このように自然に酸化しただけのＡｌ酸化膜は膜
に穴が多い等特性が良くない。したがって、例えばＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層（特にＡｌ混
晶比ｘが１に近いもの）を３００℃～４００℃の温度で水蒸気雰囲気中に放置すると高温
の水蒸気により酸化されて、より安定なＡｌＯｙ層を形成することができる（例えば、米
国特許５，５１７，０３９号明細書、または、伊賀健一他著「面発光レーザの基礎と応用
」、共立出版株式会社、１９９９年６月、ｐ．１０５－１１３）。このＡｌＯｙ層は、酸
化物（誘電体）であるため、屈折率ｎが半導体材料に比べて極めて低く、ｎ＝２．５～１
．９の値をとる。したがって、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層をＡｌＯｙ層に変化させて屈
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折率を低くすることによって、上記活性層が発した光に対する反射率を高めることができ
る。したがって、光反射層のペア数が少なくても反射率が高く、活性層から放出された光
を有効に外部に取り出すことができる。
【００３１】
　また、ＡｌＯｙ層は、酸化物（誘電体）であるからバンドギャップが大きく、青色から
赤色の可視光領域に対し透明である。したがって、本発明によれば、波長依存性が極めて
小さく、かつ反射率が１００％に近い良質の光反射層の形成が可能である。したがって、
従来の半導体材料による光反射層のように、発光波長に対して吸収がないＡｌ組成をわざ
わざ選ぶ必要がない。
【００３２】
　本発明によれば、ＡｌＯｙ層を設けない場合（従来）に比して、反射率が高く、しかも
、反射スペクトルの半値幅を大きくすることができる。この結果、光反射層の層厚のバラ
ツキや変動があったとしても、反射率や反射スペクトルは変動しにくい。したがって、量
産性に優れる。
【００３３】
　光反射層を構成する低屈折率のＡｌリッチ層ｆ２がさらに低屈折率のＡｌＯｙ層になる
ので、上記活性層が発した光に対する反射率を高めることができる。したがって、光反射
層のペア数が少なくても反射率が高く、活性層から放出された光を有効に外部に取り出す
ことができる。例えば図４に示すように、本発明によれば、ＡｌＯｙ層に変化させない場
合（従来）に比して、反射率が高く、しかも、反射スペクトルの半値幅を大きくすること
ができる。この結果、光反射層の層厚のバラツキや変動があったとしても、反射率や反射
スペクトルは変動しにくい。したがって、量産性に優れる。
【００３４】
　図５は、本発明による光反射層の反射率のペア数依存性を、従来例と比較して示してい
る。図中、●印を結ぶ実線αは、本発明に基づいて低屈折率のＡｌＯｙ層と高屈折率のＡ
ｌ０．６０Ｇａ０．４０Ａｓ層とのペアを用いた場合の特性を示している。その他の線β
１，β２，β３，β４，β５は公知のペアを用いた場合の特性を示している。具体的には
、β１はＡｌ０．７５Ｇａ０．２５Ａｓ層とＡｌＡｓ層とのペア、β２はＡｌ０．７０Ｇ
ａ０．３０Ａｓ層とＡｌＡｓ層とのペア、β３はＡｌ０．６０Ｇａ０．４０Ａｓ層とＡｌ
Ａｓ層とのペア、β４は（Ａｌ０．４０Ｇａ０．６０）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ層とＡｌ

０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ層とのペア、β５（Ａｌ０．５０Ｇａ０．５０）０．５１Ｉｎ０

．４９Ｐ層とＡｌ０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ層とのペアを用いた場合の特性をそれぞれ示し
ている。図から分かるように、本発明によれば光反射層は屈折率差が大きいために、数ペ
アの光反射層でもほぼ１００％に近い反射率が得られる。したがって、成長時間を短くで
き、量産性も高い。
【００３５】
　この発明の半導体発光素子の製造方法は、次のように構成される。すなわち、この発明
の半導体発光素子の製造方法は、上記発明の半導体発光素子を作製する半導体発光素子の
製造方法である。そして、
　上記半導体基板と活性層との間に、上記複数の層のうちの他の層よりもＡｌの割合が多
いＡｌリッチ層を設ける工程と、
　上記複数の層を積層したウェハをチップ単位に分割し、上記Ａｌリッチ層の側面を露出
させる工程と、
　上記露出した側面から上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化させて、そのＡｌリッチ
層の周辺部分をＡｌＯｙ層に変化させて、得られたＡｌＯｙ層を上記主反射部分とする一
方、上記Ａｌリッチ層のうちの残りの部分を上記副反射部分とする工程と、
を有する。
【００３６】
　この発明の半導体発光素子の製造方法によれば、上記Ａｌリッチ層の周辺部分をＡｌＯ

ｙ層（誘電体）に変化させて屈折率を低くすることによって、上記活性層が発した光に対
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する反射率を高めることができる。したがって、活性層から放出された光を有効に外部に
取り出すことができる。
【００３７】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化
させる工程を、上記Ａｌリッチ層の側面が露出したチップを水蒸気中に放置して行うこと
を特徴とする。
【００３８】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記水蒸気を、沸騰水中を通した不活性
ガス（Ａｒ、窒素等）により上記Ａｌリッチ層の側面に導入することを特徴とする。
【００３９】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層に含まれたＡｌを酸化
させる工程を、３００℃乃至４００℃の温度の雰囲気中で行うことを特徴とする。
【００４０】
　なお、上記Ａｌリッチ層の周辺部分に生じた上記ＡｌＯｙ層をエッチングにより除去す
る工程を有しても良い。
【００４１】
　そのようにした場合、ＡｌＯｙ層が除去されて生じた空間領域の屈折率は１であるから
、活性層の裏側のチップ周辺領域で全反射に近い状態が得られる。したがって、活性層か
ら放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【００４２】
　また、この発明のＬＥＤランプは、この発明の半導体発光素子を備えたことを特徴とす
る。
【００４３】
　一実施形態のＬＥＤランプは、上記半導体発光素子として互いに波長が異なる複数の半
導体発光素子を一体に備え、これらの半導体発光素子が独立に通電されるように接続され
ていることを特徴とする。
【００４４】
　また、この発明のＬＥＤ表示装置は、そのようなＬＥＤランプがマトリックス状に配置
されていることを特徴とする。
【００４５】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層のうち上記ＡｌＯｙ層
に変化されない残りの部分に対応する上記活性層上の領域に、通電用の電極を形成するこ
とを特徴とする。
【００４６】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層のうち上記ＡｌＯ

ｙ層に変化されない残りの部分に対応する上記活性層上の領域に、電極が形成される。し
たがって、上記Ａｌリッチ層のうち上記ＡｌＯｙ層に変化された部分に対応する領域を、
電極が占めるのを避けることができる。したがって、上記活性層で発生し上記ＡｌＯｙ層
で反射された光が、上記電極に遮られることなく、有効に外部に取り出される。
【００４７】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層のうち上記ＡｌＯｙ層
に変化されない残りの部分に対応する領域に、通電電流を妨げる電流阻止層を形成するこ
とを特徴とする。
【００４８】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記Ａｌリッチ層のうち上記ＡｌＯ

ｙ層に変化されない残りの部分に対応する領域に、通電電流を妨げる電流阻止層が形成さ
れる。したがって、上記電流阻止層が形成されない場合に比して、上記ＡｌＯｙ層に対応
する領域に通電電流が多く流れる。したがって、上記活性層で発生し上記ＡｌＯｙ層で反
射された光が、有効に外部に取り出される。
【００４９】
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　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記光反射層は所定のＡｌ混晶比を持つ
Ａｌを含む層とＡｌＯｙ層との交互の積層からなり、上記ＡｌＯｙ層に変化されたＡｌを
含む層に隣接する、上記光反射層をなす層の１層の厚さを、上記波長の４分の１に設定す
ることを特徴とする。
【００５０】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記各層をチップ単位に分割した後、上
記Ａｌリッチ層を露出した端面から上記ＡｌＯｙ層に変化させて、上記Ａｌリッチ層のう
ち上記ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分の形状と上記活性層上の上記電極の形状とを
一致させることを特徴とする。
【００５１】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法によれば、従来の半導体材料による光反射
層のように、発光波長に対して吸収がないＡｌ組成をわざわざ選ぶ必要がない。
【００５２】
　また、別の面から、この発明の半導体発光素子は、半導体基板上に所定の波長を持つ光
を発生する発光層を有する半導体発光素子において、上記半導体基板と発光層との間に、
上記発光層が発した光を反射するように、層方向に関して屈折率が変化している半導体層
が設けられていることを特徴とする。
【００５３】
　ここで「層方向」とは、層に沿った方向、つまり層が広がっている方向（面方向）を意
味する。
【００５４】
　この発明の半導体発光素子では、上記半導体基板と発光層との間に、上記発光層が発し
た光を反射するように、層方向に関して屈折率が変化している半導体層が設けられている
。この半導体層の屈折率を必要な領域、例えば発光層上に電極が存在しない領域で屈折率
を低くすることによって、上記発光層が発した光に対する反射率を高めることができる。
したがって、光反射層のペア数が少なくても反射率が高く、発光層から放出された光を有
効に外部に取り出すことができる。
【００５５】
　さて、既に述べたように、光反射層により高反射率を得て光取り出し効率を上げ、高輝
度化・高出力化を達成するためには、光反射層を構成する１対の半導体膜の屈折率差を大
きくしなければならない。しかし、例えば（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系の発光
ダイオードの場合、光吸収がなくて発光層に格子整合する材料系は、いずれも化合物半導
体材料である（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系か、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ系に限ら
れており、屈折率を変えることができるのはせいぜい２．９～３．５程度の範囲内に止ま
る。
【００５６】
　そこで、本発明の半導体発光素子の製造方法では、半導体基板上に所定の波長を持つ光
を発生する発光層を設ける半導体発光素子の製造方法において、上記半導体基板上にＡｌ

ｘＧａ１－ｘＡｓ層と、上記発光層とをこの順に堆積し、層方向に関して上記ＡｌｘＧａ

１－ｘＡｓ層の一部をＡｌＯｙ層（ただし、ｙは正の実数である。）に変化させることを
特徴とする。
【００５７】
　ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層中のＡｌは酸素との結合が強いために極めて酸化されやすい性
質があり、大気中に放置するとＡｌ酸化物が形成される。したがって、ＡｌｘＧａ１－ｘ

Ａｓ層（特にＡｌ混晶比ｘが１に近いもの）を３００℃～４００℃の温度で水蒸気中で酸
化すると、安定なＡｌＯｙ層が形成される。このＡｌＯｙ層は、Ａｌを含む酸化物である
ため、屈折率ｎが半導体材料に比べて極めて低く、ｎ＝２．５～１．９の値をとる。した
がって、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層をＡｌＯｙ層に変化させて屈折率を低くすることに
よって、上記発光層が発した光に対する反射率を高めることができる。したがって、光反
射層のペア数が少なくても反射率が高く、発光層から放出された光を有効に外部に取り出
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すことができる。
【００５８】
　また、ＡｌＯｙ層は、酸化物であるからバンドギャップが大きく、可視光領域、特に（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系の発光領域である５６０ｎｍ～６５０ｎｍに対し透
明である。したがって、本発明によれば、波長依存性が極めて小さく、かつ反射率が１０
０％に近い良質の光反射層の形成が可能である。したがって、従来の半導体材料による光
反射層のように、発光波長に対して吸収がないＡｌ組成をわざわざ選ぶ必要がない。
【００５９】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、図１に例示するように、半導体基板ａ上
に、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層と、高屈折率半導体材料と低屈折率半導体材料とを交互に積
層してなる光反射層ｃと、発光層ｄとをこの順に堆積し、層方向に関して上記ＡｌｘＧａ

１－ｘＡｓ層の一部をＡｌＯｙ層ｂに変化させる（ただし、図１ではＡｌＯｙ層に変化し
た領域のみを示している。）。このようにした場合、光反射層ｃとＡｌＯｙ層ｂとの間に
０．６～１．４程度の大きな屈折率差が設けることができる。したがって、光反射層ｃと
ＡｌＯｙ層ｂとの界面での反射率が大きくなり、通常の光反射層に比べ大きな反射率が得
られる。例えば図２に示すように、本発明によれば、ＡｌＯｙ層を設けない場合（従来）
に比して、反射率が高く、しかも、反射スペクトルの半値幅を大きくすることができる。
この結果、光反射層の層厚のバラツキや変動があったとしても、反射率や反射スペクトル
は変動しにくい。したがって、量産性に優れる。
【００６０】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、図３に例示するように、半導体基板ａ上
に、高屈折率の半導体材料ｆ１と低屈折率のＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層ｆ２（ただし、０＜
ｘ≦１である。）との交互の積層からなる光反射層ｆと、発光層ｄとをこの順に堆積し、
層方向に関して上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層ｆ２の一部をＡｌＯｙ層に変化させる（ただ
し、図３ではＡｌＯｙ層に変化した領域（点描）のみを示している。）。このようにした
場合、光反射層を構成する低屈折率のＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層ｆ２層がさらに低屈折率の
ＡｌＯｙ層になるので、上記発光層が発した光に対する反射率を高めることができる。し
たがって、光反射層のペア数が少なくても反射率が高く、発光層から放出された光を有効
に外部に取り出すことができる。例えば図４に示すように、本発明によれば、ＡｌＯｙ層
に変化させない場合（従来）に比して、反射率が高く、しかも、反射スペクトルの半値幅
を大きくすることができる。この結果、光反射層の層厚のバラツキや変動があったとして
も、反射率や反射スペクトルは変動しにくい。したがって、量産性に優れる。
【００６１】
　図５は、本発明による光反射層の反射率のペア数依存性を、従来例と比較して示してい
る。本発明によれば光反射層は屈折率差が大きいために、数ペアの光反射層でもほぼ１０
０％に近い反射率が得られる。したがって、成長時間を短くでき、量産性も高い。
【００６２】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、層方向に関して上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡ
ｓ層の一部をＡｌＯｙ層に変化させた後、そのＡｌＯｙ層を除去することを特徴とする。
【００６３】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、ＡｌＯｙ層が除去されて生じた空間
領域の屈折率は１であるから、発光層の裏側のチップ周辺領域で全反射に近い状態が得ら
れる。したがって、発光層から放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【００６４】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記
ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分に対応する上記発光層上の領域に、通電用の電極を
形成することを特徴とする。
【００６５】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち
上記ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分に対応する上記発光層上の領域に、電極が形成
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される。したがって、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯｙ層に変化された部
分に対応する領域を、電極が占めるのを避けることができる。したがって、上記発光層で
発生し上記ＡｌＯｙ層で反射された光が、上記電極に遮られることなく、有効に外部に取
り出される。
【００６６】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記
ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分に対応する領域に、通電電流を妨げる電流阻止層を
形成することを特徴とする。
【００６７】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち
上記ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分に対応する領域に、通電電流を妨げる電流阻止
層が形成される。したがって、上記電流阻止層が形成されない場合に比して、上記ＡｌＯ

ｙ層に対応する領域に通電電流が多く流れる。したがって、上記発光層で発生し上記Ａｌ
Ｏｙ層で反射された光が、有効に外部に取り出される。
【００６８】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記光反射層は所定のＡｌ混晶比を持つ
ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層（ただし、０＜ｘ≦１である。）とＡｌＯｙ層との交互の積層か
らなり、上記ＡｌＯｙ層に変化されたＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層に隣接する、上記光反射層
をなすＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層の１層の厚さを、上記波長の４分の１に設定することを特
徴とする。
【００６９】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法によれば、上記ＡｌＯｙ層に対応する領域
で、上記発光層が発した光に対する反射率がさらに高まる。
【００７０】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記発光層を（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩ
ｎ１－ｖＰ系材料で形成することを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
【００７１】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法によれば、発光波長帯５６０ｎｍ～６５０
ｎｍの半導体発光素子が作製される。
【００７２】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記各層をチップ単位に分割した後、上
記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を露出した端面から上記ＡｌＯｙ層に変化させて、上記Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分の形状と上記発光層上
の上記電極の形状とを一致させることを特徴とする。
【００７３】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を露出
した端面から上記ＡｌＯｙ層に変化させるので、ＡｌＯｙ層を安定かつ容易に形成できる
。したがって、量産性に優れる。しかも、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯ

ｙ層に変化されない残りの部分の形状と上記発光層上の上記電極の形状とを一致させるの
で、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯｙ層に変化された部分に対応する領域
を、電極が占めるのを避けることができる。したがって、上記発光層で発生し上記ＡｌＯ

ｙ層で反射された光が、上記電極に遮られることなく、有効に外部に取り出される。
【００７４】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記各層をチップ単位に分割した後、上
記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を露出した端面から上記ＡｌＯｙ層に変化させて、上記Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分の形状と上記電流阻止
層の形状とを一致させることを特徴とする。
【００７５】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層を露出
した端面から上記ＡｌＯｙ層に変化させるので、ＡｌＯｙ層を安定かつ容易に形成できる
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。したがって、量産性に優れる。しかも、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層のうち上記ＡｌＯ

ｙ層に変化されない残りの部分の形状と上記電流阻止層の形状とを一致させるので、上記
ＡｌＯｙ層に対応する領域に通電電流が多く流れる。したがって、上記発光層で発生し上
記ＡｌＯｙ層で反射された光が、有効に外部に取り出される。
【００７６】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法では、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層に代えて、
ＡｌｘＧａ１－ｘＰ層、ＡｌｘＩｎ１－ｘＰ層またはＡｌｘＩｎ１－ｘＡｓ層を用いるこ
とを特徴とする。
【００７７】
　また、本発明の半導体発光素子の製造方法は、半導体基板上に所定の波長を持つ光を発
生する発光層を設ける半導体発光素子の製造方法において、上記半導体基板上に、所定の
Ａｌ混晶比を持つＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層（ただし、０＜ｘ≦１である。）と（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層（ただし、０＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である。）との交互の積
層からなり上記波長の光を反射するための光反射層と、上記発光層とをこの順に堆積し、
層方向に関して上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層の一部をＡｌＯｙ層（ただし、ｙは正の実数
である。）に変化させることを特徴とする。
【００７８】
　この発明の半導体発光素子の製造方法によれば、上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層をＡｌＯ

ｙ層に変化させて屈折率を低くすることによって、上記発光層が発した光に対する反射率
を高めることができる。したがって、光反射層のペア数が少なくても反射率が高く、発光
層から放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【００７９】
　また、ＡｌＯｙ層は、酸化物であるからバンドギャップが大きく、可視光領域、特に（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系の発光領域である５６０ｎｍ～６７０ｎｍに対し透
明である。したがって、本発明によれば、波長依存性が極めて小さく、かつ反射率が１０
０％に近い良質の光反射層の形成が可能である。したがって、従来の半導体材料による光
反射層のように、発光波長に対して吸収がないＡｌ組成をわざわざ選ぶ必要がない。
【００８０】
　一実施形態の半導体発光素子の製造方法は、層方向に関して上記ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ
層の一部をＡｌＯｙ層に変化させた後、そのＡｌＯｙ層を除去するとき、ふっ酸系のエッ
チング液を用いることを特徴とする。
【００８１】
　この一実施形態の半導体発光素子の製造方法によれば、上記ＡｌＯｙ層のみをＡｌｘＧ
ａ１－ｘＡｓ層等に対して選択的にエッチングして除去することができる。
【００８２】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００８３】
　（第１実施形態）
　図６は第１実施形態の半導体発光ダイオードの断面構造を示している。この実施形態は
、第１の光反射層の主反射部分がＡｌＯｙ単層（ただし、ｙは正の実数である。）からな
る点に特徴がある。
【００８４】
　この発光ダイオードは、ｎ型ＧａＡｓ基板１の上に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば
厚さ０．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、第１の光反射層として層方向
に連なるように設けられた副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層３および主反射部分と
してのＡｌＯｙ酸化層１３とを備えている。副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層３は
チップの中央領域に配置され、主反射部分としてのＡｌＯｙ酸化層１３はその周りを取り
巻くようにチップの周辺領域に配置されている。この発光ダイオードは、その上に、（Ａ
ｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．
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０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ

）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃
度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部
クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７

ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０
．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８とをこの順に備えている
。この発光ダイオードは、さらにその上にｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流
拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、トータル厚さ８．５μｍ、不純物濃度５×１０１

８ｃｍ－３）１０を備え、この電流拡散層中の中央領域に形成された、通電電流を妨げる
ためのｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を
備えている。１１はｎ側電極、１２はｐ側電極である。
【００８５】
　この発光ダイオードは次のようにして作製される。
【００８６】
　ｉ）　ｎ型ＧａＡｓ基板１上の全域に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば厚さ０．５μ
ｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、Ａｌリッチ層としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層
３と、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例え
ばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、活性層として
のｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝０．４２、
厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０

．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ
、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中
間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）
８とをこの順に堆積する。
【００８７】
　ii）　次に、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層８上にｐ型（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ１．５μｍ、不
純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を成長し、その上にｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０
．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を成長する。その後、ｎ型ＧａＰ電流阻
止層９をフォトリソグラフィによる選択エッチングによってＭ＝１００μｍ角～１５０μ
ｍ角にパターン加工して、その周囲に通電電流のための電流経路を作る。その後、ｐ型（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ７μ
ｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を再成長する。
【００８８】
　iii）　次に、ｐ側に電極となる金属層を設け、フォトリソグラフィによる選択エッチ
ングによって電流阻止層９の位置に合わせて電極１２をＭ＝１００μｍ角～１５０μｍ角
にパターン加工する。その後、基板１の裏面側から厚さ１２０μｍ程度に薄く研磨し、ｎ
側にも電極１１を形成する（この状態の基板をウェハと呼ぶ。通常、直径５０ｍｍ程度の
大きさのものである。）。通常のブレーキング方法と同様に、このウェハの裏面側を粘着
シートに貼り付けた後、ダイシングソーを用いて電極１２のパターンに沿ってウェハの厚
さの途中まで溝を切り、その後、粘着シートを引張って広げる。これにより、ウェハをＬ
＝２８０μｍ角の大きさのチップに分割する。
【００８９】
　iv）　チップに分割することによりチップ側面にＡｌＡｓ層３が露出する。この状態で
各チップを温度４００℃、窒素雰囲気中の酸化膜形成装置（図示せず）に入れる。酸化膜
形成装置内部に沸騰水中を通した窒素ガスを流し込むことにより、この酸化膜形成装置内
を高温の水蒸気で満たす。この高温の水蒸気が上記ＡｌＡｓ層３の露出した側面に導入さ
れると、チップ側面端部から内部へ一定の速度で酸化が進行し、元のＡｌＡｓ層３のうち
周辺部分をＡｌＯｙ層１３に変化させることができる（例えば、米国特許５，５１７，０
３９号明細書、または、伊賀健一他著「面発光レーザの基礎と応用」、共立出版株式会社
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、１９９９年６月、ｐ．１０５－１１３））。このＡｌＯｙ層１３の層方向寸法（酸化の
深さ）Ｎは、この酸化の温度と時間および材料によって決まる。
【００９０】
　また、単に酸素で酸化させた場合より水蒸気により酸化させた方が良質の酸化膜が得ら
れる、という特徴がある。特に、窒素ガスにより水蒸気を恒温層に持ち込むのは酸素を入
れないようにするためである。
【００９１】
　この層方向寸法ＮはチップサイズをＬ、電流阻止層又は電極の１辺の長さをＭとして、
　　　　　Ｎ≦（Ｌ－Ｍ）／２
が望ましい。本実施形態では、ＡｌＯｙ層１３の層方向寸法Ｎが８０μｍになるように、
４００℃で３時間、酸化膜形成装置に入れておく。元のＡｌＡｓ層３の屈折率は３．１で
あるが、酸化で得られたＡｌＯｙ層１３の屈折率は１．９と低い値になる。従来例では基
板での反射率は３０％程度であるが、本実施形態では、チップ周辺領域で光反射層の反射
率を８０％以上に改善できた。
【００９２】
　また、このように露出したＡｌＡｓ層３をチップ側面の端部から酸化して、元のＡｌＡ
ｓ層３のうち周辺部分をＡｌＯｙ層１３に変化させた場合、ＡｌＯｙ層を安定かつ容易に
形成でき、量産性に優れる。しかも、ＡｌＡｓ層３のうちＡｌＯｙ層に変化されない残り
の部分の形状と電流阻止層９の形状とを一致させるので、ＡｌＯｙ層１３に対応するチッ
プ周辺領域に通電電流が多く流れる。したがって、活性層６の周辺部分６ａで光が多く発
生する。活性層６の周辺部分６ａで発生した光は、チップ周辺領域で光反射層の反射率が
改善されているので効率良く反射される。具体的には、活性層６から裏面（基板）側へ放
射される光９０のうち８０％以上をＡｌＯｙ層１３によって表面側へ反射することができ
る。そして、表面側へ反射された光は、電極１２に遮られることなく、有効に外部に取り
出される。実際に、本実施形態では、発光波長５７０ｎｍにおけるチップ光度を、通常の
３５ｍｃｄから５０ｍｃｄに向上させることができた。このように、輝度が向上して、歩
留も改善された。
【００９３】
　（比較例）
　図１０は、比較例として、電流阻止層９が省略された構造をもつ半導体発光ダイオード
を示している。この半導体発光ダイオードは、ｐ型ＧａＰ電流阻止層９が省略されている
点以外は、第１実施形態の半導体発光ダイオードと全く同じ、つまり各層の厚さや組成、
導電型について全く同じに構成されている。
【００９４】
　しかし、この比較例の半導体発光ダイオードでは、輝度向上の効果が得られなかった。
この理由は次のように考えられる。すなわち、この比較例の半導体発光ダイオードでは、
電極１２の直下に電流阻止層が存在せず、かつＡｌＯｙ層１３が絶縁層であるために、発
光領域が活性層６の中央部分（電極１２の直下に相当する部分）６ｂに限られてしまう。
この場合、活性層６の中央部分６ｂから裏面（基板）側へ放射される光のうち、ごく一部
９０Ｂはチップ周辺領域へ進んでＡｌＯｙ層１３によって表面側へ反射されるが、大部分
９０Ｃは直下の電導層３に入射し、表面側へ反射されないで基板に吸収されるか、たとえ
表面側へ反射されてもｐ型電極１２で遮られて、外部へは取り出されない。その結果、発
光効率が改善されず、輝度向上の効果が得られない。実際に、本比較例では、発光波長５
７０ｎｍにおけるチップ光度は、従来構造の３５ｍｃｄに比べ、逆に１０ｍｃｄに低下し
た。
【００９５】
　（第２実施形態）
　図７は第２実施形態の半導体発光ダイオードの断面構造を示している。この実施形態は
、第１の光反射層の主反射部分が、ＡｌＯｙ層とＡｌＧａＡｓ層とを交互にペアとして複
数積層した多層膜からなる点に特徴がある。
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【００９６】
　この発光ダイオードは、ｎ型ＧａＡｓ基板１の上に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば
厚さ０．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、第１の光反射層として層方向
に連なるように設けられた副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導
型光反射層（例えばｘ＝０．６５、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）１５および主反射
部分としてのＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４とを備えている。副反射
部分としてのｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層１５はチップの中央領
域に配置され、主反射部分としてのＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４は
その周りを取り巻くようにチップの周辺領域に配置されている。この発光ダイオードは、
その上に、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、
例えばｘ＝１．０、厚さ１．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、ｐ型（Ａ
ｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（例えばｘ＝０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物
濃度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上
部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１

７ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝
０．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８とをこの順に備えてい
る。この発光ダイオードは、さらにその上にｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電
流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、トータル厚さ８．５μｍ、不純物濃度５×１０
１８ｃｍ－３）１０を備え、この電流拡散層中の中央領域に形成された、通電電流を妨げ
るためのｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９
を備えている。１１はｎ側電極、１２はｐ側電極である。
【００９７】
　この発光ダイオードは次のようにして作製される。
【００９８】
　ｉ）　ｎ型ＧａＡｓ基板１上の全域に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば厚さ０．５μ
ｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、ｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導
型光反射層（例えばｘ＝０．６５、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）１５と、（Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、
厚さ１．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖ

Ｉｎ１－ｖＰ活性層（例えばｘ＝０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１７ｃ
ｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（０≦
ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７と、
ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０．１
５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８とをこの順に堆積する。
【００９９】
　ここでｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層１５は、Ａｌリッチ層とし
てのＡｌＡｓ層と、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層とを交互に積層して構成されている。
【０１００】
　ii）　次に、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層８上にｐ型（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ１．５μｍ、不
純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を成長し、その上にｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０
．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を成長する。その後、ｎ型ＧａＰ電流阻
止層９をフォトリソグラフィによる選択エッチングによってＭ＝１００μｍ角～１５０μ
ｍ角にパターン加工して、その周囲に通電電流のための電流経路を作る。その後、ｐ型（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ７μ
ｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を再成長する。
【０１０１】
　iii）　次に、ｐ側に電極となる金属層を設け、フォトリソグラフィによる選択エッチ
ングによって電流阻止層９の位置に合わせて電極１２をＭ＝１００μｍ角～１５０μｍ角
にパターン加工する。その後、基板１の裏面側から厚さ１２０μｍ程度に薄く研磨し、ｎ
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側にも電極１１を形成する。その後、第１実施形態の場合と同様にして、ウェハをＬ＝２
８０μｍ角の大きさのチップに分割する。
【０１０２】
　iv）　この後、チップ側面を大気に露出させてから、第１実施形態の場合と同様にして
ｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層１５を構成する各ＡｌＡｓ層を側面
端部から酸化して、元のＡｌＡｓ層のうち周辺部分をそれぞれＡｌＯｙ層に変化させる。
すなわち、元のｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層１５のうち周辺部分
を、低屈折材料層としてのＡｌＯｙ層と高屈折材料層としてのＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ層と
が交互に複数積層された構造をもつＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４に
変化させる。このＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４の層方向寸法（酸化
の深さ）Ｎは、この酸化の温度と時間によって決まる。この層方向寸法Ｎは、第１実施形
態と同様に、チップの一辺の長さをＬ、電流阻止層又は電極の１辺の長さをＭとして、
　　　　　Ｎ≦（Ｌ－Ｍ）／２
が望ましい。本実施形態では、第１実施形態の場合と同様に、ＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－

ｘＡｓ酸化光反射層１４の層方向寸法Ｎが８０μｍになるように、４００℃で３時間、酸
化膜形成装置に入れておく。得られたＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４
については、低屈折率材料層としてのＡｌＯｙ層の屈折率が１．９と低くなる（元のＡｌ
Ａｓ層の屈折率は３．１である。）一方、高屈折率材料層としてのＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ
層の屈折率が３．４のままで変わらない。この理由は、高屈折率材料層としてのＡｌｘＧ
ａ１－ｘＡｓ層は、Ａｌ混晶比が０．６というようにＡｌＡｓに比べ低いため、上述の条
件ではチップの側面端部近傍しか酸化膜に変質しないからである。
【０１０３】
　このように、得られたＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４は、低屈折率
材料層と高屈折率材料層との屈折率差が１．５と大きい分布帰還形光反射層を構成する。
通常は低屈折率材料層と高屈折率材料層とが１０ペアで光反射層の反射率が５５％程度に
なるが、本実施形態では、わずか５ペアで光反射層の反射率が９９％になった。
【０１０４】
　また、このようにｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層１５を構成する
各ＡｌＡｓ層を側面端部から酸化した場合、分布帰還形光反射層１４をチップ周辺領域に
安定かつ容易に形成でき、量産性に優れる。しかも、元のｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－

ｘＡｓ電導型光反射層１５のうちＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分の形状と電流阻止
層９の形状とを一致させるので、ＡｌＯｙ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層１４に対
応するチップ周辺領域に通電電流が多く流れる。したがって、活性層６の周辺部分６ａで
光が多く発生する。活性層６の周辺部分６ａで発生した光９０は、チップ周辺領域で光反
射層の反射率が改善されているので効率良く反射され、電極１２に遮られることなく、有
効に外部に取り出される。実際に、本実施形態では、発光波長５７０ｎｍにおけるチップ
光度を、通常の３５ｍｃｄから６０ｍｃｄに向上させることができた。また、反射スペク
トルの半値幅が通常の光反射層の半値幅約２０ｎｍに比べ５倍以上大きくなった。そのた
め、量産時に光反射層１５の層厚の変動があった場合でも、反射率や反射スペクトルの変
動が少なくなり、光度の均一性が向上し、歩留も改善された。
【０１０５】
　（第３実施形態）
　第３実施形態の発光ダイオードは、図示を省略するが、図７に示した第２実施形態の半
導体発光素子における第１の光反射層の材料を変更した点に特徴がある。
【０１０６】
　この実施形態の発光ダイオードは、第１の光反射層として層方向に連なるように設けら
れた副反射部分としてのｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電導型光
反射層および主反射部分としてのｎ型ＡｌＯｙ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ酸
化光反射層を備えている。その他の要素は第２実施形態の半導体発光素子と同じである。
【０１０７】
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　ここで、副反射部分としてのｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電
導型光反射層は、分布帰還形光反射層として、ＡｌＩｎＰ層と（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩ
ｎ１－ｖＰ層とのペアを複数積層して構成されている。各ペアを構成するＡｌＩｎＰ層、
（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層の厚さは、発光波長λの４分の１になるように、
それぞれ設定されている。
【０１０８】
　本実施形態の発光ダイオードは、第２実施形態の発光ダイオードを作製するのと同じ手
順で作製される。特に、第１の光反射層の主反射部分に含まれた各ｎ型ＡｌＯｙ層は、副
反射部分に含まれた各ＡｌＩｎＰ層を、第１実施形態と同様に、酸化膜形成装置に入れて
チップ端面側部から酸化して形成したものである。元のＡｌＩｎＰ層３の屈折率は３．１
であるが、酸化で得られたＡｌＯｙ層１３の屈折率は１．９と低い値になる。従来例では
光反射層の反射率５０％程度であるが、本実施形態では、チップ周辺領域で光反射層の反
射率を９９％以上に改善できた。
【０１０９】
　本実施形態のように、酸化される材料がＡｌＩｎＰである場合、酸化される材料がＡｌ
Ａｓ層である場合に比べて酸化の進行が遅くなる。しかし、ペアをなす他方の材料をＧａ
ＩｎＰとすれば、ＧａＩｎＰは全く酸化されないので、時間をかけて酸化することができ
る。その結果、酸化される部分の層方向寸法（酸化の深さ）Ｎの制御性が良くなる。また
、反射スペクトルの半値幅が通常の光反射層の半値幅（約２０ｎｍ）に比べ３倍以上大き
くなった。そのため、量産時に第１の光反射層を構成する各層の層厚に変動があった場合
でも、反射率や反射スペクトルの変動が少なくなる。この結果、光度の均一性が向上し、
歩留も改善された。
【０１１０】
　（参考例）
　図８は参考例の半導体発光ダイオードの断面構造を示している。この参考例は、第１の
光反射層の主反射部分が空間からなる点に特徴がある。
【０１１１】
　この発光ダイオードは、ｎ型ＧａＡｓ基板１の上に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば
厚さ０．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、第１の光反射層として層方向
に連なるように設けられた副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層１６および主反射部分
としての空間領域１７とを備えている。副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層１６はチ
ップの中央領域に配置され、主反射部分としての空間領域１７はその周りを取り巻くよう
にチップの周辺領域に配置されている。言い換えれば、第１の光反射層は、全面に積層さ
れたｎ型ＡｌＡｓ電導層１６からチップ周辺に相当する部分が除去された態様になってい
る。この発光ダイオードは、その上に、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下
部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１

７ｃｍ－３）５と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（例えばｘ＝０．４
２、厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ

）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ２．０
μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖ

Ｐ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－

３）８とをこの順に備えている。この発光ダイオードは、さらにその上にｐ型（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、トータル厚さ８．
５μｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を備え、この電流拡散層中の中央領域に
形成された、通電電流を妨げるためのｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０．３μｍ、不純物濃
度１×１０１８ｃｍ－３）９を備えている。１１はｎ側電極、１２はｐ側電極である。
【０１１２】
　この発光ダイオードは次のようにして作製される。
【０１１３】
　ｉ）　ｎ型ＧａＡｓ基板１上の全域に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば厚さ０．５μ
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ｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、Ａｌリッチ層としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層
１６と、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例
えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、ｐ型（Ａｌ

ｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（例えばｘ＝０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃
度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部
クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ２．０μｍ、不純物濃度５×１０１７

ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０
．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８とをこの順に堆積する。
【０１１４】
　ii）　次に、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層８上にｐ型（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ１．５μｍ、不
純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を成長し、その上にｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０
．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を成長する。その後、ｎ型ＧａＰ電流阻
止層９をフォトリソグラフィによる選択エッチングによってＭ＝１００μｍ角～１５０μ
ｍ角にパターン加工して、その周囲に通電電流のための電流経路を作る。その後、ｐ型（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ７μ
ｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を再成長する。
【０１１５】
　iii）　次に、ｐ側に電極となる金属層を設け、フォトリソグラフィによる選択エッチ
ングによって電流阻止層９の位置に合わせて電極１２をＭ＝１００μｍ角～１５０μｍ角
にパターン加工する。その後、基板１の裏面側から厚さ１２０μｍ程度に薄く研磨し、ｎ
側にも電極１１を形成する。その後、第１実施形態の場合と同様にして、ウェハをＬ＝２
８０μｍ角の大きさのチップに分割する。
【０１１６】
　iv）　この後、チップ端面を大気に露出させてから、第１実施形態の場合と同様にして
、ＡｌＡｓ層１６を端面から酸化して、元のＡｌＡｓ層１６のうち周辺部分をＡｌＯｙ層
に変化させる。このＡｌＯｙ層の層方向寸法（酸化の深さ）Ｎは、この酸化の温度と時間
によって決まる。この層方向寸法Ｎは、第１実施形態と同様に、チップサイズをＬ、電流
阻止層又は電極の１辺の長さをＭとして、
　　　　　Ｎ≦（Ｌ－Ｍ）／２
が望ましい。本参考例では、ＡｌＯｙ層の層方向寸法Ｎが８０μｍになるように、４００
℃で３時間、酸化膜形成装置に入れておく。元の半導体層の屈折率は２．９～３．５であ
るが、酸化で得られたＡｌＯｙ層の屈折率は１．９と低い値になる。
【０１１７】
　ｖ）　本参考例では、さらに低い反射率を得るため、チップ状態で、元のＡｌＡｓ層１
６のうち周辺部分に生じたＡｌＯｙ層のみを、ふっ酸若しくは弗化アンモニウム溶液、ま
たは２倍～１０倍に希釈したふっ酸で選択的にエッチングして除去する。
【０１１８】
　このように、この発光ダイオードは、ＡｌＡｓ層１６を酸化した後、周辺部分に生じた
ＡｌＯｙ層を除去する点以外は、第１実施形態の半導体発光装置と同様の製造工程で製作
される。
【０１１９】
　ＡｌＯｙが除去されて生じた空間領域１７の屈折率は、その領域が真空であってもその
領域に空気や窒素等の不活性ガスが存在していても、殆ど１である。したがって、活性層
６の裏側のチップ周辺領域で全反射に近い状態が得られ、実質的に１００％に近い反射率
が得られた。
【０１２０】
　実際に、本参考例では、発光波長５７０ｎｍにおけるチップ光度を、通常の３５ｍｃｄ
から６０ｍｃｄに向上させることができた。また、第１の光反射層の主反射部分が空間領
域１７であり、そこを材料で満たす必要がないため、成長条件が変わって成長速度が変動
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しても裏面側の光反射率は変わらない。そのため、反射率や反射スペクトルの変動が少な
くなり、光度の均一性が向上し、歩留も改善された。
【０１２１】
　（第４実施形態）
　図９は第４実施形態の半導体発光ダイオードの断面構造を示している。この実施形態は
、第１の光反射層と活性層との間に第２の光反射層が設けられている点に特徴がある。
【０１２２】
　この発光ダイオードは、ｎ型ＧａＡｓ基板１の上に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば
厚さ０．５μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、第１の光反射層として層方向
に連なるように設けられた副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層３および主反射部分と
してのＡｌＯｙ酸化層１３とを備えている。副反射部分としてのｎ型ＡｌＡｓ電導層３は
チップの中央領域に配置され、主反射部分としてのＡｌＯｙ酸化層１３はその周りを取り
巻くようにチップの周辺領域に配置されている。この発光ダイオードは、その上に、第２
の光反射層としてのｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層４を
備えている。この光反射層４は、分布帰還形光反射層として、低屈折材料層としてのＡｌ
ＩｎＰ層と高低屈折材料層としての（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層とを交互にペ
アとして複数積層して構成されている。この発光ダイオードは、第１実施形態の半導体発
光素子と同様に、さらにその上に（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ下部クラ
ッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ
－３）５と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝
０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ
１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ

１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８

ｃｍ－３）８とをこの順に備えている。この発光ダイオードは、さらにその上にｐ型（Ａ
ｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、トータル厚
さ８．５μｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を備え、この電流拡散層中に形成
された、通電電流を妨げるためのｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０．３μｍ、不純物濃度１
×１０１８ｃｍ－３）９を備えている。１１はｎ側電極、１２はｐ側電極である。
【０１２３】
　この発光ダイオードは次のようにして作製される。
【０１２４】
　ｉ）　ｎ型ＧａＡｓ基板１上の全域に、ｎ型ＧａＡｓバッファ層（例えば厚さ０．５μ
ｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）２と、ｎ型ＡｌＡｓ電導層３と、ｎ型ＡｌＩｎＰ
／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層４と、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉ
ｎ０．４９Ｐ下部クラッド層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物
濃度５×１０１７ｃｍ－３）５と、発光層としてのｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－

ｖＰ活性層（０≦ｘ≦１、例えばｘ＝０．４２、厚さ０．６μｍ、不純物濃度１×１０１

７ｃｍ－３）６と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）０．５１Ｉｎ０．４９Ｐ上部クラッド層（
０≦ｘ≦１、例えばｘ＝１．０、厚さ１．０μｍ、不純物濃度５×１０１７ｃｍ－３）７
と、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層（ｘ＝０．２、ｖ＝０．４、厚さ０
．１５μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）８とをこの順に堆積する。
【０１２５】
　既述のように、ｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層４は、
分布帰還形光反射層として、ＡｌＩｎＰ層と（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ層とを
交互に積層して構成されている。ｎ型ＡｌＡｓ電導層３、ｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層４は、原則として発光波長λの４分の１になるように、
それぞれ層厚を設定している。ただし、後述する工程でＡｌＡｓ電導層３が酸化されて屈
折率が下がることを想定して、ｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光
反射層４のうちＡｌＡｓ電導層３に最も近い層のみ、層厚が発光波長λの２分の１になる
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ように設定されている。
【０１２６】
　ii）　次に、ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層８上にｐ型（ＡｌｘＧａ

１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ１．５μｍ、不
純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を成長し、その上にｎ型ＧａＰ電流阻止層（厚さ０
．３μｍ、不純物濃度１×１０１８ｃｍ－３）９を成長する。その後、ｎ型ＧａＰ電流阻
止層９をフォトリソグラフィによる選択エッチングによってＭ＝１００μｍ角～１５０μ
ｍ角にパターン加工して、その周囲に通電電流のための電流経路を作る。その後、ｐ型（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層（ｘ＝０．０５、ｖ＝０．０５、厚さ７μ
ｍ、不純物濃度５×１０１８ｃｍ－３）１０を再成長する。
【０１２７】
　iii）　次に、ｐ側に電極となる金属層を設け、フォトリソグラフィによる選択エッチ
ングによって電流阻止層９の位置に合わせて電極１２をＭ＝１００μｍ角～１５０μｍ角
にパターン加工する。その後、基板１の裏面側から厚さ１２０μｍ程度に薄く研磨し、ｎ
側にも電極１１を形成する。その後、第１実施形態の場合と同様にして、ウェハをＬ＝２
８０μｍ角の大きさのチップに分割する。
【０１２８】
　iv）　この後、チップ端面を大気に露出させてから、第１実施形態の場合と同様にして
、ＡｌＡｓ層３を端面から酸化して、元のＡｌＡｓ層３のうち周辺部分をＡｌＯｙ層１３
に変化させる。このＡｌＯｙ層の層方向寸法（酸化の深さ）Ｎは、この酸化の温度と時間
によって決まる。この層方向寸法Ｎは、第１実施形態と同様に、チップサイズをＬ、電流
阻止層又は電極の１辺の長さをＭとして、
　　　　　Ｎ≦（Ｌ－Ｍ）／２
が望ましい。本実施形態では、第１実施形態と同様に、ＡｌＯｙ層１３の層方向寸法Ｎが
８０μｍになるように、４００℃で３時間、酸化膜形成装置に入れておく。
【０１２９】
　このようにして、この発光ダイオードは、主反射部分としてのＡｌＯｙ層１３を含む第
１の光反射層を形成した後、その上に第２の光反射層としてｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層４を形成する点以外は、第１実施形態の半導体発光装
置と同様の製造工程で製作される。
【０１３０】
　元のＡｌＡｓ層３の屈折率は３．１であるが、酸化で得られたＡｌＯｙ層１３の屈折率
は１．９と低い値になる。従来例では光反射層の反射率５０％程度であるが、本実施形態
では、チップ周辺領域で光反射層の反射率を９９％以上に改善できた。
【０１３１】
　また、このようにＡｌＡｓ層３を端面から酸化して、元のＡｌＡｓ層３のうち周辺部分
をＡｌＯｙ層１３に変化させた場合、ＡｌＯｙ層を安定かつ容易に形成でき、量産性に優
れる。しかも、ＡｌＡｓ層３のうちＡｌＯｙ層に変化されない残りの部分の形状と電流阻
止層９の形状とを一致させるので、ＡｌＯｙ層１３に対応するチップ周辺領域に通電電流
が多く流れる。したがって、活性層６の周辺部分６ａで光が多く発生する。活性層６の周
辺部分６ａで発生した光９０は、チップ周辺領域で光反射層の反射率が改善されているの
で効率良く反射され、電極１２に遮られることなく、有効に外部に取り出される。
【０１３２】
　また、第１の光反射層３，１３と第２の光反射層４とで光反射層が２重になっているの
で、活性層６から裏面（基板）側へ放射されて電極１２直下に回り込んだ光９０Ａであっ
ても、有効に表面側へ反射して外部に取り出すことができる。
【０１３３】
　実際に、本実施形態では、発光波長５７０ｎｍにおけるチップ光度を、通常の３５ｍｃ
ｄから６０ｍｃｄに向上させることができた。また、反射スペクトルの半値幅が通常の光
反射層の半値幅約２０ｎｍに比べ３倍以上大きくなった。そのため、量産時に光反射層４
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の層厚の変動があった場合でも、反射率や反射スペクトルの変動が少なくなり、光度の均
一性が向上し、歩留も改善された。
【０１３４】
　上述の各実施形態では、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ系発光ダイオードについ
て説明してきたが、他の発光ダイオード，例えばＡｌＧａＡｓ系やＩｎＧａＡｓＰ系、Ｉ
ｎＧａＡｓ系やＧａＩｎＮ系の発光ダイオードについても同様の効果が得られる。また、
ＡｌＯｙ層に変化させる材料はＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ等に限ったものではなく、ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＰ、ＡｌｘＩｎ１－ｘＰ、ＡｌｘＩｎ１－ｘＡｓ等でも同様の効果が得られる
【０１３５】
　また、上述の各実施形態の半導体発光素子では、略等しい格子定数をもつＧａＡｓ基板
と（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層とを備えたものについて説明してきたが、
この発明は、他の材料を備えた場合でも適用できる。
【０１３６】
　例えば、基板にサファイアを用い、活性層を（ＡｌｗＧａ１－ｗ）ｖＩｎ１－ｖＮとし
た場合、電導層に（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮを用いれば良い。また、（Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＮ／（ＡｌｚＧａ１－ｚ）ｖＩｎ１－ｖＮ半導体多層膜を用い
ることもできる。ただし、０＜ｗ＜ｚ＜ｘ≦１、０＜ｖ＜１である。ＡｌＧａＩｎＮ膜を
酸化する条件は適宜変更すれば良い。これは基板のサファイアと活性層の（ＡｌｗＧａ１

－ｗ）ｖＩｎ１－ｖＮとは格子定数は全く違うが、通常のチップの大きさの範囲では、基
板の上に形成された結晶薄膜の性質は基板と格子整合している場合と略同じであるためで
ある。
【０１３７】
　更に、基板にＳｉやＧａＮを用いても良い。また、活性層にＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ、（
ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＡｓ、（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＳｂ等を用い
ても同様の効果が得られることは言うまでもない。
【０１３８】
　（第５実施形態）
　上述のような高輝度の半導体発光素子をレンズと一体化すれば、高い光度のＬＥＤラン
プが得られる。
【０１３９】
　図１４は本発明の半導体発光素子を用いた第５実施形態のＬＥＤランプ１１０を示して
いる。
【０１４０】
　このＬＥＤランプ１１０は、本発明が適用された半導体発光素子（チップ）１１４と、
この半導体発光素子１１４を搭載した第１のリード１１３と、第１のリード１１３から離
間して配置された第２のリード１１２とを備えている。半導体発光素子１１４の裏面（ｎ
側電極１１）は第１のリード１１３先端に銀ペースト等の導電性接着剤を介して接合され
ている。半導体発光素子１１４のｐ側電極１２は金属ワイヤ１１６によって第２のリード
１１２の先端に接続されている。そして、半導体発光素子１１４と、第１のリード１１３
、第２のリード１１２のうち先端近傍の部分とが、エポキシ樹脂等からなる透明の樹脂１
１５で封止されている。樹脂１１５の先端部は、半導体発光素子１１４から表面（ｐ側電
極１２）側へ出た光を効率よく前方に放射させるように、半球状のレンズに加工されてい
る。しかも、半導体発光素子１１４は従来の半導体発光素子に比して高い輝度を示す。し
たがって、このＬＥＤランプは高い光度を示すことができる。
【０１４１】
　既述のように、半導体発光素子１１４は活性層と基板との間に光反射層を有しているの
で、チップの側面からの放射光が少ない。したがって、半導体発光素子１１４を搭載した
リード１１３の先端は図のように反射板を設けた形状にされなくても、高い光度を実現で
きる。
【０１４２】
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　なお、活性層の材料が異なり、したがって、発光波長の異なる複数の半導体発光素子を
１つのランプに一体に備えても良い。すなわち、第２のリード１１２を半導体発光素子の
数の分だけ設ける。そのような複数の半導体発光素子を共通の第１のリード１１３の先端
に並べて配置する。各半導体発光素子のｐ側電極１２をそれぞれ対応する第２のリード１
１２にＡｕワイヤによって接続する。このようにした場合、発光波長の異なる複数の半導
体発光素子を独立に通電できる。したがって、白色をはじめ、様々な色で発光する高輝度
のＬＥＤランプを実現できる。
【０１４３】
　また、より高い輝度を実現するために図１４に示したランプを複数集めて集合ランプと
しても良い。このような集合ランプは屋外で用いられる信号機等に適している。特に、高
い視認性が要求される船舶の舷灯やブイに用いることができる。
【０１４４】
　また、上述の半導体発光素子をマトリクス状に一体に配置して、ＬＥＤ表示装置として
の表示盤１２０を構成しても良い。このようにした場合、屋外でも視認性の良い表示盤を
実現することができる。図１５は、そのような表示盤１２０の電気回路を示している。こ
こで、ＬＥＤ１１、ＬＥＤ１２、…、ＬＥＤ３３は本発明が適用された半導体発光素子を
表している。各ＬＥＤ１１、ＬＥＤ１２、…、ＬＥＤ３３には、それぞれ対応するＬＥＤ
の静電破壊を防ぐための保護ダイオードＺ１１、Ｚ１２、…、Ｚ３３が並列に接続されて
いる。また、ＴＲ１・・・ＴＲ６はＬＥＤ駆動用のトランジスタである。
【０１４５】
　この例では、ＬＥＤと保護ダイオードとは１つのＬＥＤランプとしてそれぞれ一体に構
成されている。なお、ＬＥＤは一つに限定されることはなく、複数のＬＥＤであっても良
い。その場合、複数のＬＥＤおよび保護ダイオードはすべて並列に接続される。さらに、
複数のＬＥＤは発光波長が同じであっても良く、そうすることにより輝度を更に高くする
ことができる。
【０１４６】
　この表示盤１２０は次のように動作する。例えば、ＬＥＤ２２を点灯させたいときは、
そのＬＥＤ２２に対して行方向につながるトランジスタＴＲ２と列方向につながるトラン
ジスタＴＲ５とをＯＮすれば良い。このとき、保護ダイオードが単方向のダイオードであ
ると、図のような経路Ａ１を辿って電流が流れて、ＬＥＤ１１、１２、２１も誤点灯する
ことが有る。このため、保護ダイオードとしては双方向性のもの、つまり電圧の向きによ
らず順電圧が所定の値を超えないと電流が流れないものが望ましい。
【０１４７】
　点灯させるＬＥＤは任意に選ぶことができる。点灯させるＬＥＤは一つに限らず複数で
あっても良い。
【０１４８】
【発明の効果】
　以上より明らかなように、この発明の半導体発光素子によれば、光反射層のペア数が少
なくても反射率が高く、活性層から放出された光を有効に外部に取り出すことができる。
【０１４９】
　また、この発明の半導体発光素子の製造方法によれば、そのような半導体発光素子を量
産性良く作製できる。
【０１５０】
　また、この発明のＬＥＤランプ、ＬＥＤ表示装置は高い輝度を示すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の原理を説明する図である。
【図２】　上記第１の原理による光反射層の反射スペクトルを示す図である。
【図３】　本発明の第２の原理を説明する図である。
【図４】　上記第２の原理による光反射層の反射スペクトルを示す図である。
【図５】　本発明による光反射層の反射率のペア数依存性を示す図である。
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【図６】　本発明の第１実施形態の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図７】　本発明の第２実施形態の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図８】　参考例の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図９】　本発明の第４実施形態の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図１０】　比較例の発光ダイオードを示す断面図である。
【図１１】　従来例の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図１２】　別の従来例の発光ダイオードの構成を示す断面図である。
【図１３】　従来例の発光ダイオードにおける光反射層の反射率のペア数依存性を示す図
である。
【図１４】　本発明の半導体発光素子を用いて構成されたＬＥＤランプを示す図である。
【図１５】　本発明の半導体発光素子を用いて構成された表示盤を示す図である。
【符号の説明】
　１　ｎ型ＧａＡｓ基板
　２　ｎ型ＧａＡｓバッファ層
　３　ｎ型ＡｌＡＳ電導層
　４　ｎ型ＡｌＩｎＰ／（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ光反射層
　５　ｎ型ＡｌＩｎＰクラッド層
　６　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ活性層
　７　ｐ型ＡｌＩｎＰクラッド層
　８　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ中間層
　９　ｐ型ＧａＰ電流阻止層
　１０　ｐ型（ＡｌｘＧａ１－ｘ）ｖＩｎ１－ｖＰ電流拡散層
　１１　ｎ型電極
　１２　ｐ型電極
　１３　ＡｌＯｙ酸化層
　１４　ＡｌＯｙ／　ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ酸化光反射層
　１５　ｎ型ＡｌＡｓ／ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ電導型光反射層
　１６　ｎ型ＡｌＡｓ電導層
　１７　空間領域
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