
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　六方晶系に属する第１の窒化物半導体からなる基板と、
　前記基板の主面上に成長により形成され、半導体素子を形成するための六方晶系に属す
る第２の窒化物半導体からなる素子層とを有するＧａＮ系化合物半導体エピウェハを用い
た半導体 素子であって、
　前記基板の主面の面方位は、（０００１）面から一の方向に

オフ角を有し、
　前記素子層は、前記一の方向に対してほぼ平行に延びる縞状の表面形態を有
　 導
体 素子。
【請求項２】
　前記一の方向は、晶帯軸の＜１－１００＞方向であ に記載の半導体 素
子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＧａＮ系青紫色半導体レーザ素子、紫外から赤色領域までの発光が可能なＧａ
Ｎ系発光ダイオード素子、又はＧａＮ系高周波電子デバイス等のＧａＮ系半導体素子と、
該半導体素子の形成に用いられるＧａＮ系化合物半導体エピタキシャル成長ウェハに関す
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レーザ
、１°以上で且つ１０°以

下の以下の
し、

共振方向（長手方向）が前記一の方向に対してほぼ平行である共振器を有している半
レーザ

る請求項１ レーザ



る。
【０００２】
【従来の技術】
Ｖ族元素に窒素（Ｎ）を含む窒化物半導体は、そのバンドギャップが比較的に大きいこと
から、短波長発光素子の材料として有望視されている。なかでも、一般式Ａｌ x  Ｇａ y  Ｉ
ｎ z  Ｎ（但し、０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，ｘ＋ｙ＋ｚ＝１である）で表わされる窒化ガリウム
（ＧａＮ）系化合物半導体は、その研究が盛んに行なわれており、青色発光ダイオード（
ＬＥＤ）素子、緑色発光ダイオード素子が既に実用化されている。
【０００３】
また、ＨＤ－ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｄｅｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔ
ｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等の次世代高密度光ディスク用光源として、発振波長が４００ｎｍ付
近の青紫色半導体レーザ素子が熱望されており、窒化ガリウム系半導体材料を用いた半導
体レーザ素子の研究開発も盛んに行なわれている。
【０００４】
図５は従来の窒化ガリウム系化合物半導体デバイスに用いられるエピタキシャル成長ウェ
ハ（以下、エピウェハと略称する）を部分的に拡大した斜視図である。
【０００５】
図５に示すように、窒化ガリウム（ＧａＮ）からなる基板１０１の主面の面方位は、（０
００１）面から晶帯軸の＜１－１００＞方向に０．２°のオフ角を有している。基板１０
１の主面上には、エピタキシャル成長した窒化ガリウム系半導体からなる素子層１０２が
形成されている。
【０００６】
素子層１０２の表面形態（表面モホロジー）は、基板１０１の表面の段差（図示せず）の
影響を受け、それと同一方向（＝＜１－１００＞方向）に現われる複数の段差を有してい
る。すなわち、基板１０１の主面の面方位に対するオフ角を持たせた方向に複数の段差が
形成されている。なお、本願明細書において、面方位又は晶帯軸の指数に付した負符号”
－”は該負符号に続く一の指数の反転を便宜的に表わしている。
【０００７】
このようなエピウェハを用いて半導体レーザ素子を作製する場合には、導波路を構成する
共振器におけるレーザ共振方向と段差方向（＝＜１－１００＞方向）とがほぼ垂直となる
ように形成されている。ここで、仮に、基板１０１の段差方向（オフ角方向）に共振器の
共振方向（ストライプ方向）を合わせると、各段差によって共振器における互いに対向す
る端面同士の高さがずれてしまうため、内部損失（導波損失）が大きくなる。このため、
レーザ素子の閾値電流が増大し、その結果、信頼性も低くなる。
【０００８】
ところで、特開２０００－１５６３４８号公報には、互いに隣接する段差同士に挟まれて
なる平坦部（テラス部）の幅が数百～数千μｍの段差を有する素子層が形成されたＧａＮ
系化合物半導体エピウェハが記載されている。
【０００９】
前記公報においては、ＧａＮの（１－１００）Ｍ面で劈開可能なように、段差方向と平行
な方向に共振方向を設定している。このため、テラス部の幅は、少なくともチップとして
切り出すことが可能な、そのチップの一辺の長さ寸法よりも大きくする必要がある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記公報に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハは、レーザチップを得ら
れる程度のテラス部が形成されるように、そのオフ角を０．３°～０．５°程度と極めて
小さくする必要がある。
【００１１】
従って、例えば、オフ角を１°よりも大きくすることができないため、該エピウェハの表
面モホロジーが劣化したり、結晶の配向性の指標となるＸ線ロッキングカーブの半値幅が
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増大したりして、高品質な結晶性を持つ素子層を得ることができないという問題がある。
そのため、前記従来のＧａＮ系化合物半導体エピウェハを用いて作製された半導体デバイ
スの特性も不十分である。
【００１２】
本発明は、前記従来の問題を解決し、オフ角を持つＧａＮ系化合物半導体エピウェハにお
けるエピタキシャル層（素子層）に高品質な結晶性を得られるようにすることを目的とす
る。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハは、六方晶系
に属する第１の窒化物半導体からなる基板と、基板の主面上に成長により形成され、半導
体素子を形成するための六方晶系に属する第２の窒化物半導体からなる素子層とを備え、
基板の主面の面方位は（０００１）面から一の方向にオフ角を有し、素子層は一の方向に
対してほぼ平行に延びる縞状の表面形態を有している。
【００１４】
本発明のＧａＮ系化合物半導体エピウェハによると、素子層がオフ角を持たせた一の方向
に対してほぼ平行に延びる縞状の表面形態を有しているため、基板のオフ角を１°以上と
大きくしても、縞同士の幅（テラス部の幅）は決して狭まることがない。このため、素子
層の表面形態（表面モホロジー）は良好となり、結晶性に優れた素子層を得ることができ
る。なお、縞状の表面形態とは、素子層の表面に現われた１～２層の原子層によって形成
された段差である。
【００１５】
本発明のＧａＮ系化合物半導体エピウェハにおいて、一の方向が晶帯軸の＜１－１００＞
方向であることが好ましい。
【００１６】
本発明のＧａＮ系化合物半導体エピウェハにおいて、オフ角が１°以上で且つ１０°以下
であることことが好ましい。
【００１７】
本発明に係る半導体素子は、六方晶系に属する第１の窒化物半導体からなる基板と、基板
の主面上に成長により形成され、半導体素子を形成するための六方晶系に属する第２の窒
化物半導体からなる素子層とを有するＧａＮ系化合物半導体エピウェハを用いた半導体素
子を対象とし、基板の主面の面方位は（０００１）面から一の方向にオフ角を有し、素子
層は一の方向に対してほぼ平行に延びる縞状の表面形態を有している。
【００１８】
本発明の半導体素子によると、素子層がオフ角を持たせた一の方向に対してほぼ平行に延
びる縞状の表面形態を有しているため、基板のオフ角を１°以上と大きくしても、縞同士
の幅は狭くなることがないため、素子層の表面モホロジーは良好となり、結晶性に優れた
素子層を得ることができる。
【００１９】
本発明の半導体素子において、一の方向が晶帯軸の＜１－１００＞方向であることが好ま
しい。
【００２０】
本発明の半導体素子において、オフ角が１°以上で且つ１０°以下であることが好ましい
。
【００２１】
本発明の半導体素子がレーザ素子であることが好ましい。
【００２２】
この場合に、レーザ素子が、一の方向に対してほぼ平行に形成された共振器を有している
ことが好ましい。
【００２３】
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この場合のオフ角が１°以上で且つ１０°以下であり、共振器の端面が劈開により形成さ
れていることが好ましい。
【００２４】
また、本発明の半導体素子が発光ダイオード素子であることが好ましい。
【００２５】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００２６】
図１は本発明の第１の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハを部分的に拡大し
た斜視図である
図１に示すように、第１の実施形態に係るエピウェハ１０は、結晶系が六方晶系に属し、
その主面が（０００１）面から晶帯軸の＜１－１００＞方向に約５°だけ傾斜したオフ角
を持つ窒化ガリウム（ＧａＮ）からなる基板１１と、該基板１１の主面上に、有機金属熱
分解気相成長（ＭＯＶＰＥ：Ｍｅｔａｌｏｒｇａｎｉｃ　Ｖａｐｏｒ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｐ
ｉｔａｘｙ）法等によりエピタキシャル成長した、半導体素子を形成するための六方晶系
に属するＧａＮ系化合物半導体からなる素子層１２とを有している。
【００２７】
素子層１２の表面モホロジーは、晶帯軸の＜１－１００＞方向にほぼ平行に延びる縞状で
あり、縞同士の間隔は１０μｍ～２０μｍ程度である。
【００２８】
なお、基板１１は、液相、気相又は固層成長のいずれにも限られないが、ここでは、例え
ば、高温高圧法、ＭＯＶＰＥ法、又はハイドライド気相成長（ＨＶＰＥ：Ｈｙｄｒｉｄｅ
　Ｖａｐｏｒ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法等により形成されている。
【００２９】
素子層１２を有するエピウェハ１０のＸ線ロッキングカーブを測定したところ、その半値
幅は約１００秒以下であることを確認している。従来のエピウェハは、前述したように主
面のオフ角が１°よりも小さく、この場合のＸ線ロッキングカーブの半値幅は約２００秒
～３００秒である。従って、第１の実施形態に係るエピウェハ１０は、従来のオフ角が１
°よりも小さいエピウェハと比べて結晶性が大きく向上していることが分かる。
【００３０】
このように、窒化ガリウムからなる基板１１のオフ角を数度程度、例えば１°以上且つ１
０°以下の範囲に設定することにより、該基板１１上にエピタキシャル成長してなる素子
層１２の表面モホロジーは、オフ角方向の＜１－１００＞方向とほぼ平行して延びる縞状
となり、その結果、素子層１２の結晶性が著しく向上することを確認している。
【００３１】
なお、第１の実施形態においては、素子層１２を形成するエピタキシャル成長法としてＭ
ＯＶＰＥ法を用いたが、これに限られず、他のエピタキシャル成長法、例えば分子線エピ
タキシ（ＭＢＥ：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法又はＨＶＰＥ法を
用いても、本発明を実現できることはいうまでもない。
【００３２】
（第２の実施形態）
以下、本発明の第２の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００３３】
図２は本発明の第２の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハの部分的な断面構
成を示している。
【００３４】
図２において、第２の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体からなる素子層１２は、紫色
光を発光可能な半導体レーザ構造を有するエピタキシャル層である。
【００３５】
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図２に示すように、ＧａＮ系化合物半導体エピウェハ１０は、主面が（０００１）面から
晶帯軸の＜１－１００＞方向に約２°だけ傾斜したオフ角を持つ窒化ガリウム（ＧａＮ）
からなる基板１１の主面上に、ｎ型ＧａＮからなるｎ型半導体層２１と、ｎ型窒化アルミ
ニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）からなるｎ型クラッド層２２と、ｎ型ＧａＮからなるｎ型
光ガイド層２３と、窒化インジウム（ＩｎＧａＮ）からなる井戸層及びＧａＮからなるバ
リア層が複数層積層されてなる多重量子井戸（ＭＱＷ）活性層２４と、ｐ型ＡｌＧａＮか
らなるｐ型キャップ層２５と、ｐ型ＧａＮからなるｐ型光ガイド層２６と、ｐ型ＡｌＧａ
Ｎからなるｐ型クラッド層２７と、ｐ型ＧａＮからなるｐ型コンタクト層２８とが順次エ
ピタキシャル成長により積層された構造を有している。
【００３６】
ｎ型クラッド層２２及びｐ型クラッド層２７は、ＭＱＷ活性層２４に注入されるキャリア
と該キャリアによる再結合光とを閉じ込め、ｎ型光ガイド層２３及びｐ型光ガイド層２６
は、キャリア及び再結合光の閉じ込め効率を向上させる。また、ｐ型キャップ層２５は、
ｎ型半導体層２１から注入される電子がＭＱＷ活性層２４に注入されずにｐ型光ガイド層
２６にリークしてしまうことを防止するバリア層として機能する。
【００３７】
半導体レーザ構造に設ける共振器の劈開端面が、窒化ガリウムの結晶面のＭ面となるよう
に、共振器の共振方向（長手方向）を該Ｍ面に対して垂直な方向、すなわち晶帯軸の＜１
－１００＞方向とする。
【００３８】
ここで、基板１１のオフ角方向も＜１－１００＞方向であるため、基板１１上にエピタキ
シャル成長してなる素子層１２の表面モホロジーは、前述したように、オフ角方向（＜１
－１００＞方向）とほぼ平行な方向に延びる縞状パターンとなるので、共振器の長手方向
、いわゆるストライプ方向と、縞状パターンが延びる方向とが一致する。従って、互いに
隣接する縞同士の間（テラス部）の幅は１０μｍ～２０μｍであり、通常、共振器幅は２
μｍ～３μｍ程度であるため、テラス部には共振器を確実に形成することができる。
【００３９】
なお、第２の実施形態においては、基板１１の主面におけるオフ角を約２°としたが、１
°以上且つ１０°以下であれば良い。
【００４０】
また、ＭＱＷ活性層２４は、井戸層をＩｎＧａＮとし且つバリア層ＧａＮとしたが、これ
に代えて、井戸層をＧａＮとし且つバリア層をＡｌＧａＮとしてもよい。
【００４１】
また、ｎ型クラッド層２２及びｐ型クラッド層２７は、ＡｌＧａＮの単層構造とする代わ
りに、ＡｌＧａＮ層とＧａＮ層との積層体からなる超格子クラッド層としても良い。ここ
で、超格子クラッド層を用いる場合には、ｎ型ドーパントであるシリコン（Ｓｉ）又はｐ
型ドーパントであるマグネシウム（Ｍｇ）等の不純物ドーピングは、ＡｌＧａＮ層及びＧ
ａＮ層のうちの少なく一方に対して行なえばよい。
【００４２】
（第３の実施形態）
以下、本発明の第３の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００４３】
図３は本発明の第３の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハの部分的な断面構
成を示している。
【００４４】
図３において、第３の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体からなる素子層１２は、青色
光を発光可能な発光ダイオード構造を有するエピタキシャル層である。
【００４５】
図３に示すように、ＧａＮ系化合物半導体エピウェハ１０は、主面が（０００１）面から
晶帯軸の＜１－１００＞方向に約２°だけ傾斜したオフ角を持つ窒化ガリウム（ＧａＮ）
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からなる基板１１の主面上に、ｎ型ＧａＮからなるｎ型半導体層４１と、ｎ型ＩｎＧａＮ
層及びｎ型ＧａＮ層の積層体からなるｎ型超格子クラッド層４２と、ＩｎＧａＮからなる
井戸層及びＧａＮからなるバリア層が複数層積層されてなる多重量子井戸（ＭＱＷ）活性
層４３と、ｐ型ＡｌＧａＮからなるｐ型キャップ層４４と、ｐ型ＡｌＧａＮ層及びｐ型Ｇ
ａＮ層の積層体からなるｐ型超格子クラッド層４５と、ｐ型ＧａＮからなるｐ型コンタク
ト層４６とが順次エピタキシャル成長により積層された構造を有している。
【００４６】
第３の実施形態においても、素子層１２の表面モホロジーは、オフ角方向（＜１－１００
＞方向）とほぼ平行な方向に延びる縞状パターンとなり、且つＸ線ロッキングカーブの半
値幅が約８０秒と小さくなって、従来と比べて結晶性が格段に向上する。その結果、第３
の実施形態に係るエピウェハを用いて作製されたＧａＮ系青色発光ダイオード素子の発光
効率が大幅に増大することを確認している。
【００４７】
なお、第３の実施形態においても、基板１１の主面におけるオフ角を約２°としたが、１
°以上且つ１０°以下であればよい。
【００４８】
また、ＭＱＷ活性層４３は、井戸層をＩｎＧａＮとし且つバリア層ＧａＮとする代わりに
、井戸層をＧａＮとし且つバリア層をＡｌＧａＮとしても良い。
【００４９】
また、ｎ型クラッド層４２は、ｎ型ＩｎＧａＮ層とｎ型ＧａＮ層との積層体からなる超格
子構造としたが、これに代えて、ｎ型ＡｌＧａＮ層とｎ型ＧａＮ層との超格子構造、又は
ｎ型ＧａＮ若しくはｎ型ＡｌＧａＮからなる単層構造としてもよい。
【００５０】
また、ｐ型クラッド層４５は、ｐ型ＡｌＧａＮ層とｐ型ＧａＮ層との積層体からなる超格
子構造としたが、これに代えて、ｐ型ＧａＮ又はｐ型ＡｌＧａＮからなる単層構造として
もよい。
【００５１】
なお、ここでも、第２の実施形態と同様に、各クラッド層を超格子構造とする場合には、
ｎ型ドーパント又はｐ型ドーパントの不純物ドーピングは、超格子構造における井戸層及
びバリア層のうちの少なく一方に対して行なえばよい。
【００５２】
【実施例】
（第１実施例）
以下、本発明の第１実施例について図面を参照しながら説明する。
【００５３】
図４は本発明の第１実施例であって、第２の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウ
ェハを用いて作製した紫色半導体レーザ素子の斜視図である。
【００５４】
第１実施例は、素子層の結晶成長方法に、成長圧力を減圧状態である３００Ｔｏｒｒ（１
Ｔｏｒｒ＝１３３．３２２Ｐａ）としたＭＯＶＰＥ法を用いる。
【００５５】
III 族源には、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡｌ：（ＣＨ 3 )3  Ａｌ）、トリメチルガリ
ウム（ＴＭＧａ：（ＣＨ 3 )3  Ｇａ）又はトリメチルインジウム（ＴＭＩｎ：（ＣＨ 3 )3  Ｉ
ｎ）からなる原料ガスを用いる。また、Ｖ族源にはアンモニア（ＮＨ 3  ）ガスを用いる。
ｎ型の不純物原料には、例えばモノシラン（ＳｉＨ 4  ）を用い、ｐ型の不純物原料には、
例えばシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ 2  Ｍｇ：（Ｃ 5Ｈ 5 )2Ｍｇ）を用いる。こ
れらの原料ガスのキャリアガスには、水素（Ｈ 2  ）ガス及び窒素（Ｎ 2  ）ガスを用いる。
【００５６】
また、素子層の基板には、主面が（０００１）面から＜１－１００＞方向に約２°だけ傾
斜したオフ角を持つ窒化ガリウム（ＧａＮ）からなる基板１１を用いる。
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【００５７】
まず、図２に示した素子層１２の成長プロセスの一例を説明する。
【００５８】
基板１１をＭＯＶＰＥ装置の反応室に投入した後、該基板１１を素子層１２の成長温度で
ある約１０５０℃にまで加熱する。ここで、基板１１の表面に熱による変成が生じないよ
うに、基板温度が４００℃程度に達した時点で、ＮＨ 3  ガスの供給を開始する。基板温度
が約１０５０℃にまで到達し、さらに数分が経過した後に、ＴＭＧａとＳｉＨ 4  ガスとの
供給を開始して、基板１１に主面上に、厚さが約３μｍのｎ型ＧａＮからなるｎ型半導体
層２１を成長する。続いて、ＴＭＡｌの供給を開始して、ｎ型半導体層２１の上に、厚さ
が約０．７μｍのｎ型ＡｌＧａＮからなるｎ型クラッド層２２を成長する。続いて、ＴＭ
Ａｌの供給を停止して、厚さが約１０ｎｍのｎ型ＧａＮからなるｎ型光ガイド層２３を成
長する。
【００５９】
その後、成長温度を約８００℃にまで降温した後、ｎ型光ガイド層２３の上にＭＱＷ活性
層２４を成長する。具体的には、ＴＭＧａ、ＴＭＩｎ及びＮＨ 3  を供給することにより、
膜厚が約３ｎｍのＩｎＧａＮからなる井戸層を成長し、ＴＭＧａ及びＮＨ 3  を供給するこ
とにより、厚さが約７．５ｎｍのＧａＮからなる障壁層を成長し、これら井戸層及び障壁
層を交互に積層して３対のＭＱＷ活性層２４を得る。
【００６０】
続いて、成長温度を１０００℃にまで昇温した後、ＴＭＡｌ、ＴＭＧａ、ＮＨ 3  及びＣｐ

2  Ｍｇを供給することにより、ＭＱＷ活性層２４の上に、厚さが約２ｎｍのｐ型ＡｌＧａ
Ｎからなるｐ型キャップ層２５を成長する。その後、ＴＭＡｌの供給を停止して、ｐ型キ
ャップ層２５の上に、厚さが約１０ｎｍのｐ型ＧａＮからなるｐ型光ガイド層２６を成長
する。その後、ＴＭＡｌの供給を再度開始して、ｐ型光ガイド層２６の上に、厚さが約０
．５μｍのｐ型ＡｌＧａＮからなるｐ型クラッド層２７を成長する。続いて、ＴＭＡｌの
供給を停止して、ｐ型クラッド層２７の上に、厚さが約０．２μｍのｐ型ＧａＮからなる
ｐ型コンタクト層２８を成長する。
【００６１】
続いて、ｐ型コンタクト層２８を成長した後、原料ガスであるＴＭＧａ、ＣＰ 2  Ｍｇ及び
ＮＨ 3  の供給を停止して、Ｎ 2  及びＨ 2  からなるキャリアガスをそのまま供給しながら室
温にまで冷却し、その後、エピウェハ１０を反応室から取り出す。
【００６２】
このようにして形成された、第１実施例に係るエピウェハ１０の表面モホロジーは、図１
に示したように、基板１１の主面のオフ角の方向、すなわち晶帯軸の＜１－１００＞方向
にほぼ平行な方向に延びる縞状パターンを示す。
【００６３】
また、エピウェハ１０から得られたＸ線ロッキングカーブの半値幅は約８０秒である。
【００６４】
次に、図４に示す紫色半導体レーザ素子の製造方法の一例について図面を参照しながら説
明する。
【００６５】
まず、スパッタ法又はＣＶＤ法により、ｐ型コンタクト層２８上の全面に、酸化シリコン
（ＳｉＯ 2  ）からなるマスク形成膜（図示せず）を堆積した後、リソグラフィ法により、
マスク形成膜をリッジストライプ形状にパターニングして、マスク形成膜からドライエッ
チング用のマスク膜を形成する。続いて、反応性イオンエッチング法により、形成したマ
スク膜を用いてｐ型コンタクト層２８及びｐ型クラッド層２７をｐ型光ガイド層２６が露
出する程度にエッチングして、ｐ型コンタクト層２８及びｐ型クラッド層２７にマスク膜
のリッジストライプ形状を転写する。
【００６６】
次に、マスク膜を除去した後、エッチングされたｐ型コンタクト層２８及びｐ型クラッド
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層２７の上面及び側面と、露出したｐ型光ガイド層２６の上に、酸化シリコンからなる保
護絶縁膜２９を堆積し、その後、リソグラフィ法及びドライエッチング法により、保護絶
縁膜２９にｐ型コンタクト層２８を露出する開口部を選択的に形成する。
【００６７】
次に、リソグラフィ法により、ｐ型コンタクト層２８の露出領域に開口部を持つレジスト
パターンを形成する。続いて、蒸着法等により、ニッケル（Ｎｉ）及び金（Ａｕ）を順次
蒸着した後、リフトオフ法により、Ｎｉ及びＡｕの積層体からなり、ｐ型コンタクト層２
８とオーミック接触するｐ側電極３０を形成する。
【００６８】
次に、基板１１における素子層１２の反対側の面（裏面）に対して、その厚さが１００μ
ｍ程度となるまで研磨を行なう。その後、蒸着法等により、裏面にチタン（Ｔｉ）及びア
ルミニウム（Ａｌ）を順次蒸着して、Ｔｉ及びＡｌの積層体からなり、基板１１とオーミ
ック接触するｎ側電極３１を形成する。
【００６９】
次に、エピウェハ１０をＭ面で劈開することにより、複数の共振器を含み、且つ各共振器
端面を露出したバー状の半導体積層体を形成する。その後、劈開面のうちの反射端面（後
面）には反射率が約８０％の誘電体膜からなる高反射膜をコーティングし、その対向面で
ある出射端面（前面）には、反射率が約２０％の誘電体膜からなる低反射膜をコーティン
グする。その後、バー状の半導体積層体を少なくとも１つの共振器を含むようにチップ状
に分割する。
【００７０】
このようにして作製されたＧａＮ系紫色半導体レーザ素子は、発振波長が４０５ｎｍであ
り、レーザ光の出力特性及び電流特性を評価したところ、しきい値電流が約４５ｍＡで、
しきい値電圧が約４．５Ｖという良好な特性を得られている。これにより、光出力が３０
ｍＷ時における動作電流及び動作電圧も低減できるため、注入電力が小さくなるので、信
頼性が向上して長寿命化を達成することができる。
【００７１】
なお、ＭＱＷ活性層２４は、ＩｎＧａＮからなる井戸層と、ＧａＮからなる障壁層とによ
り構成したが、これに代えて、ＧａＮ又はＡｌＧａＮからなる井戸層と、ｎ型ＡｌＧａＮ
からなる障壁層とにより構成すると、紫外領域の発振波長を持つレーザ光を得ることがで
きる。
【００７２】
また、第１実施例においては、ＭＱＷ活性層２４の井戸層及び活性層のいずれにもｎ型不
純物をドープしてはいないが、成長時のｎ型光ガイド層２３からの拡散によりｎ型の導電
性を示すことがある。但し、ＭＱＷ活性層２４の成長時に、井戸層及び活性層の少なくと
も一方に不純物を積極的にドープしてもよい。
【００７３】
（第２実施例）
以下、本発明の第２実施例について図面を参照しながら説明する。
【００７４】
第２実施例は、第２の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハを用いて作製した
青色発光ダイオード素子の製造方法の一例を示す。
【００７５】
ここでも、素子層の結晶成長方法に、成長圧力を減圧状態である３００ＴｏｒｒとしたＭ
ＯＶＰＥ法を用いる。
【００７６】
III 族源には、第１実施例と同様に、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡｌ）、トリメチル
ガリウム（ＴＭＧａ）又はトリメチルインジウム（ＴＭＩｎ）からなる原料ガスを用いる
。また、Ｖ族源にはアンモニア（ＮＨ 3  ）ガスを用いる。ｎ型の不純物原料には、例えば
モノシラン（ＳｉＨ 4  ）を用い、ｐ型の不純物原料には、例えばシクロペンタジエニルマ
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グネシウム（Ｃｐ 2  Ｍｇ）を用いる。また、これらの原料ガスのキャリアガスには、水素
ガス及び窒素ガスを用いる。
【００７７】
素子層を成長する基板には、主面が（０００１）面から＜１－１００＞方向に約５°だけ
傾斜したオフ角を持つ窒化ガリウム（ＧａＮ）からなる基板１１を用いる。
【００７８】
まず、基板１１をＭＯＶＰＥ装置の反応室に投入した後、該基板１１を素子層１２の成長
温度である約１０５０℃にまで加熱する。ここで、基板１１の表面に熱による変成が生じ
ないように、基板温度が４００℃程度に達した時点で、ＮＨ 3  ガスの供給を開始する。基
板温度が約１０５０℃にまで到達し、さらに数分が経過した後に、ＴＭＧａとＳｉＨ 4  ガ
スとの供給を開始して、基板１１に主面上に、厚さが約３μｍのｎ型ＧａＮからなるｎ型
半導体層４１を成長する。
【００７９】
続いて、ｎ型半導体層４１の上に、ｎ型ＧａＮ／アンドープＩｎＧａＮからなるｎ型超格
子クラッド層４２を成長する。具体的には、ＴＭＧａ、ＮＨ 3  及びＳｉＨ 4  を供給するこ
とにより、膜厚が約２．５ｎｍのｎ型ＧａＮからなる障壁層を成長し、ＴＭＧａ、ＴＭＩ
ｎ及びＮＨ 3  を供給することにより、厚さが約２．５ｎｍでアンドープのＩｎＧａＮから
なる井戸層を成長し、さらにこれら障壁層と井戸層とを交互に積層する。
【００８０】
その後、成長温度を約８００℃にまで降温した後、ｎ型超格子クラッド層４２の上に、Ｍ
ＱＷ活性層４３を成長する。具体的には、ＴＭＧａ、ＴＭＩｎ及びＮＨ 3  を供給すること
により、膜厚が約３ｎｍのＩｎＧａＮからなる井戸層を成長し、ＴＭＧａ、ＮＨ 3  及びＳ
ｉＨ 4  を供給することにより、厚さが約７．５ｎｍのｎ型ＧａＮからなる障壁層を成長し
、これら井戸層及び障壁層を交互に積層して５対のＭＱＷ活性層４３を得る。
【００８１】
続いて、成長温度を１０００℃にまで昇温した後、ＴＭＡｌ、ＴＭＧａ、ＮＨ 3  及びＣｐ

2  Ｍｇを供給することにより、ＭＱＷ活性層４３の上に、厚さが約２ｎｍのｐ型ＡｌＧａ
Ｎからなるｐ型キャップ層４４を成長する。
【００８２】
続いて、ｐ型キャップ層４４の上に、ｐ型ＡｌＧａＮ／アンドープＧａＮからなるｐ型超
格子クラッド層４５を成長する。具体的には、ＴＭＧａ、ＴＭＡｌ、ＮＨ 3  及びＣｐ 2  Ｍ
ｇを供給することにより、膜厚が約２．５ｎｍのｐ型ＡｌＧａＮからなる障壁層を成長し
、ＴＭＧａ及びＮＨ 3  を供給することにより、厚さが約２．５ｎｍのＧａＮからなる井戸
層を成長し、さらにこれら障壁層と井戸層とを交互に積層する。
【００８３】
次に、ＴＭＧａ、ＮＨ 3  及びＣｐ 2  Ｍｇを供給することにより、ｐ型超格子クラッド層４
５の上に、厚さが約０．２μｍのｐ型ＧａＮからなるｐ型コンタクト層４６を成長する。
【００８４】
次に、図示はしていないが、ｐ型コンタクト層の上にｐ側電極を形成し、基板１１におけ
る素子層１２の反対側の面上にｎ側電極を形成し、その後、基板１１を所望の大きさのチ
ップに分割する。
【００８５】
このようにして形成された、第２実施例に係るエピウェハ１０の表面モホロジーは、図１
に示したように、基板１１の主面のオフ角の方向、すなわち＜１－１００＞方向にほぼ平
行な方向に延びる縞状パターンを示す。
【００８６】
また、エピウェハ１０から得られたＸ線ロッキングカーブの半値幅は約８０秒であり、良
好な結晶性を示すことが分かる。
【００８７】
なお、ｎ型超格子クラッド層４２は、障壁層であるＧａＮ層にのみ不純物をドープし、ｐ
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型超格子クラッド層４５も、障壁層であるＡｌＧａＮ層にのみ不純物をドープしたが、障
壁層及び井戸層のうち少なくとも一方にドープすればよい。
【００８８】
また、ＭＱＷ活性層４３は、障壁層であるＧａＮ層にのみ不純物をドープしたが、障壁層
及び井戸層のうち少なくとも一方にドープすればよく、また、障壁層及び井戸層の両方を
アンドープとしてもよい。
【００８９】
なお、前述したように、超格子層４２、４５及びＭＱＷ活性層４３は、結晶成長時には不
純物を実質的にドープしていない。しかしながら、これらのアンドープ層と隣接し且つ不
純物がドープされた半導体層から、結晶成長時又は成長後に不純物が拡散することにより
、該不純物がアンドープ層に含まれることがある。従って、本願明細書においては、アン
ドープ層とは、結晶成長時に不純物を実質的にドープしていない半導体層に限らず、隣接
する半導体層に含まれる不純物を拡散の結果として有している半導体層をもいう。
【００９０】
【発明の効果】
本発明のＧａＮ系化合物半導体エピウェハ及び該エピウェハを用いて作製された半導体素
子によると、基板のオフ角を１°以上に大きくしても、縞同士の幅が狭くなることがない
ため、素子層の表面モホロジーは良好となり、結晶性に優れた素子層を得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハを示す部分的な
拡大斜視図である
【図２】本発明の第２の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハにおける部分的
な構成断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハにおける部分的
な構成断面図である。
【図４】本発明の第１実施例に係るＧａＮ系化合物半導体エピウェハを用いて作製した紫
色半導体レーザ素子を示す斜視図である。
【図５】従来のＧａＮ系化合物半導体エピウェハを示す部分的な拡大斜視図である。
【符号の説明】
１０　　　エピウェハ
１１　　　基板
１２　　　素子層
２１　　　ｎ型半導体層
２２　　　ｎ型クラッド層
２３　　　ｎ型光ガイド層
２４　　　多重量子井戸（ＭＱＷ）活性層
２５　　　ｐ型キャップ層
２６　　　ｐ型光ガイド層
２７　　　ｐ型クラッド層
２８　　　ｐ型コンタクト層
２９　　　保護絶縁膜
３０　　　ｐ側電極
３１　　　ｎ側電極
４１　　　ｎ型半導体層
４２　　　ｎ型超格子クラッド層
４３　　　多重量子井戸（ＭＱＷ）活性層
４４　　　ｐ型キャップ層
４５　　　ｐ型超格子クラッド層
４６　　　ｐ型コンタクト層
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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