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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表面側の一部が窒化物半導体である窒化物半導体基板と、該窒化物半導体基
板の表面に形成される窒化物半導体成長層と、を備える窒化物半導体発光素子において、
　前記窒化物半導体基板の表面に、断面形状が逆テーパ形状の凹部となる掘り込み領域が
形成され、
　前記凹部の断面形状において、前記凹部の側面部と前記凹部の底面部延長線との間の角
度が１４０度以下であり、
　前記窒化物半導体成長層に形成される発光部分となるレーザストライプが、前記レーザ
ストライプの中央部と前記掘り込み領域の端との距離が２０μｍ以上となる位置に形成さ
れていることを特徴とする窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
　前記窒化物半導体基板の主面方位がＣ面｛０００１｝、Ａ面｛１１－２０｝、Ｒ面｛１
－１０２｝、Ｍ面｛１－１００｝、又は｛１－１０１｝面であることを特徴とする請求項
１に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項３】
　前記窒化物半導体基板の主面が結晶面から２度以内のオフ角度を有することを特徴とす
る請求項２に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　少なくとも表面側の一部が窒化物半導体である窒化物半導体基板と、該窒化物半導体基
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板の表面に形成される窒化物半導体成長層と、を備える窒化物半導体発光素子の製造方法
において、
　前記窒化物半導体基板をエッチングして掘り込み領域を形成するする第１ステップと、
　該第１ステップで得られた前記窒化物半導体基板に前記窒化物半導体成長層を積層する
第２ステップと、
　発光部分となるレーザストライプを前記窒化物半導体成長層に形成する第３ステップと
、
　を備え、前記掘り込み領域は、断面形状が逆テーパ形状の凹部であり、
　前記凹部の断面形状において、前記凹部の側面部と前記凹部の底面部延長線との間の角
度が１４０度以下であり、
　前記レーザストライプは、前記レーザストライプの中央部と前記掘り込み領域の端との
距離が２０μｍ以上となる位置に形成されることを特徴とする窒化物半導体発光素子の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体レーザ素子及び、その製造方法に関し、特に窒化物半導体を基
板として用いる窒化物半導体レーザ素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＧａＩｎＮ、ＡｌＧａＩｎＮなどの窒化物半導体は、ＡｌＧａＩ
ｎＡｓ系半導体やＡｌＧａＩｎＰ系半導体に比べてバンドギャップＥｇが大きく、かつ直
接遷移の半導体材料であるという特徴を有している。このため、これらの窒化物半導体は
、紫外線から緑色に当たる短波長の光の発光が可能な半導体レーザや、紫外線から赤色ま
で広い発光波長範囲をカバーできる発光ダイオードなどの半導体発光素子を構成する材料
として注目されており、高密度光ディスクやフルカラーディスプレー、さらには環境・医
療分野など、広く応用が考えられている。
【０００３】
　この他、この窒化物半導体は、高温動作可能な高出力の高周波電子素子を構成する材料
として期待されている。また、熱伝導性がＧａＡｓ系半導体などよりも高く、高温・高出
力動作の素子の応用に期待される。さらに、ＡｌＧａＡｓ系半導体における砒素（Ａｓ）
、ＺｎＣｄＳＳｅ系半導体におけるカドミウム（Ｃｄ）などに相当する材料及びその原料
（アルシン（ＡｓＨ3））などを使用しないため、環境への負荷が小さい化合物半導体材
料として期待される。しかしながら、従来、窒化物半導体レーザ素子の製造において、１
ウエーハ上に作製された窒化物半導体レーザ素子の数に対して、得られる良品の素子数の
割合を示す歩留まりの値が、非常に低いという問題がある。歩留まりを落としている原因
の一つとして、クラックの発生が挙げられる。クラックの発生は、基板が原因で発生する
場合と、基板上に積層させる窒化物半導体成長層が原因で発生する場合と、がある。
【０００４】
　本来、ＧａＮなどの窒化物半導体成長層はＧａＮ基板上に成長させ、形成するのが望ま
しい。しかし、現在、ＧａＮに格子整合する高品質のＧａＮ単結晶基板がまだ開発されて
いない。このため、格子定数差が比較的に少ないＳｉＣ基板を使用する場合、ＳｉＣ基板
は高価で大口径化が困難であるとともに、引っ張り歪が発生するため、結果的に、クラッ
クが発生しやすい。さらに、窒化物半導体の基板材料に求められる条件として、約１００
０℃の高い成長温度に耐えうること、そして原料のアンモニアガス雰囲気で変色・腐食さ
れないことが求められる。
【０００５】
　以上の理由により、窒化物半導体成長層を積層する基板としては、通常、サファイア基
板が使用されている。しかし、サファイア基板は、ＧａＮとの格子不整合が大きい（約１
３％）。このため、サファイア基板上に低温成長によりＧａＮやＡｌＮからなるバッファ
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層を形成し、当該バッファ層上に窒化物半導体成長膜を成長させている。しかし、歪を完
全には除去することは困難であり、組成や膜厚の条件によっては、クラックが発生してい
た。
【０００６】
　そこで、ＧａＮ基板を用いた窒化物半導体素子の製造方法として、加工されたＧａＮ基
板を用い、ＧａＮ基板上の結晶性が悪い領域の影響を受けないように、窒化物半導体レー
ザ素子を形成する方法が提案されている(特許文献１参照)。
【０００７】
　しかし、クラックの発生は、基板だけが原因というわけではない。即ち、窒化物半導体
レーザ素子を作製するとき、基板上に窒化物半導体成長層が積層され、窒化物半導体成長
膜は、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮなど異なる種類の膜から構成される。これら窒化
物半導体成長膜を構成する各膜は、格子定数が異なり、格子不整合が生じる。このことに
より、クラックが発生していた。そこで、加工された基板を用い、窒化物半導体成長層を
成長後、窒化物半導体成長層の表面を平坦化せず、くぼみを形成することで、クラックを
低減する方法が提案されている(特許文献２参照)。この方法を使用することで、基板が原
因で発生するクラックと、基板上に形成される窒化物半導体成長層を構成する各膜の格子
不整合が原因で発生するクラックとを、抑制することができる。このような加工された基
板を用いた窒化物半導体レーザ素子を作製する際、その窒化物半導体成長層が図７のよう
に構成される。
【０００８】
　即ち、エッチングが行われたｎ型ＧａＮ基板６０表面に形成された窒化物半導体成長層
１１は、例えば、ｎ型ＧａＮ基板６０の表面に、層厚２．０μｍのｎ型ＧａＮ層７０と、
層厚１．５μｍのｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ第１クラッド層７１と、層厚０．２μｍのｎ
型Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ第２クラッド層７２と、層厚０．１μｍのｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ
第３クラッド層７３と、層厚０．１μｍのｎ型ＧａＮガイド層７４と、層厚４ｎｍのＩｎ
ＧａＮ層及び層厚８ｎｍのＧａＮそれぞれ３層から成る多重量子井戸活性層７５と、層厚
２０ｎｍのｐ型Ａｌ0.3Ｇａ0.7Ｎ蒸発防止層７６と、層厚０．０８μｍのｐ型ＧａＮガイ
ド層７７と、層厚０．５μｍのｐ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎクラッド層７８と、層厚０．１
μｍのｐ型ＧａＮコンタクト層７９と、が順に積層され構成されている。
【０００９】
　このようにして、加工されたｎ型ＧａＮ基板６０表面上に、窒化物半導体成長層１１を
ＭＯＣＶＤ(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)法を用いて積層することで図６
のように、窒化物半導体成長層１１表面に窪みのある窒化物半導体ウエーハが形成される
。
【００１０】
　尚、結晶の面や方位を示す指数が負の場合、絶対値の上に横線を付して表記するのが結
晶学の決まりであるが、以下において、そのような表記ができないため、絶対値の前に負
号「－」を付して負の指数を表す。
【００１１】
　また、本明細書において、いくつかの用語の意味を予め明らかにしておく。まず、「溝
」は、図６に示されているように、加工基板表面をストライプ状に加工された凹部を意味
し、「丘」は、同様にストライプ状に加工された凸部である。
【００１２】
　「加工基板」は、窒化物半導体基板、又は窒化物半導体基板表面に積層された窒化物半
導体成長層表面上に、溝と丘が形成された基板であるとする。
【００１３】
　図６に示すｎ型ＧａＮ基板６０は、［１－１００］方向に向かって、ＲＩＥ（Reactive
 Ion Etching）などのドライエッチング技術を用いて、ストライプ状に溝が掘り込まれて
いる。当該溝の幅が５μｍとされ、深さは３μｍとされるとともに、隣接する溝との周期
が４００μｍとされる。このようなエッチングが行われたｎ型ＧａＮ基板６０上に、図７
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のような積層構造の窒化物半導体成長層１１をＭＯＣＶＤ法などの成長方法で作製する。
【特許文献１】特開２００３－１２４５７３号公報
【特許文献２】特開２００２－２４６６９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、上述の特許文献２による技術で、加工されたＧａＮ基板を用い、基板上に窒化
物半導体成長層をＭＯＣＶＤ法などを用いエピタキシャル成長させ、窒化物半導体レーザ
素子を作製したところ、クラックの低減には効果があったが、歩留まりは大きく向上しな
かった。これは、窒化物半導体成長層上にくぼみを残したために、膜の平坦性が悪化した
ためである。平坦性が悪化すれば、窒化物半導体成長層内で各層厚がばらつき、窒化物半
導体レーザ素子ごとの特性が異なり、規格の範囲内の特性を満たす素子は減少する。よっ
て、歩留まりを向上させるには、クラック発生の低減だけではなく、膜の平坦性も向上さ
せる必要がある。
【００１５】
　又、図６及び図７のように形成した窒化物半導体ウエーハ面内の表面平坦性を測定した
ところ、［１－１００］方向に測定した表面平坦性の測定結果が図８のようになる。尚、
測定長６００μｍ、測定時間３ｓ、触針圧３０ｍｇ、水平分解能１μｍ/sample、の測定
条件によって測定を行った。このとき、測定した６００μｍ幅の領域で、表面の最も高い
部分と最も低い部分との段差は、図８のグラフより、２００ｎｍとなった。
【００１６】
　このように平坦性に差があるのは、図６（ｂ）に示すように、ｎ型ＧａＮ基板６０上表
面に積層された窒化物半導体成長層１１の各層の膜厚が、ウエーハの位置によって異なる
ためである。よって、窒化物半導体レーザ素子の特性が、素子が作製されたウエーハの面
内位置によって、大きく異なるものとなり、窒化物半導体レーザ素子の特性に大きな影響
を与えるＭｇをドープしたｐ層厚（図７に示す前記ｐ型ＧａＮガイド層７７～前記ｐ型Ｇ
ａＮコンタクト層７９までの層厚の和）が、基板の面内位置によって大きく異なるものと
なる。
【００１７】
　また、電流狭窄構造であるリッジ構造を作りこむ際に、２μｍ幅のストライプ状にリッ
ジ部を残し、他の部分はＩＣＰ(Inductive Coupled Plasma)装置などを用いたドライエッ
チング技術を用いてエッチングされる。よって、エッチング前のｐ層厚がウエーハの面内
位置によって異なれば、窒化物半導体レーザ素子の特性に最も影響を与えるエッチング後
の前記ｐ層の残り膜厚も、ウエーハの面内位置によって大きく異なることとなる。これら
のことが原因で、窒化物半導体レーザ素子同士の間で層厚が異なるばかりか、一つの窒化
物半導体レーザ素子内においても、ｐ層の残り膜厚がほとんど無い部分と、大幅に残って
しまう部分とが混在することになる。このように、ｐ層の残り膜厚がばらつくと、窒化物
半導体レーザ素子の寿命などの特性にも影響を与える。
【００１８】
　次に、光干渉顕微鏡を使用して、リッジ構造を形成するエッチング前のｐ層厚を測定し
た。このとき設計値を０．７００μｍとしてウエーハ面内で２０箇所測定し、その平均偏
差σを求めた。この平均偏差σは測定した２０箇所の膜厚のばらつきを示す指標であり、
平均偏差σが大きいと、ＦＦＰ(Far Field Pattern)、閾値電流、スロープ効率等の窒化
物半導体レーザ素子の諸特性のばらつきが大きくなる。図６で示した、従来のｎ型ＧａＮ
基板６０上に窒化物半導体成長層１１を成長させたウエーハのｐ層厚の平均偏差σは０．
０７であった。窒化物半導体レーザ素子の特性のばらつきを抑えるためには０．０１以下
に抑える必要があるが、その条件を満たしていない。尚、平均偏差とは、測定された２０
箇所の層厚の各々の値と２０箇所の層厚の平均値との差の絶対値の総和を、２０で割った
結果である。
【００１９】
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　又、ウエーハ面内でこの様な大きな層厚分布が存在するのは、加工基板の丘の部分にエ
ピタキシャル成長する膜の成長速度が、溝の影響で変化し、そのウエーハ面内で均一性が
悪化したためであると考えられる。
【００２０】
即ち、図９のように、掘り込み領域が形成されたｎ型ＧａＮ基板６０に対して、エピタキ
シャル成長を開始させると、図９（a）に示すように、掘り込まれていない領域９３と掘
り込み領域の側面部９４と掘り込み領域の底面部９５に、半導体薄膜がそれぞれ、上面成
長部９０、側面成長部９１、底面成長部９２として成長する。この半導体薄膜の成長の際
、図９（ａ）に示した斜線領域の側面成長部９１が、上面成長部９０の平坦性に大きな影
響を与えている。尚、図９（ａ）で示すように、側面成長部９１の膜厚を「Ｘ」とする。
【００２１】
　そして、図９（ｂ）に示すように、側面成長部９１での半導体薄膜の成長が進むと、上
面成長部９０で成長する半導体薄膜の成長速度が影響を受け、変化することが判明してい
る。側面成長部９１の膜厚Ｘが大きいほど、上面成長部９０上の半導体薄膜の成長速度が
小さくなり、上面成長部９０上の膜厚が薄くなる。一方、側面成長部９１の膜厚Ｘが小さ
ければ、上面成長部９０上の半導体薄膜の成長速度が大きくなり、上面成長部９０上の膜
厚が厚くなる。つまり、上面成長部９０表面の半導体薄膜の膜厚は、側面成長部９１の膜
厚Ｘによって、大きく変化する。
【００２２】
　側面成長部９１の半導体薄膜の膜厚Ｘは、ＯＦＦ角度の面内分布や基板曲率の面内分布
などの基板自体の不均一性、またはエピタキシャル成長速度の基板面内の不均一性、掘り
込みプロセスの基板面内の不均一性などの理由により、［１－１００］方向の位置によっ
て異なる値をとることとなる。結果、上述したように、上面成長部９０表面に積層される
半導体薄膜のウエーハ面内の平坦性が、悪化することとなる。
【００２３】
　また、側面成長部９１の膜厚Ｘの値が大きいと、基板面内で前記側面成長部９１の膜厚
Ｘのばらつきも大きくなり、ウエーハ面内の平坦性が悪化する。よって、良好な平坦性を
得るには、側面成長部９１の膜厚Ｘの値を抑える必要がある。
【００２４】
　この側面成長部９１の半導体薄膜は、側面に直接エピタキシャル成長するだけではなく
、底面成長部９２で成長した半導体薄膜が側面成長部９１に這い上がる這い上がり成長に
より、その成長が促進される。図１０は、掘り込みの底面成長部９２から側面成長部９１
へ這い上がり成長が起こる概念図である。この這い上がり成長により、側面成長部９１(
図９参照)の膜厚Ｘがさらに厚くなり、ウエーハ面内の平坦性に影響を与える。
【００２５】
　このような問題を鑑みて、本発明は、窒化物半導体基板上に窒化物半導体成長層を積層
し窒化物半導体レーザ素子を作製するに際し、クラックの発生を防止し、併せて、掘り込
み領域の底面成長部からの這い上がり成長を抑制し、側面成長部の膜厚を抑えることで、
表面平坦性の良好な窒化物半導体成長層が形成された窒化物半導体レーザ素子及びその製
造方法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】
【００２６】
　上記目的を達成するために本発明は、少なくとも表面側の一部が窒化物半導体である窒
化物半導体基板と、該窒化物半導体基板の表面に形成される窒化物半導体成長層と、を備
える窒化物半導体発光素子において、　前記窒化物半導体基板の表面に、断面形状が逆テ
ーパ形状の凹部となる掘り込み領域が形成され、前記凹部の断面形状において、前記凹部
の側面部と前記凹部の底面部延長線との間の角度が１４０度以下であり、前記窒化物半導
体成長層に形成される発光部分となるレーザストライプが、前記レーザストライプの中央
部と前記掘り込み領域の端との距離が２０μｍ以上となる位置に形成されていることを特
徴とする。
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　このことにより、クラックの発生を防止し、併せて、前記掘り込み領域の底面成長部か
らの這い上がり成長を抑制し、側面成長部の膜厚を抑える。
【００２８】
　また、このような窒化物半導体発光素子において、前記窒化物半導体基板の主面方位が
Ｃ面｛０００１｝、Ａ面｛１１－２０｝、Ｒ面｛１－１０２｝、Ｍ面｛１－１００｝、又
は｛１－１０１｝面であっても構わない。
【００２９】
　また、このような窒化物半導体発光素子において、前記窒化物半導体基板の主面が結晶
面から２度以内のオフ角度を有するとしても構わない。
【００４０】
　また本発明は、少なくとも表面側の一部が窒化物半導体である窒化物半導体基板と、該
窒化物半導体基板の表面に形成される窒化物半導体成長層と、を備える窒化物半導体発光
素子の製造方法において、前記窒化物半導体基板をエッチングして掘り込み領域を形成す
るする第１ステップと、該第１ステップで得られた前記窒化物半導体基板に前記窒化物半
導体成長層を積層する第２ステップと、発光部分となるレーザストライプを前記窒化物半
導体成長層に形成する第３ステップと、を備え、前記掘り込み領域は、断面形状が逆テー
パ形状の凹部であり、前記凹部の断面形状において、前記凹部の側面部と前記凹部の底面
部延長線との間の角度が１４０度以下であり、前記レーザストライプは、前記レーザスト
ライプの中央部と前記掘り込み領域の端との距離が２０μｍ以上となる位置に形成される
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明によれば、窒化物半導体基板上に窒化物半導体成長層を積層し窒化物半導体レー
ザ素子を作製するに際し、窒化物半導体基板に、断面形状が逆テーパ形状の凹部となる掘
り込み領域を形成する。このことにより、クラックの発生を防止し、併せて、掘り込み領
域の底面成長部からの這い上がり成長を抑制し、側面成長部の膜厚を抑えることで、表面
平坦性の良好な窒化物半導体成長層が形成された窒化物半導体レーザ素子を高い歩留まり
で得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１（ａ）は、本実施形態にお
ける窒化物半導体レーザ素子の概略断面図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）の上面図であ
る。図３（ｂ）は、本発明の実施形態の、窒化物半導体層を成長させる前のＧａＮ基板の
概略断面図であり、図３（ａ）は図３（ｂ）の上面図である。面方位も併せて表示する。
図３に示したＧａＮ基板上に、窒化物半導体成長層を積層させるなどして、図１の窒化物
半導体レーザ素子を得る。
【００５０】
　以下において、「窒化物半導体基板」は、ＡｌxＧａyＩｎzＮ（０≦ｘ≦１；０≦ｙ≦
１；０≦ｚ≦１；ｘ＋ｙ＋ｚ＝１）から構成されるものとする。尚、基板の六方晶系が維
持されていれば、窒化物半導体基板の窒素元素のうちで、その約１０％以下がＡｓ、Ｐ、
またはＳｂの元素で置換されても構わない。又、窒化物半導体基板中に、Ｓｉ、Ｏ、Ｃｌ
、Ｓ、Ｃ、Ｇｅ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、またはＢｅがドーピングされているものでも構わな
い。ｎ型窒化物半導体基板の場合、ドーピング材料として、Ｓｉ、Ｏ、及びＣｌが特に好
ましい。
【００５１】
　窒化物半導体基板の主面方位として、Ｃ面｛０００１｝、Ａ面｛１１－２０｝、Ｒ面｛
１－１０２｝、Ｍ面｛１－１００｝、又は｛１－１０１｝面のいずれを用いても構わない
。これらの結晶面方位から２度以内のオフ角度を有する基板主面であれば、その表面モホ
ロジーは良好である。
【００５２】
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　本実施形態の窒化物半導体レーザ素子では、凹部となる掘り込み領域１６を備えた窒化
物半導体基板となるｎ型ＧａＮ基板１０に窒化物半導体成長層１１を成長させることで作
製される。このｎ型ＧａＮ基板１０の掘り込み領域１６の断面形状は、図１のように掘り
込み領域１６の開口部の幅Ｍが掘り込み領域１６の底面部の幅Ｎより小さい形状(逆テー
パ形状)にする。このようにすることで、掘り込み領域１６の底部より成長して形成され
る底面成長部１９からの這い上がり成長を抑えるとともに、掘り込み領域１６の側面より
成長して形成される側面成長部１８の膜厚Ｘを抑制する。よって、掘り込み領域１６以外
の、ｎ型ＧａＮ基板１０の表面となる掘り込まれていない領域より成長して形成される上
面成長部１７上の膜厚の均一性を向上させる。
【００５３】
　尚、側面成長部１８の膜厚Ｘに関する定義を図２を用いて説明する。図２に示すように
、掘り込まれていない領域の端Ａ点の基板の表面との平行線とエピタキシャル成長膜との
交点（図２の点Ｂ）までの距離を側面成長部１８の膜厚Ｘと定義する。又、掘り込み領域
１６の両端で膜厚Ｘが異なる場合は、厚い方が膜厚Ｘとする。
【００５４】
　尚、本実施形態では、低欠陥領域を有する窒化物半導体が表面に現れた基板を用いてい
るが、その窒化物半導体上に窒化物半導体成長層を積層すれば、基板表面以外は、サファ
イア、ＳｉＣ、ＧａＡｓ、Ｓｉ、ＺｎＯであっても構わない。
【００５５】
　このような窒化物半導体レーザ素子において、まず、ｎ型ＧａＮ基板１０の作製方法に
ついて、図面を参照して説明する。ｎ型ＧａＮ基板１０の全面に膜厚１μｍのＳｉＯ2な
どをスパッタ蒸着し、引き続き、一般的なフォトリソグラフィ工程において、ストライプ
形状のフォトレジストを、幅８０μｍ、隣接するストライプとの周期を４００μｍで、[
１－１００]方向に形成する。次に、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）技術を用い、Ｓｉ
Ｏ2及びＧａＮ基板をエッチングすることで、掘り込み深さＺを６μｍとする掘り込み領
域１６を形成する。その後、エッチャントとしてＨＦ（フッ酸）などを用いてＳｉＯ2を
除去し、図３に示すような、その表面に窒化物半導体成長層を積層させる前のｎ型ＧａＮ
基板１０を得る。
【００５６】
　このようにｎ型ＧａＮ基板１０を作製する際のエッチング方法として、ドライエッチン
グ技術、もしくはウエットエッチング技術を用いても構わない。ドライエッチング技術を
用いたとき、ＳｉＯ2をエッチングした後、ウエットエッチングを行うと、エッチング角
度θの値が９０度以上となる逆テーパ形状をした掘り込み領域１６が形成される。尚、こ
のエッチング角度θは、図３に示すように、掘り込み領域１６の側面と掘り込み領域１６
の底部の延長線との間の角度を表したものである。
【００５７】
　このウエットエッチングに用いる溶液として、ＫＯＨ（水酸化カリウム）もしくは、Ｎ
ａＯＨ（水酸化ナトリウム）とＫＯＨとの混合溶液等を用いる。これらの溶液を８０℃～
２５０℃に加熱することで、等方的なエッチングが可能となり、逆テーパ形状の堀込み領
域１６が形成される。尚、本実施形態に用いるｎ型ＧａＮ基板１０は、低欠陥領域部分を
含み、その低欠陥領域部分の欠陥密度は、ほぼ１０6ｃｍ-2以下とする。また、掘り込み
領域１６の形成は、低欠陥領域を含むｎ型ＧａＮ基板１０上に、一旦、ＧａＮ、ＩｎＧａ
Ｎ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮ等の薄膜を成長した後に行われても構わない。さらに、
本実施形態において、例えば、エッチング角度θを、１００度とする。
【００５８】
　上述の処理をして得られた基板上に、ＭＯＣＶＤ法などを用い、図７で示したような窒
化物半導体成長層をエピタキシャル成長させることで、図１に示された窒化物半導体レー
ザ素子を作製する。
【００５９】
　図１の窒化物半導体レーザ素子は、上述のようにして作製された掘り込み領域１６を備
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えるｎ型ＧａＮ基板１０上に、図７で示した積層構造を備える窒化物半導体成長層１１が
形成されている。また、窒化物半導体層１１の表面にはレーザ光導波路であるレーザスト
ライプ１２と、レーザストライプ１２を挟むように設置されて、電流狭窄を目的としたＳ
ｉＯ2１３とが形成される。そして、このリッジストライプ１２及びＳｉＯ2１３それぞれ
の表面には、ｐ型電極１４が形成され、又、ｎ型ＧａＮ基板１０の裏面にはｎ型電極１５
が形成される。
【００６０】
　又、窒化物半導体成長層１１において、掘り込み領域１６以外のｎ型ＧａＮ基板１０の
表面から成長し形成された部分を上部成長部１７とし、掘り込み領域１６の側面から成長
し形成された部分を側面成長部１８、掘り込み領域１６の底面から成長し形成された部分
を底面成長部１９とする。尚、レーザストライプ１２はｎ型ＧａＮ基板１０に含まれる低
欠陥領域上部に形成されるのが好ましい。また、後述する理由により、掘り込み領域１６
の上部には、レーザストライプ１２は形成しない方が好ましい。
【００６１】
　図１に示すテーパ形状の掘り込み領域１６を備えたｎ型ＧａＮ基板１０に窒化物半導体
成長層１１を積層することで得られたウエーハを、光干渉顕微鏡を用いて、Ｍｇがドープ
されたｐ層厚を測定した。このときの設計値を０．７００μｍとするとともに、ウエーハ
面内で２０箇所測定することで、平均偏差σを求めた。その結果、当該ウエーハの前記ｐ
層厚の平均偏差σは０．００３であった。窒化物半導体レーザ素子の特性のばらつきを抑
えるには、０．０１以下にする必要がある。当該ウエーハのｐ層厚の平均偏差σの値は、
必要な数値を十分に上回る良好なものであった。
【００６２】
　一方、この窒化物半導体成長層１１が積層されたｎ型ＧａＮ基板１０に対して、レーザ
ストライプ１２を掘り込み領域１６の上部となる位置に形成し、窒化物半導体レーザ素子
を作製した後、同様にして、ｐ層厚を測定し、平均偏差σを求めたところ、ｐ層厚の平均
偏差σは０．０６であり、ばらつきが大きくなった。この層厚ばらつきは、レーザストラ
イプ１２を掘り込み領域１６に作製したことが原因である。即ち、側面成長部１８が掘り
込み領域１６の側面から、その側面に対して略垂直方向に半導体薄膜の成長が起こるとと
もに、掘り込み領域１６の底部からの底面成長部１９による這い上がり成長も起こる。こ
のため、上面成長部１７に比べて、側面成長部１８及び底面成長部１９の成長過程が複雑
になり、素子表面の平坦性を維持するのが非常に難しくなる。よって、ｐ層厚のばらつき
を抑え、窒化物半導体レーザ素子の特性のばらつきを抑制するには、レーザストライプ構
造を上面成長部１７に形成するのが好ましい。
【００６３】
　更に、レーザストライプ１２を作製する位置の窒化物半導体レーザ素子に与える影響に
ついて調べた。尚、図１（ａ）に示すように、レーザストライプ１２の中央部と掘り込み
領域１６の端との距離をｄとする。この距離ｄが２０μｍ以内となるようにレーザストラ
イプ１２を作製した場合、窒化物半導体レーザ素子の特性ばらつきが大きくなった。これ
は、掘り込み領域１６に隣接する上面成長部１７の端の膜厚が、上面成長部１７の中心部
より厚くなり、異常成長部が形成されるためである。当該異常成長部は上面成長部１７の
両端から、２０μｍ程度の幅で存在しており、この領域にレーザストライプ１２を作製す
ると窒化物半導体レーザ素子の特性が、大きくばらつく。よって、レーザストライプ１２
を作製する位置は、上面成長部１７の端からの距離ｄが２０μｍ以上となる領域に作製す
るのが好ましい。尚、本実施形態では、例えば、この距離ｄを４０μｍとする。
【００６４】
　このように、掘り込み領域１６を作製し、掘り込み領域１６の上部以外にレーザストラ
イプ１２を形成することにより、窒化物半導体レーザ素子特性のばらつきを格段に低減さ
せ、クラックの発生を抑え、歩留まりを飛躍的に改善することができる。
【００６５】
　図４に、掘り込み領域１６のエッチング角度θと、エッチング前のｐ層厚のばらつき度
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合いを示す平均偏差σの関係を示す。尚、ｎ型ＧａＮ基板１０表面に成長させるｎ型Ｇａ
Ｎ層７０(図７参照)の層厚は２μｍとする。尚、上述したように、窒化物半導体レーザ素
子の特性がばらつきを抑えるには、前記ｐ層厚の平均偏差σが０．０１以下にする必要が
ある。この平均偏差σを０．０１以下とする条件をみたすには、図４のグラフから、エッ
チング角度θを８０度以上にする必要であることが分かる。グラフでは、エッチング角度
θが１１０度までの値しか示されていないが、１４０度までは同様にｐ層厚の平均偏差σ
は０．０１以下であった。エッチング角度θが１４０度より大きくなると、窒化物半導体
レーザ素子作製が難しくなるため、エッチング角度θは８０度以上１４０度以下とするの
が好ましい。
【００６６】
　更に、ｎ型ＧａＮ基板１０表面に成長させるｎ型ＧａＮ層７０(図７参照)の層厚が変化
させると、半導体薄膜の這い上がり成長を抑えることができるエッチング角度が変化する
。ＧａＮはＡｌＧａＮに比べて、這い上がり成長しやすい。これは、ＧａＮはＡｌＧａＮ
などに比べて、マイグレーションする傾向が強く、横方向成長しやすいためである。つま
り、ｎ型ＧａＮ基板１０表面に成長させるｎ型ＧａＮ層７０の層厚が厚くなるに従い、這
い上がり成長する傾向が強くなり、側面成長部１８の厚さが厚くなる。このため、この強
い這い上がり成長を抑制するには、エッチング角度θを大きくする必要がある。
【００６７】
　よって、ｎ型ＧａＮ層７０の層厚が厚い場合には、エッチング角度θも大きくする必要
があり、逆に、ｎ型ＧａＮ基板１０表面に前記ｎ型ＧａＮ層７０を成長させないで（ｎ型
ＧａＮ層７０を層厚０μｍにすることに相当する）、前記ｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ第１
クラッド層７１(図７参照)から成長をさせた場合には、エッチング角度θが小さくても這
い上がり成長を抑制することができる。
【００６８】
　即ち、図４のグラフが示すように、ｎ型ＧａＮ層７０の層厚が５μｍより大きい場合に
は、窒化物半導体レーザ素子の特性がばらつかないように、ｐ層厚の平均偏差σを０．０
１以下とするには、エッチング角度θは９０度以上にする必要がある。また、エッチング
角度θ上限値は、上述した理由により、１４０度以下とするのが好ましい。
【００６９】
　また、図４のグラフが示すように、ｎ型ＧａＮ基板１０表面にｎ型ＧａＮ層７０を０μ
ｍとして成長させないで、ｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ第１クラッド層７１(図７参照)から
成長させた場合には、半導体レーザ素子の特性がばらつかないように、ｐ層厚の平均偏差
σを０．０１以下とするには、エッチング角度θを７５度以上にすれば良い。また、エッ
チング角度θ上限値は、上述した理由により、１４０度以下とするのが好ましい。尚、図
４のグラフによる測定は、掘り込み領域１６の掘り込み深さＺを６μｍとして行われたも
のである。
【００７０】
　又、掘り込み領域１６の掘り込み深さＺに関しては、掘り込み深さＺが１μｍ以下の場
合は、掘り込み領域１６が埋まってしまうためにクラックが入る。更に、このとき、底面
成長部１９からの這い上がり成長が、側面成長部１８に強く影響を与え、平坦性が著しく
低下するので、好ましくない。一方、掘り込み領域１６の掘り込み深さＺが３０μｍ以上
となると、窒化物半導体レーザ素子の作製が非常に難しくなり、再現性、歩留まりが低下
し、好ましくない。よって、掘り込み領域１６掘り込み深さＺは、１μｍ≦Ｚ≦３０μｍ
であることが好ましい。
【００７１】
　更に、図５に、側面成長部１８の膜厚と、リッジ構造を形成するエッチング前のｐ層厚
のばらつき度合いを示す平均偏差σとの関係を示す。図５のグラフより、側面成長部１８
の膜厚Ｘが２０μｍを越えると、ｐ層厚のばらつきが非常に大きくなることがわかる。よ
って、平坦性を確保し、窒化物半導体レーザ素子の特性ばらつきを抑えるには、側面成長
部１８の膜厚Ｘが２０μｍ以下にするのが好ましい。また、上述したように、この側面成
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長部１８の膜厚Ｘは、エッチング角度θ、下地のｎ型ＧａＮ層７０などの膜厚により制御
される。
【００７２】
　尚、本実施形態において、図１に示された溝と丘は、一方向に向かってストライプ状に
加工されているが、溝または丘が互いに交差し合い、桝目状に配列されていても構わない
。溝の幅と丘の幅は、一定の周期で変動しても構わないし、種々に異なる幅でも構わない
。また、溝の深さに関して、形成された全ての溝の深さが、一定の値でも構わないし、各
々に異なる値でも構わない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態における窒化物半導体レーザ素子の概略図である。
【図２】側面成長部の膜厚Ｘの説明図である。
【図３】本発明の実施形態におけるｎ型ＧａＮ基板の概略図である。
【図４】エッチング角度θとｐ層厚の平均偏差の相関図である。
【図５】側面成長部の層厚Ｘとｐ層厚の平均偏差の相関図である。
【図６】従来のｎ型ＧａＮ基板上に窒化物半導体成長層を積層させたウエーハの概略図で
ある。
【図７】窒化物半導体成長層の概略断面図である。
【図８】従来のｎ型ＧａＮ基板上に窒化物半導体成長層を積層させたウエーハの表面段差
プロット図である。
【図９】側面成長部の成長モードの説明図である。
【図１０】這い上がり成長の成長モードの説明図である。
【符号の説明】
【００７４】
　　　１０　　ｎ型ＧａＮ基板
　　　１１　　窒化物半導体成長層
　　　１２　　レーザストライプ
　　　１３　　ＳｉＯ2

　　　１４　　ｐ型電極
　　　１５　　ｎ型電極
　　　１６　　掘り込み領域
　　　１７　　上面成長部
　　　１８　　側面成長部
　　　１９　　底面成長部
　　　６０　　ｎ型ＧａＮ基板
　　　７０　　ｎ型ＧａＮ層
　　　７１　　ｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ第１クラッド層
　　　７２　　ｎ型Ａｌ0.1Ｇａ0.9Ｎ第２クラッド層
　　　７３　　ｎ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎ第３クラッド層
　　　７４　　ｎ型ＧａＮガイド層
　　　７５　　多重量子井戸活性層
　　　７６　　ｐ型Ａｌ0.3Ｇａ0.7Ｎ蒸発防止層
　　　７７　　ｐ型ＧａＮガイド層
　　　７８　　ｐ型Ａｌ0.062Ｇａ0.938Ｎクラッド層
　　　７９　　ｐ型ＧａＮコンタクト層
　　　９０　　上面成長部
　　　９１　　側面成長部
　　　９２　　底面成長部
　　　９３　　掘り込まれていない領域
　　　９４　　掘り込み領域の側面部
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　　　９５　　掘り込み領域の底面部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】
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