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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物半導体の微細構造の製造方法であって、
　前記窒化物半導体の主面に形成された細孔と、該細孔を除く該窒化物半導体の主面を覆
う熱処理用マスクと、を備えた半導体構造を用意する工程と、
　前記半導体構造を用意する工程の後に、前記半導体構造を窒素元素を含む雰囲気下で熱
処理し、前記細孔の側壁の少なくとも一部に前記窒化物半導体の結晶面を形成する第一熱
処理工程と、
　前記第一熱処理工程の後に、前記熱処理用マスクを除去する工程と、
　前記熱処理用マスクを除去する工程の後に、前記半導体構造を窒素元素を含む雰囲気下
で熱処理し、前記側壁に結晶面が形成された前記細孔の上部を窒化物半導体で塞ぐ第二熱
処理工程と、
　を有することを特徴とする窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項２】
　前記半導体構造を用意する工程は、
　前記細孔をエッチングによって形成する工程を含み、
　前記熱処理用マスクは、前記エッチングに使用したエッチングマスクを用いることを特
徴とする請求項１に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項３】
　前記熱処理用マスクは、
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　該熱処理用マスクの開口部の上面形状のうち少なくとも１辺が、前記窒化物半導体の結
晶面と平行となるように、前記熱処理用マスクの開口部をパターニングすることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項４】
　前記第一熱処理工程を行う雰囲気のＩＩＩ族／Ｖ族のモル比Ｒ１と、前記第二熱処理工
程を行う雰囲気のＩＩＩ族／Ｖ族のモル比Ｒ２との関係が、
　Ｒ１≦Ｒ２であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の窒化物半導
体の微細構造の製造方法。
【請求項５】
　前記窒化物半導体の主面が（０００１）面であることを特徴とする請求項１から４のい
ずれか１項に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項６】
　前記第一熱処理工程が、前記細孔の側壁の一部に（０００１）面、または（１－１０ｎ
（但し、ｎは０から４までの整数））面と等価ないずれかの面を形成する工程であること
を特徴とする請求項５に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項７】
　前記窒化物半導体の主面が（１－１００）面であることを特徴とする請求項１から４の
いずれか１項に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項８】
　前記第一熱処理工程が、前記細孔の側壁の一部に（１－１０ｎ（但し、ｎは０から４ま
での整数））面、または（０００１）面と等価ないずれかの面を形成する工程であること
を特徴とする請求項７に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項９】
　前記細孔の対向する側壁面の間隔が１μｍ以下であることを特徴とする請求項１から８
のいずれか１項に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法が、フォト
ニック結晶を構成する複数配列された細孔を作製する際に用いられる製造方法であること
を特徴とする窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【請求項１１】
　前記フォトニック結晶が、面発光レーザを構成するフォトニック結晶であることを特徴
とする請求項１０に記載の窒化物半導体の微細構造の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体の微細構造の製造方法に関するものである。特に、窒化物半導
体内部に微細な構造を形成する製造方法に関するものであって、フォトニック結晶を用い
た発光素子などの製造方法に利用される技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フォトニック結晶は、光の波長以下の周期で屈折率が変調した微細構造である。
中でも、可視域で機能するフォトニック結晶は、大きさが数十～百数十ｎｍオーダーの複
数の微細空孔で構成される。
そのフォトニック結晶が、半導体内部に埋め込まれた構造である場合、高度な製造技術が
必要となる。
その一方で、埋め込まれたフォトニック結晶を挟持している半導体層に、他の半導体層や
電極を積層することが可能となるため、積層方向に電流注入が可能なフォトニック結晶光
デバイスが実現できるという利点がある。
【０００３】
　特許文献１には、マストランスポート現象を利用し、窒化物半導体内部に微細空孔を形
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成する技術が開示されており、窒化物半導体のフォトニック結晶面発光レーザの作製法も
開示されている。
その具体的な手法は以下のとおりである。
まず、ＥＢリソグラフィとドライエッチングにより、窒化物半導体の表面に孔を形成する
。
ドライエッチングの際には、ＳｉＯ2ハードマスクを使用している。
次に、上記孔を形成した後、ハードマスクを除去し、窒素を含む雰囲気下において１００
０℃で熱処理する。
その結果、表面原子のマストランスポートが生じ、最終的に、孔の上部が塞がり空孔が形
成される。
そして、フォトニック結晶の上に、活性層を含むレーザ構造をエピタキシャル成長させ、
窒化物半導体の面発光レーザを作製している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１１１７６６号公報（第５の実施例、図１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　フォトニック結晶の光学特性は、孔のサイズと形状に依存する。
設計通りの特性をもつフォトニック結晶デバイスを得るには、精度良く孔のサイズと形状
を制御する必要がある。
すなわち、製造工程のなかで、孔のサイズが大きく変動するようでは、良好な光学特性を
もつフォトニック結晶を得ることは難しい。
半導体表面に孔を形成するエッチング工程での半導体エッチング技術は確立されたもので
あり、この製造工程においては孔のサイズや面内のばらつきは精度良く制御することがで
きる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されている手法では、半導体表面に孔を形成するエッ
チング工程に続く熱処理工程後において、孔のサイズが熱処理工程前の孔のサイズよりも
大きくなるという課題を有している。
【０００７】
　そこで、本発明は、半導体のエッチング工程で精密に制御して形成した孔のサイズを、
熱処理工程を施した後においても大きく変動させることなく、半導体の内部に空孔を含む
微細構造の形成が可能となる窒化物半導体の微細構造の製造方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、つぎのように構成した窒化物半導体の微細構造の製造方法を提供するもので
ある。
本発明の窒化物半導体の微細構造の製造方法は、
　前記窒化物半導体の主面に形成された細孔と、該細孔を除く該窒化物半導体の主面を覆
う熱処理用マスクと、を備えた半導体構造を用意する工程と、
　前記半導体構造を用意する工程の後に、前記半導体構造を窒素元素を含む雰囲気下で熱
処理し、前記細孔の側壁の少なくとも一部に前記窒化物半導体の結晶面を形成する第一熱
処理工程と、
　前記第一熱処理工程の後に、前記熱処理用マスクを除去する工程と、
　前記熱処理用マスクを除去する工程の後に、前記半導体構造を窒素元素を含む雰囲気下
で熱処理し、前記側壁に結晶面が形成された前記細孔の上部を窒化物半導体で塞ぐ第二熱
処理工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、半導体のエッチング工程で精密に制御して形成した孔のサイズを、熱
処理工程を施した後においても大きく変動させることなく、半導体の内部に空孔を含む微
細構造の形成が可能となる窒化物半導体の微細構造の製造方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１の窒化物半導体の微細構造の製造方法を説明する図である。
【図２】実施形態１における製造方法により形成された空孔の透視図である。
【図３】実施形態３における製造工程の例を説明する断面図である。
【図４】実施形態３における正方格子状に配列された開口部を含むエッチングマスクの上
面図である。
【図５】実施形態３における製造工程の変形例を説明する断面図である。
【図６】実施形態４における第一熱処理工程前後の細孔の上面図である。
【図７】実施例１における製造方法の一例を説明する断面図である。
【図８】実施例１における面発光レーザの空孔付近の電流の流れを説明する断面図である
。
【図９】実施例２における製造方法の一例を説明する断面図である。
【図１０】実施例３における面発光レーザの一例を説明する断面図である。
【図１１】実施例４における面発光レーザの一例を説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　つぎに、本発明の実施形態における窒化物半導体の微細構造の製造方法について説明す
る。
［実施形態１］
　図１を用いて、本発明を適用した実施形態１における窒化物半導体の微細構造の製造方
法を説明する。
（窒化物半導体層の結晶成長工程）
まず、基板上に窒化物半導体層を形成する工程である窒化物半導体層の結晶成長工程につ
いて説明する。
図１（ａ）に示すように、基板１０１上に窒化物半導体である第一窒化物半導体層１０２
が積層される。
基板１０１は、例えば、六方晶であり、より具体的には、ＧａＮ、サファイア、ＳｉＣの
いずれかであることが好ましい。
第一窒化物半導体層１０２は、例えば、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、Ｉｎ
Ｎのいずれかの窒化物半導体である。
なお、本実施形態１においては、基板１０１はＧａＮ基板、第一窒化物半導体層１０１は
ＧａＮである。
第一窒化物半導体層１０２は、基板１０１上に、例えば有機金属気層成長（ＭＯＶＰＥ）
法によって成長される。なお、本実施形態においては、第一窒化物半導体層１０２の主面
１０３は（０００１）面である。
【００１２】
　（エッチングマスクの形成工程）
つぎに、エッチングマスクの形成工程について説明する。
図１（ｂ）は、図１（ａ）の工程に続いて、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３に細
孔１０４を形成するためのエッチングマスク１０５を形成する工程を説明する図である。
以下、図１（ｂ）の工程を順に説明する。
第一窒化物半導体層１０２の主面１０３に、プラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によってエッチングマスク１０５の材料を成膜する。
エッチングマスク１０５の材料は、例えば、加工が容易な、酸化シリコン、窒化シリコン
、酸窒化シリコンのいずれかであることが好ましい。
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なお、本実施形態において、エッチングマスク１０５の材料は、酸化シリコンである。
また、エッチングマスクの成膜手法は、スパッタや電子ビーム蒸着であっても良い。
続いて、エッチングマスク１０５に、開口部１０６を形成する。開口部１０６の形成は、
フォトリソグラフィとエッチングを用いる。
なお、リソグラフィは、電子ビームリソグラフィ、または、ナノインプリントリソグラフ
ィであっても良い。
開口部１０６のエッチングは、ウェットエッチング、またはドライエッチングのどちらで
も良いが、開口部１０６のサイズ制御性を良くするためには、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖ
ｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）によるドライエッチングが好ましい。
なお、本実施形態における開口部１０６は、直径１μｍの円形である。
【００１３】
　（細孔の形成工程）
つぎに、細孔の形成工程について説明する。
図１（ｃ）は、図１（ｂ）の工程に続いて、第一窒化物半導体層１０２をエッチングし、
細孔１０４を形成する工程を説明する図である。
細孔１０４を形成する工程は、ウェットエッチング、または、ドライエッチングのどちら
でも良いが、細孔１０４のサイズの制御性を良くするためには、ＩＣＰによるドライエッ
チングであることが好ましい。
細孔１０４を形成するためのドライエッチング工程に使用するプラズマ組成は、例えば、
Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉのいずれかの元素を含む。
より具体的には、Ｃｌ2、ＢＣｌ3、ＨＢｒ、ＨＩ、ＨＣｌのいずれかのガスと、Ｈｅ、Ａ
ｒ、Ｘｅ、Ｎ2のいずれかのガスとの混合ガスプラズマであることが好ましい。
図１（ａ）から図１（ｃ）までの工程により、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３に
形成された細孔１０４と、細孔１０４が形成された場所以外の第一窒化物半導体１０２の
主面１０３に設けられたマスクとを有する半導体構造１００が用意できる。
なお、本実施形態における細孔１０４は、上部が直径１μｍの円形であり、深さは２．５
μｍである。
【００１４】
　（第一熱処理工程）
つぎに、図１（ｄ）に示した熱処理工程について説明する。
以下ではこの熱処理工程を、第一熱処理工程として説明する。
図１（ｄ）は、図１（ｃ）の工程に続いて、半導体構造１００を、Ｖ族である窒素元素を
含む雰囲気下で熱処理する第一熱処理工程を説明する図である。
図１（ｄ）の工程では、細孔１０４の側壁１０７にマストランスポートを生じさせ、側壁
１０７の少なくとも一部に、第一窒化物半導体層１０２を構成する窒化物半導体の結晶面
１０９を形成する。
なお、マストランスポートとは、熱エネルギーによって原子が表面から脱離し、輸送され
た後、表面エネルギーが小さくなる位置で最吸着する現象である。半導体の組成を保ちつ
つ、表面形状を変化させることや、結晶面を形成させることが可能である。
【００１５】
　（第一熱処理工程の雰囲気）
　つぎに、第一熱処理工程の雰囲気について説明する。
第一熱処理工程は、Ｖ族である窒素元素を雰囲気下で行われ、例えば、Ｎ2、またはＮＨ3

を含む雰囲気下で行われる。
Ｖ族雰囲気下で熱処理を行う理由は、ＩＩＩ族元素よりもＶ族元素の方が脱離しやすいた
めであり、Ｖ族元素を供給した雰囲気下で熱処理することで、第一窒化物半導体層１０２
からのＶ族元素の減少を防いでいる。
【００１６】
　（第一熱処理工程による結晶面形成）
　つぎに、第一熱処理工程による結晶面形成について説明する。
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本実施形態では、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３が（０００１）面であるため、
第一熱処理工程後の側壁１０７には、つぎの（１－１０ｎ（但し、ｎは０から４までの整
数））面のいずれかの面が形成される。
すなわち、第一熱処理工程後の側壁１０７には、主面１０３に対して垂直な（１－１００
）面、と等価な結晶面１０９が形成される。
または、約６２度傾斜した（１－１０１）面、約４３度傾斜した（１－１０２）面、約３
２度傾斜した（１－１０３）面、約２５度傾斜した（１－１０４）面、と等価ないずれか
の結晶面１０９が形成される。
なお、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３が（１－１００）面であるとき、側壁１０
７には（０００１）面、と等価な結晶面１０９が形成される。
または、つぎの（１－１０ｎ（但し、ｎは１から４までの整数））面のいずれかの面が形
成される。
すなわち、（１－１０１）面、（１－１０２）面、（１－１０３）面、（１－１０４）面
、と等価ないずれかの結晶面１０９が形成される。
また、第一熱処理工程において、結晶面１０９が形成されることは、細孔１０４表面の結
晶性を改善する働きがあるということである。
例えば、ドライエッチングによって細孔１０４を形成した際、プラズマ中のイオン衝撃に
より細孔１０４の表面には、原子レベルの欠陥が多数生成される。
しかし、マストランスポートによって結晶面１０９が形成される際、それら欠陥が修復さ
れるように原子が再配列され、その結果、熱処理を行う前よりも、結晶性の良い表面が得
られる。
また、第一熱処理工程のマストランスポートによって、主面１０３に対して垂直な結晶面
１０９が形成されるのであれば、ドライエッチングによって形成した細孔１０４の整形に
も利用できる。
すなわち、ドライエッチングの際は、プラズマのイオン引き込み電圧を下げて、側壁１０
７の垂直性を犠牲にし、イオン衝撃による欠陥生成を抑制させる。
その次に、第一熱処理工程により、側壁１０７の垂直性をだし、同時に、表面の欠陥修復
を行うことで、細孔１０４の垂直性と側壁１０７の結晶性を、ドライエッチング直後の状
態よりも良い状態にできる。
【００１７】
　（第一熱処理工程における熱処理用マスクの機能）
つぎに、第一熱処理工程における熱処理用マスクの機能について説明する。
図１（ｄ）に示した第一熱処理工程においては、細孔１０４以外の第一窒化物半導体層１
０２の主面１０３が、熱処理用マスク１０８で覆われている。
これは、過剰にマストランスポートが生じることによって、細孔１０４のサイズが大きく
変動することを抑制するためである。
すなわち、細孔１０４以外の第一窒化物半導体層１０２の主面１０３を熱処理用マスク１
０８で覆わなければ、第一窒化物半導体層１０２表面で脱離した原子が、細孔１０４の内
部に入り込んだ後、側壁１０７に吸着する。
その結果、細孔１０４の孔径または深さが小さくなる。
本実施形態においては、開口部１０６の直径１μｍに対して、第一熱処理工程後の細孔１
０４の孔径（対向する側壁面の間隔）は、ほぼ変わらず約１μｍであった。
また、本実施形態では、細孔１０４を除く該窒化物半導体の主面を覆う熱処理用マスク１
０８は、細孔１０４を形成する際に使用したエッチングマスク１０５を用いている。
しかし、細孔１０４の形成後、エッチングマスク１０５を一度除去し、過剰なマストラン
スポートを抑制したい領域だけに、熱処理用マスク１０８をパターニングしても良い。
その際、熱処理用マスク１０８は、例えば、フォトリソグラフィとエッチングによって形
成する。
【００１８】
　（熱処理用マスクの材料）
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　つぎに、熱処理用マスク１０８を構成する材料について説明する。
熱処理用マスク１０８の材料の融点は、第一熱処理工程の温度よりも高いことが好ましい
。その結果、熱処理用マスク１０８の材料が、第一窒化物半導体層１０２内に拡散するこ
とを抑えられる。
熱処理用マスク１０８の材料は、例えば、半導体酸化物、または金属酸化物であることが
好ましい。
例えば、熱処理用マスク１０８は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化
アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ジルコニウムのいずれかであることが好ましい。
本実施形態において、熱処理用マスク１０８は酸化シリコンである。
【００１９】
　（熱処理用マスクの除去工程）
つぎに、熱処理用マスクの除去工程について説明する。
図１（ｅ）は、図１（ｄ）の工程に続いて、熱処理用マスク１０８を除去する工程を説明
する図である。
除去方法は、ウェットエッチングが、第一窒化物半導体層１０２の表面に物理的損傷を与
えないという点で好ましい。
【００２０】
　（第二熱処理工程）
つぎに、第二熱処理工程について説明する。
図１（ｆ）は、図１（ｅ）の工程に続いて半導体層内部に空孔を形成する工程を説明する
図である。
すなわち、半導体構造１００を、Ｖ族である窒素元素を含む雰囲気下で熱処理する。
これにより、細孔１０４の上部を第二窒化物半導体層１１１で塞ぎ、第一窒化物半導体層
１０２と第二窒化物半導体層１１１が積層された半導体層内部に空孔１１０を形成する工
程を説明する図である。
なお、本実施形態では、第二窒化物半導体層１１１はＧａＮであり、第一窒化物半導体層
１０２と同じ組成である。以下、図１（ｆ）の熱処理を第二熱処理工程とする。
第一熱処理工程では、熱処理用マスク１０８を用いたが、第二熱処理工程では熱処理用マ
スク１０８は使用しないという点で異なる。
【００２１】
　（第二熱処理工程の雰囲気）
つぎに、第二熱処理工程の雰囲気について説明する。
第二熱処理工程は、Ｖ族元素である窒素元素を含む雰囲気下、例えば、Ｎ2、またはＮＨ3

を含む雰囲気下で行われるが、それらに加えて、ＩＩＩ族元素を含む雰囲気下で行うこと
が好ましい。
窒素元素を含む雰囲気、または、窒素元素を含む雰囲気に加えてＩＩＩ族元素を含む雰囲
気下として、つぎのような雰囲気下で行う。
例えば、第二窒化物半導体層１１１がＡｌＧａＮのとき、Ｎ2とＮＨ3、それらに加えてＴ
ＭＡ（トリメチルアルミニウム）とＴＭＧ（トリメチルガリウム）を含む雰囲気下で行う
。
また、例えば、第二窒化物半導体層１１１がＩｎＧａＮであるとき、第二熱処理工程は、
Ｎ2とＮＨ3、それらに加えてＴＭＧとＴＭＩ（トリメチルインジウム）を含む雰囲気下で
ある。
本実施形態では、第二窒化物半導体層１１１がＧａＮであるので、第二熱処理工程は、Ｎ

2とＮＨ3、それらに加えてＴＭＧを含む雰囲気下で行う。
【００２２】
　（第二熱処理工程における第一熱処理工程で形成した結晶面の効果）
つぎに、第二熱処理工程における第一熱処理工程で形成した結晶面の効果について説明す
る。
第二熱処理工程において、Ｖ族元素とＩＩＩ族元素の両方を含む雰囲気で熱処理すること
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は、結晶成長工程に同等である。
この第二熱処理工程では、第一熱処理工程において、側壁１０７に形成した結晶面１０９
が効果的に機能する。
すなわち、側壁１０７には、結晶面１０９が形成されているため、結晶成長速度を制御す
ることが可能である。
例えば、側壁１０７に形成された結晶面１０９が（１－１００）面である状態で、第二熱
処理工程において（０００１）面や（１－１０１）面よりも（１－１００）面の成長速度
が遅い条件で熱処理した場合、つぎのように細孔を塞ぐことができる。
すなわち、細孔１０４の孔径（対向する側壁面の間隔）を大きく変動させることなく、細
孔１０４の上部を第二半導体１１１で塞ぐことが可能である。
本実施形態においては、細孔１０４上部の直径１μｍに対して、第二熱処理工程後の細孔
１０４の孔径（対向する側壁面の間隔）は、１μｍ以下の約９００ｎｍであり、１０％程
度の変動に抑えられている。
【００２３】
　また、例えば、側壁１０７に形成された結晶面１０９が（１－１０１）面である状態で
、第二熱処理工程において（０００１）面や（１－１００）面よりも（１－１０１）面の
成長が遅い条件で熱処理した場合においても、つぎのように細孔を塞ぐことができる。
すなわち、細孔１０４の深さを大きく変動させることなく、細孔１０４の上部を第二半導
体１１１で塞ぐことが可能である。
なお、本実施形態においては、細孔１０４上部の直径は１μｍであるが、細孔１０４の上
部を塞ぐには、細孔１０４の深さがアスペクト比２以上となるような深さであることが好
ましい。
また、細孔１０４上部の直径が３００ｎｍ以下であれば、細孔１０４の深さはアスペクト
比が２以下でも、細孔１０４の上部を塞ぐことが可能である。
また、第二熱処理工程前後で細孔１０４の孔径（対向する側壁面の間隔）の変動量を小さ
くするには、第二熱処理工程前の細孔１０４上部の直径が１５０ｎｍ以下であることが好
ましい。
成長速度の制御は、主に雰囲気の温度パラメータを最適化することで行い、特に、本実施
形態では、第一窒化物半導体層１０２と第二窒化物半導体層１１１が同じ組成であるため
、温度最適化は任意にできる。
【００２４】
　（第二熱処理後の空孔の概形）
つぎに、第二熱処理後の空孔の概形について説明する。
第一窒化物半導体層１０２の主面１０３が（０００１）面であるとき、第二熱処理後に形
成される空孔１１０は、つぎの面と等価ないずれかの結晶面１０９を含む多面体である。
すなわち、（０００１）面、（１－１００）面、（１－１０１）面、（１－１０２）面、
（１－１０３）面、（１－１０４）面と等価ないずれかの結晶面１０９を含む多面体であ
る。
例えば、図２は第二熱処理後に形成された空孔１１０の一例を説明する図である。
図２（ａ）では、空孔１１０は、（１－１００）面と等価な６つの結晶面１０９で構成さ
れる六角柱２０１の上端部と下端部を、（１－１０１）面と等価な６つの結晶面１０９を
含む六角錘２０２が接続された構造を有する。
なお、空孔１１０の深さが浅い場合は、六角柱２０１が存在せず、上下の六角錘１０２が
直接接続する構造を有する。
また、空孔１１０を構成する各頂点は、必ずしも鋭角的ではなく、角がとれて丸まってい
ることもある。
また、第二熱処理工程の温度や雰囲気を調整することで、六角錘２０２が、（１－１０２
）面、（１－１０３）面、（１－１０４）面と等価ないずれかの結晶面１０９を含むよう
な多面体にすることも可能である。
例えば、第二熱処理後の条件によっては、図２（ｂ）に示した形の空孔１１０が形成され
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る。図２（ｂ）では、六角柱２０１の下側（基板側）には、（１－１０３）面と等価な６
つの結晶面を含む六角錘２０２が形成され、六角柱２０１の上側には、（１－１０２）面
と等価な６つの結晶面を含む六角錘の上部を切り取ったような形を有する八面体２０３が
形成される。八面体２０３の上面と下面は、（０００１）面と等価な面である。
【００２５】
　（第一熱処理工程のＩＩＩ／Ｖ族比と第二熱処理工程のＩＩＩ／Ｖ族比）
つぎに、第一熱処理工程のＩＩＩ／Ｖ族比と第二熱処理工程のＩＩＩ／Ｖ族比について説
明する。
第一熱処理工程の雰囲気のＩＩＩ族／Ｖ族のモル比Ｒ１と、第二熱処理工程の雰囲気のＩ
ＩＩ族／Ｖ族のモル比Ｒ２の関係について説明する。
本実施形態では、モル比Ｒ１とモル比Ｒ２の関係は、Ｒ１＜Ｒ２であることが好ましい。
第一熱処理工程を行う雰囲気には、必ずしもＩＩＩ族元素は必要ないが、第二熱処理工程
においては、細孔１０４の上部を塞ぐ分だけの窒化物半導体原料を供給したほうが良いの
で、ＩＩＩ族元素とＶ族元素の両方を含む雰囲気下で熱処理することが好ましい。
また、例えば、細孔１０４の上部に成長させる第二窒化物半導体層１１１の厚さをできる
だけ薄くするような要求がある場合は、Ｒ１＝Ｒ２＝０であることが望ましい。
すなわち、第一熱処理工程と第二熱処理工程のどちらにおいてもＩＩＩ族元素を含まない
雰囲気下で熱処理することが好ましい。
このとき、第二熱処理工程は、結晶成長ではなく、マストランスポート現象によって、細
孔１０４の上部を塞ぐ。
図１（ａ）から（ｄ）の工程を順に経ることにより、サイズを精密に制御した空孔１１０
を窒化物半導体内部に形成することが可能である。
【００２６】
　　［実施形態２］
　実施形態２では、実施形態１に温度限定を加えた。
すなわち、実施形態２では、第一窒化物半導体層１０２と第二窒化物半導体層１１１の組
成が異なる場合における、窒化物半導体の微細構造の製造工程例を説明する。
実施形態１の工程と異なるのは、第一熱処理工程と第二熱処理工程である。
窒化物半導体である第一窒化物半導体層１０２と第二窒化物半導体層１１１の組成が異な
る場合、第一熱処理工程の温度Ｔ１と第二熱処理工程の温度Ｔ２が以下のような関係であ
ることが好ましい。
例えば、第一窒化物半導体層１０２がＩｎxＧａ1-xＮ、第二窒化物半導体層１１１がＡｌ

yＧａ1-yＮ、（０＜ｘ≦１、０＜ｙ≦１）であるとき、Ｔ１＜Ｔ２であることが好ましい
。
これは、ＩｎxＧａ1-xＮよりもＡｌyＧａ1-yＮの方が、高い融点を有するためである。
すなわち、第一熱処理工程においてＩｎxＧａ1-xＮが、マストランスポートによって側壁
１０７に結晶面１０９を形成可能な温度よりも、第二熱処理工程においてＡｌyＧａ1-yＮ
が、細孔１０４の上部を塞ぐことが可能な温度の方が高いからである。
また、同様の理由で、例えば、第一窒化物半導体層１０２がＡｌyＧａ1-yＮ、第二窒化物
半導体層１１１がＩｎxＧａ1-xＮ、（０＜ｘ≦１、０＜ｙ≦１）であるとき、Ｔ１＞Ｔ２
であることが好ましい。
【００２７】
　　［実施形態３］
　本実施形態３では、実施形態１または、実施形態２の工程を利用して、上記した細孔が
複数配列されて構成される窒化物フォトニック結晶の製造工程の例を説明する。
本実施形態３では、フォトニック結晶の細孔１０４を有する第一窒化物半導体層１０２は
ＧａＮであり、細孔１０４の上部を塞ぐ第二窒化物半導体層１１１もＧａＮである。
なお、第一窒化物半導体層１０２と第二窒化物半導体層１１１は、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、
ＩｎＧａＮ、ＩｎＮのいずれかであっても良い。
【００２８】
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　（エッチングマスクの形成工程）
つぎに、エッチングマスクの形成工程について説明する。
フォトニック結晶の形成には、図３（ａ）に示すように、エッチングマスク１０５の開口
部１０６をパターニングする工程において、複数個の開口部１０６を周期的に形成する。
本実施形態３では、直径１２０ｎｍの円形の開口部１０６が、エッチングマスク１０５面
内に、周期３００ｎｍで正方格子状にパターニングされている。
図４は、正方格子状に配列された開口部１０６を含むエッチングマスク１０５の上面図を
示している。
次に、細孔の形成工程を行う。
ここでは、図３（ａ）の工程に続いて、図３（ｂ）に示すように、第一窒化物半導体層１
０２の主面１０３である（０００１）面に、フォトニック結晶の格子点となる複数個の細
孔１０４をドライエッチングにより形成する。
次に、第一熱処理工程を行う。
すなわち、図３（ｃ）に示すように、エッチングマスク１０５を熱処理用マスク１０８と
して、第一熱処理工程を施す。
その結果、マストランスポートによって、フォトニック結晶を形成する細孔１０４の側壁
１０７に、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３（０００１）面に対して垂直な（１－
１００）面が形成される。
次に、熱処理用マスクの除去工程と第二熱処理工程を行う。
すなわち、熱処理用マスク１０８を除去し、図３（ｄ）に示すように、第二熱処理工程を
施す。
その結果、細孔１０４の孔径（対向する側壁面の間隔）または孔深さを熱処理前後で大き
く変化させることなく、第一窒化物半導体層１０２と第二窒化物半導体層１１１の内部に
、空孔１１０を形成することが可能である。
本実施形態３では、第二熱処理工程後の孔径（対向する側壁面の間隔）は、約１０５ｎｍ
であった。熱処理前後において、孔のサイズの変動が１５ｎｍに抑えられているのは、第
一熱処理工程にて結晶面１０９を形成している効果である。特に、フォトニック結晶の場
合、細孔１０４（空孔１１０）のサイズは、回折効率の大きさを決定する重要なパラメー
タであり、細孔１０４のサイズを製造工程中に大きく変動させないことは、設計通りのフ
ォトニック結晶を精度良く製造することの必要条件である。
【００２９】
　（実施形態３の変形例）
　つぎに、図５を用いて実施形態３の変形例について説明する。
図３（ｃ）の第一熱処理工程の前に、エッチングマスク１０５、すなわち、熱処理用マス
ク１０８を部分的に除去し、その後、第一熱処理工程を行うことで、フォトニック結晶を
構成する細孔１０４のサイズを、面内で意図的に変化をつけることも可能である。
図５は、その一例を示したものである。
図５（ａ）では、フォトニック結晶の中央領域５０１を熱処理用マスク１０８で覆い、そ
の外側の外周領域５０２は、熱処理用マスク１０８を除去した。
なお、熱処理用マスク１０８の選択的除去方法は、例えば、フォトリソグラフィとウェッ
トエッチングによって可能である。
【００３０】
　図５（ａ）の工程の後に続いて、第一熱処理工程を行うと、図５（ｂ）に示すように、
熱処理用マスク１０８に覆われている中央領域５０１のフォトニック結晶は、熱処理前後
で、細孔１０４のサイズは大きく変動しない。
しかし、熱処理用マスクに覆われていない外周領域５０２のフォトニック結晶は、例えば
、細孔５０３の深さが浅くなる。
また、熱処理条件によっては、例えば、細孔５０３の孔径（対向する側壁面の間隔）が狭
くなる。
その後、熱処理用マスク１０８を除去し、つづいて、第二熱処理工程を行うと、図５（ｃ
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）のように、中央領域５０１の空孔１１０と外周領域５０２の空孔５０４のサイズが異な
るフォトニック結晶が形成できる。
すなわち、面内で回折効率の異なるフォトニック結晶を作製することができた。言い換え
ると、熱処理用マスクで覆う領域を選択することで、フォトニック結晶の回折効率を自在
に制御できる製造工程が得られる。
【００３１】
　　［実施形態４］
　本実施形態４では、エッチングマスク１０５の開口部の上面形状のうち少なくとも１辺
が、第一窒化物半導体層１０２の結晶面１０９と平行となるように形成する場合について
説明する。
本発明における第一熱処理工程は、マストランスポートによって、細孔１０４の側壁１０
７に第一窒化物半導体層１０２の結晶面１０９を形成する。
本実施形態では、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３が（０００１）面であるので、
第一熱処理工程において、側壁１０７には、主面１０３に対して垂直な（１－１００）面
が形成される。
すなわち、図６（ａ）に示すように、第一熱処理工程前は、細孔１０４の上面形状が円形
６０１であったとしても、第一熱処理工程後は、図６（ｂ）に示すように、その上面形状
は六角形６０２に変形する。
細孔１０４の孔径（対向する側壁面の間隔）は、円形６０１から六角形６０２に変形する
際、少なからず変動する。
図６（ｂ）において、点線がもともとの円形６０１のサイズを示している。
そこで、本実施形態では、熱処理前後の変動量を極力少なくするために、第一熱処理工程
前の段階で、細孔１０４の上面形状が予め六角形であるものを用意する。
【００３２】
　以下、その工程を説明する。
その第一熱処理工程前の細孔１０４の上面形状は、エッチングマスク１０５の開口部１０
６の形状が転写される。
そこで、開口部１０６をパターニングする工程において、その開口部１０６の上面形状が
、第一窒化物半導体層１０２の結晶面１０９と平行となる辺で構成されるようパターニン
グすればよい。
本実施形態では、主面１０３が（０００１）面であるので、（１－１００）面と等価な面
と平行な辺で構成される正六角形６０３をパターニングする。
なお、（１－１００）面と等価な面と平行な辺とは、［１－１００］方向と、［１０－１
０］方向と、［０１－１０］方向と、［－１１００］方向と、［－１０１０］方向と、［
０－１１０］方向のいずれかと平行な辺である。
【００３３】
　なお、正六角形６０３を構成する辺が、第一窒化物半導体層１０２の結晶面１０９と完
全に平行でなくてもよく、±１０°のずれは許容される。
また、なお、パターニングする正六角形６０３の頂点は、第一窒化物半導体層１０２の結
晶軸（ａ軸）上にあるように形成することが好ましい。
また、正六角形６０３の各頂点は、必ずしも鋭角的ではない。
このように形成した細孔１０４は、第一熱処理工程前において、図６（ｃ）に示すように
、第一窒化物半導体層１０２の結晶面１０９と平行な面で形成された正六角形６０３であ
る。
第一熱処理工程後においても、図６（ｄ）に示すように、細孔１０４の上面形状は六角形
６０４となり、形状とサイズがほとんど変化しない。
【００３４】
　本実施形態の製造工程は、エッチング工程後の細孔１０４の孔径（対向する側壁面の間
隔）を極力変化させずに、半導体内部へ空孔１１０を形成できる有効な工程である。
本実施形態４では、第一窒化物半導体層１０２の主面１０３が（０００１）面の場合を示
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したが、主面１０３が（１－１００）面である場合には、開口部１０６は、四角形にすれ
ばよい。
すなわち、（０００１）面と、（１０－１０）面と等価な面に平行な辺で構成される四角
形である。
なお、（０００１）面と、（１０－１０）面と等価な面に平行な辺とは、＜０００１＞方
向と＜１０－１０＞方向のいずれかと平行な辺である。
【実施例】
【００３５】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
［実施例１］
本実施例１では、図７を用いて、窒化物フォトニック結晶面発光レーザの製造方法の構成
例について説明する。
（窒化物半導体層の結晶成長工程）
まず、本実施例における窒化物半導体層の結晶成長工程について説明する。
図７（ａ）に示すように、ＧａＮ基板８０１上に、ｎ型クラッド層８０２であるｎ型Ａｌ

0.09Ｇａ0.91Ｎ、ｎ型ガイド層８０３であるｎ型ＧａＮ、活性層８０４、ｐ型ガイド層８
０５であるｐ型ＧａＮを、ＭＯＶＰＥ法によって順に成長させる。
なお、活性層８０４は、３周期の多重量子井戸構造を形成しており、材料は、井戸層がＩ
ｎ0.09Ｇａ0.91Ｎで、障壁層がＧａＮである。
また、本実施例では、ｐ型ガイド層８０５が、実施形態１に示した第一窒化物半導体層１
０２に相当し、その主面８０６は（０００１）面である。
【００３６】
　（エッチングマスクの形成工程）
　つぎに、本実施例におけるエッチングマスクの形成工程について説明する。
図７（ｂ）は、ｐ型ガイド層８０５のｐ型ＧａＮにフォトニック結晶を形成するための、
エッチングマスク８０７を形成する工程を説明する図である。
以下、図７（ｂ）の工程を順に説明する。
まず、ｐ型ガイド層８０５の主面８０６に、プラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によってＳｉＯx膜を１５０ｎｍ成膜する。
続いて、ＳｉＯx膜に、電子ビームリソグラフィとＩＣＰエッチングにより、複数の開口
部８０８で構成されるフォトニック結晶パターンを形成する。
その開口部８０８の孔直径は６０ｎｍであり、面内方向に周期１６０ｎｍで正方格子状に
配列されている。
【００３７】
　（フォトニック結晶の形成工程）
　つぎに、本実施例におけるフォトニック結晶の形成工程について説明する。
図７（ｃ）は、図７（ｂ）の工程に続いて、エッチングマスク８０７（ＳｉＯx膜）を用
いて、ｐ型ガイド層８０５をエッチングし、複数の細孔８０９からなるフォトニック結晶
を形成する工程を説明する図である。
フォトニック結晶の形成は、ＩＣＰによるドライエッチングを用いる。
ＩＣＰのガス組成は、Ｃｌ2とＡｒの混合ガスプラズマである。エッチング後の、フォト
ニック結晶の細孔８０９の深さは１００ｎｍである。
【００３８】
　（第一熱処理工程）
つぎに、本実施例における第一熱処理工程について説明する。
図７（ｄ）は、図７（ｃ）の工程に続く、第一熱処理工程を説明する図である。すなわち
、この第一熱処理工程では、Ｖ族である窒素元素を含む雰囲気下で熱処理し、マストラン
スポートを生じさせ、フォトニック結晶を構成する細孔８０９の側壁８１０に、ｐ型ガイ
ド層８０５の材料であるｐ型ＧａＮの結晶面８１１を形成する。
なお、本実施例では、フォトニック結晶を形成したときに使用したＳｉＯxのエッチング
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マスク８０７を、そのまま熱処理用マスク８１２に用いている。
第一熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が１０ｓｌｍ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｉｔｔｅｒ　
ｐｅｒ　ｍｉｎｉｔｕｓ）、ＮＨ3流量が５ｓｌｍであり、熱処理温度は、１０５０℃で
ある。
なお、Ｎ2流量１０ｓｌｍは、０．４５ｍｏｌ／ｍｉｎであり、ＮＨ3流量５ｓｌｍは、０
．２２ｍｏｌ／ｍｉｎに相当する。
また、本実施例の第一熱処理工程では、ｐ型ドーパント原料であるＣＰ２Ｍｇは流してい
ないが、熱処理工程の最適化を行ううえでは、ＣＰ２Ｍｇを流してもよい。
ｐ型ガイド層８０５であるｐ型ＧａＮの主面８０６が（０００１）面であるので、マスト
ランスポートによって、側壁８１０には、主面８０６に対して垂直な（１－１００）面と
、傾斜した（１－１０３）面が形成される。
【００３９】
　（熱処理用マスクの除去工程）
つぎに、本実施例における熱処理用マスクの除去工程について説明する。
図７（ｅ）は、図７（ｄ）の工程に続いて、熱処理用マスク８１２を除去する工程を説明
する図である。
熱処理用マスク８１２であるＳｉＯxは、バッファードフッ酸によってウェットエッチン
グした。
【００４０】
　（第二熱処理工程）
つぎに、本実施例における第二熱処理工程について説明する。
図７（ｆ）は、図７（ｅ）の工程に続く、第二熱処理工程を説明する図である。すなわち
、この第二熱処理工程では、Ｖ族である窒素元素を含む雰囲気下で熱処理することで、フ
ォトニック結晶の細孔８０９の上部を、ｐ型ＧａＮのキャップ層８１３で塞ぎ、ｐ型Ｇａ
Ｎ層内部にフォトニック結晶を埋め込む。
なお、本実施例では、キャップ層８１３が実施形態１に示した第二窒化物半導体層１１１
である。
第二熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が１０ｓｌｍ（＝０．４５ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3

流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）である。
ここでは、それらに加えて、ＩＩＩ族原料であるＴＭＧを流量０．１×１０-3ｍｏｌ／ｍ
ｉｎで、ｐ型ドーパント原料であるＣＰ２Ｍｇを流量０．３×１０-6ｍｏｌ／ｍｉｎで流
した。第二熱処理温度は１１００℃である。
第二熱処理工程の結果、フォトニック結晶の細孔８０９の孔径（対向する側壁面の間隔）
は５０ｎｍであり、熱処理前後でサイズ変動量を１０ｎｍに抑えつつ、フォトニック結晶
の上部をキャップ層８１３で塞ぎ空孔８１４を形成することができた。
なお、本実施例においては、空孔８１４の上部は、（１－１０２）面と（０００１）面と
等価な面で孔が塞がれた。
【００４１】
　（結晶成長工程と電極形成工程）
つぎに、本実施例における結晶成長工程と電極形成工程について説明する。
図７（ｇ）に示すように、キャップ層８１３（ｐ型ＧａＮ）の上に、ｐ型クラッド層８１
５であるｐ型Ａｌ0.09Ｇａ0.91Ｎ、ｐ型コンタクト層８１６であるｐ型ＧａＮを順にＭＯ
ＶＰＥ法によって順に成長させる。
【００４２】
　次に、ＧａＮ基板８０１の裏面にＴｉ／Ａｌのｎ側電極８１７を、ｐ型コンタクト層表
面にＴｉ／Ａｕのｐ側電極８１８をフォトリソグラフィと電子ビーム蒸着法とリフトオフ
法により形成する。
以上の工程により、波長４００ｎｍ帯で駆動する窒化物フォトニック結晶面発光レーザの
作製が可能である。
【００４３】
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　（構造の特徴）
つぎに、本実施例における構造の特徴について説明する。
本実施例のフォトニック結晶の空孔８１４は、図２（ａ）の空孔１１０と同じ構造を有す
る。以下、本実施例の空孔８１４は、空孔１１０と読み替える。
空孔１１０は、（１－１００）面と等価な６つの面で構成される六角柱２０１の上下を、
（１－１０１）面と等価な６つの面で構成される六角錘２０２が接続された構造を有する
。
【００４４】
　図２（ａ）のような空孔を有するフォトニック結晶面発光レーザに電圧を印加した場合
、空孔１１０付近の電界集中が、特許文献１に開示されている円柱の空孔に印加した場合
よりも抑制される。
そのため、結晶欠陥が発生しにくく、レーザの寿命が延びるという特徴を有する。
【００４５】
　図８は、フォトニック結晶レーザに電圧を印加した際の、空孔１１０周囲の電流の流れ
方を示す断面図である。矢印は電流の流れ方を示す。
空孔１１０が円柱９０１である場合、図８（ａ）に示したように、円柱９０１の真上領域
９０２は電界が弱く、円柱９０１の角領域９０３に電界が集中する。
その結果、角領域９０３から結晶欠陥が発生し、レーザの寿命を短くする。
一方で、図８（ｂ）に示したように、六角錘２０２を有する本実施例の空孔１１０の場合
、上下の六角錘２０２の形状により、電流の粗密にむらがなく、電界集中が抑制できる。
本実施例に示した製造方法で作製したフォトニック結晶面発光レーザは、素子寿命が長い
という特徴を有する。
また、図８（ｃ）は、図２（ｂ）に示した空孔１１０によって、フォトニック結晶面発光
レーザを作製した場合における空孔１１０周囲の電流の流れを説明する図であり、図８（
ｂ）の場合と同様に、空孔１１０を構成する多面体の各頂点における電界集中が緩和され
る。その結果、レーザの素子寿命が長くなるという特徴を有する。
このような構造は、本実施例で説明した製法に限らず、貼りあわせ等の他の製法を用いて
作製することができる。また、フォトニック結晶面発光レーザに限らず、空孔１１０の上
下方向に電流を流すようなフォトニック結晶デバイスにも上記の構造を好適に用いること
ができる。
【００４６】
　　［実施例２］
　本実施例２では、図９を用いて窒化物フォトニック結晶面発光レーザの製造方法の構成
例について説明する。
ここでは、特に、フォトニック結晶と活性層の距離を近づけた構造の製造方法の例につい
て説明する。
図９（ａ）に示すように、ＧａＮ基板８０１上に、ｎ型クラッド層８０２であるｎ型Ａｌ

0.09Ｇａ0.91Ｎ、ｎ型ガイド層８０３であるｎ型ＧａＮをＭＯＶＰＥ法によって順に成長
させる。
なお、本実施例では、ｎ型ガイド層８０３が実施形態１の第一窒化物半導体層１０２に相
当し、その主面８０６は（０００１）面である。
図９（ｂ）は、ｎ型ガイド層８０３の主面８０６にフォトニック結晶を形成する工程を経
た後の構造を示しており、フォトニック結晶を形成する工程は、実施例１と同じである。
なお、本実施例では、フォトニック結晶パターンは、細孔８０９を周期１８５ｎｍで三角
格子状に配列し、開口部８０８の直径は７５ｎｍの円形である。
【００４７】
　図９（ｃ）は、図９（ｂ）の工程に続いて行う、第一熱処理工程を説明する図である。
なお、第一熱処理工程の熱処理用マスク８１２は、フォトニック結晶を形成したときに使
用したエッチングマスク８０７を用いており、材料はＳｉＯxである。第一熱処理工程の
雰囲気は、Ｎ2流量が１０ｓｌｍ（＝０．４５ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3流量が５ｓｌｍ（
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＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）であり、熱処理温度は、１０５０℃である。
また、本実施例の第一熱処理工程では、ｎ型ドーパント原料であるＳｉ2Ｈ6は流していな
いが、熱処理工程の最適化を行ううえでは、Ｓｉ2Ｈ6を流してもよい。第一熱処理工程で
は、ｎ型ガイド層８０３の主面８０６の主面が（０００１）面であるので、マストランス
ポートによって、側壁８１０には、主面に対して垂直な（１－１００）面と、傾斜した（
１－１０３）面が形成される。
第一熱処理工程の後、バッファードフッ酸によって熱処理用マスク８１２を除去した。
【００４８】
　図９（ｄ）は、第二熱処理工程を説明する図である。
本実施例の第二熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が１０ｓｌｍ（＝０．４５ｍｏｌ／ｍｉ
ｎ）、ＮＨ3流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）であり、ＩＩＩ族原料である
ＴＭＧと、ｎ型ドーパント原料であるＳｉ2Ｈ6は流さない。すなわち、Ｒ１＝Ｒ２＝０で
ある。温度は、１０５０℃である。
その結果、第二熱処理工程では、ｎ型ガイド層８０３のｎ型ＧａＮのマストランスポート
によってのみ、フォトニック結晶の細孔８０９の上部が塞がることになり、塞がったキャ
ップ層８１３（ｎ型ＧａＮ）の厚みを薄くできる。
【００４９】
　本実施例において、空孔８１４を塞ぐキャップ層８１３の厚さは２０ｎｍであった。
続いて、キャップ層８１３の上に、活性層８０４をＭＯＶＰＥ法により成長させる。
これにより、フォトニック結晶の空孔８１４と活性層８０４の距離を近づけることができ
、活性層８０４で発生した光の多くをフォトニック結晶によって回折させることができる
という特徴が得られる。
なお、活性層８０４は、３周期の多重量子井戸構造を形成しており、材料は、井戸層がＩ
ｎ0.09Ｇａ0.91Ｎで、障壁層がＩｎ0.01Ｇａ0.99Ｎである。
次に、ｐ型ガイド層１００１であるｐ型ＧａＮ、ｐ型クラッド層８１５であるｐ型Ａｌ0.

09Ｇａ0.91Ｎ、ｐ型コンタクト層８１６であるｐ型ＧａＮを、順にＭＯＶＰＥ法により順
に成長させる。
続いて、ＧａＮ基板８０１の裏面にＴｉ／Ａｌのｎ側電極８１７を、ｐ型コンタクト層表
面にＴｉ／Ａｕのｐ側電極８１８を電子ビーム蒸着により形成する。
以上の工程により、図９（ｅ）に示した波長４００ｎｍ帯で駆動する窒化物半導体フォト
ニック結晶による面発光レーザの作製が可能である。
【００５０】
　　［実施例３］
　本実施例３では、窒化物半導体フォトニック結晶による面発光レーザの製造方法の構成
例について説明する。
ここでは、特に、フォトニック結晶がＩｎＧａＮと空気で形成され、フォトニック結晶の
細孔８０９の上部をＡｌＧａＮによって塞ぐ構造の製造方法の例について説明する。
ＧａＮ基板８０１上に、ｎ型クラッド層８０２であるｎ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ、ｎ型ガイ
ド層８０３であるｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ、活性層８０４をＭＯＶＰＥ法によって順に成
長させる。
なお、活性層８０４の構造は、３周期の多重量子井戸構造を形成しており、材料は、井戸
層がＩｎ0.18Ｇａ0.82Ｎで、障壁層がＩｎ0.02Ｇａ0.98Ｎである。
フォトニック結晶は、活性層８０４の上に成長させたｐ型ガイド層８０５（ｐ型Ｉｎ0.02

Ｇａ0.98Ｎ）に形成する。
なお、ｐ型ガイド層８０５の主面８０６は（０００１）面である。その形成方法は、実施
例１と同様である。
フォトニック結晶の細孔８０９は、孔直径７０ｎｍ、深さ２００ｎｍであり、ｐ型ガイド
層８０５（ｐ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ）の面内に周期１８５ｎｍで正方格子状に配列されて
いる。
【００５１】
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　続いて行う本実施例における第一熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が１０ｓｌｍ（＝０
．４５ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）であり、
熱処理温度は、９００℃である。
また、本実施例の第一熱処理工程では、ｐ型ドーパント原料であるＣＰ２Ｍｇは流してい
ないが、熱処理工程の最適化を行ううえでは、ＣＰ２Ｍｇを流してもよい。
この第一熱処理工程の結果、側壁８１０には、主面に対して垂直な（１－１００）面と、
傾斜した（１－１０２）面が形成される。
次に、熱処理用マスク８１２であるＳｉＯxを、バッファードフッ酸によってウェットエ
ッチングした。
【００５２】
　また、続いて行う本実施例における第二熱処理工程では、フォトニック結晶の細孔８０
９の上部をｐ型Ａｌ0 .05Ｇａ0.95Ｎで塞ぐ。
すなわち、キャップ層８１３が、ｐ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎである。
第二熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が２０ｓｌｍ（＝０．８９ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3

流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）である。
ここでは、それらに加えて、ＩＩＩ族原料であるＴＭＧを流量９５μｍｏｌ／ｍｉｎ、Ｔ
ＭＡを流量５μｍｏｌ／ｍｉｎ、ｐ型ドーパント原料であるＣＰ２Ｍｇを流量０．３μｍ
ｏｌ／ｍｉｎで流した。第二熱処理温度は１０５０℃である。第二熱処理の温度は、１０
５０℃であり、ｐ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎに対しては、温度が高く脱離が激しくなる恐れが
あるが、本実施例３においては、第一熱処理工程において孔の側壁８１０に安定な結晶面
８１１が形成されたため、影響は小さかった。
第二熱処理工程の結果、フォトニック結晶の空孔８１４の孔径（対向する側壁面の間隔）
は６０ｎｍである。
熱処理工程前後でサイズ変動を１０ｎｍに抑制しつつ、フォトニック結晶の細孔８０９の
上部をキャップ層８１３（ｐ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ）で塞ぐことができた。
なお、このキャップ層８１３（ｐ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ）を、ｐ型クラッド層８１５とし
て機能させることも可能であり、本実施例では、図１０に示すように、キャップ層８１３
の厚さをｐ型クラッド層８１５と同程度の厚さに成長させた。
【００５３】
　続いて、キャップ層８１３の上に、ｐ型コンタクト層８１６であるｐ型ＧａＮをＭＯＶ
ＰＥ法によって順に成長させる。
次に、ＧａＮ基板８０１の裏面にＴｉ／Ａｌのｎ側電極８１７を、ｐ型コンタクト層表面
にＴｉ／Ａｕのｐ側電極８１８をフォトリソグラフィと電子ビーム蒸着法とリフトオフ法
により形成する。
以上の工程により、図１０に示すような、波長４５０ｎｍ帯で駆動する窒化物半導体フォ
トニック結晶による面発光レーザの作製が可能である。
【００５４】
　　［実施例４］
　本実施例４では、窒化物半導体フォトニック結晶による面発光レーザの製造方法の構成
例について説明する。
ここでは、特に、フォトニック結晶がＡｌＧａＮと空気で形成され、フォトニック結晶の
細孔８０９の上部をＩｎＧａＮによって塞ぐ構造の製造方法の例について説明する。
ＧａＮ基板８０１上に、ｎ型クラッド層８０２であるｎ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95ＮをＭＯＶＰ
Ｅ法によって成長させる。
なお、ｎ型クラッド層８０２の主面８０６は（０００１）面である。
本実施例では、フォトニック結晶の細孔８０９は、ｎ型クラッド層８０２に形成する。そ
の形成方法は、実施例２と同様である。
フォトニック結晶の細孔８０９の構造は、実施形態４に示した方法を用いて、対向する側
壁間隔が７０ｎｍ、深さ２００ｎｍの六角柱を形成し、ｎ型クラッド層８０２（ｎ型Ａｌ

0.05Ｇａ0.95Ｎ層）の面内に周期１８５ｎｍで正方格子状に配列されている。
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【００５５】
　続いて行う本実施例における第一熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が２０ｓｌｍ（＝０
．８９ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）であり、
熱処理温度は、１１００℃である。
また、本実施例の第一熱処理工程では、ｎ型ドーパント原料であるＳｉ2Ｈ6は流していな
いが、熱処理工程の最適化を行ううえでは、Ｓｉ2Ｈ6を流してもよい。この第一熱処理工
程の結果、側壁８１０には、主面８０６に対して垂直な（１－１００）面と、傾斜した（
１－１０１）面が形成される。
次に、熱処理用マスク８１２であるＳｉＯxを、バッファードフッ酸によってウェットエ
ッチングした。
【００５６】
　続いて行う本実施例における第二熱処理工程では、フォトニック結晶の細孔８０９の上
部をｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎで塞ぐ。
すなわち、キャップ層８１３がｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎである。
第二熱処理工程の雰囲気は、Ｎ2流量が１５ｓｌｍ（＝０．６７ｍｏｌ／ｍｉｎ）、ＮＨ3

流量が５ｓｌｍ（＝０．２２ｍｏｌ／ｍｉｎ）である。
ここでは、それらに加えて、ＩＩＩ族原料であるＴＭＧを流量５０μｍｏｌ／ｍｉｎ、Ｔ
ＭＩを流量２０μｍｏｌ／ｍｉｎ、ｎ型ドーパント原料であるＳｉ2Ｈ6を流量５×１０-3

μｍｏｌ／ｍｉｎで流した。第二熱処理温度は８５０℃である。
第二熱処理工程の結果、フォトニック結晶の細孔８０９の孔径（対向する側壁面の間隔）
は７０ｎｍであり、熱処理前後でサイズをほとんど変動させることなく、フォトニック結
晶の細孔８０９の上部をｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎで塞ぐことができた。
本実施例では、キャップ層８１３（ｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ）が、ｎ型ガイド層８０３を
兼ねる。
【００５７】
　続いて、活性層８０４をＭＯＶＰＥ法によって成長させる。
なお、活性層８０４の構造は、３周期の多重量子井戸構造を形成しており、材料は、井戸
層がＩｎ0.18Ｇａ0.82Ｎで、障壁層がＩｎ0.02Ｇａ0.98Ｎである。
ｐ型ガイド層１００１であるｐ型ｎ型Ｉｎ0.02Ｇａ0.98Ｎ、ｐ型クラッド層８１５である
ｐ型Ａｌ0.05Ｇａ0.95Ｎ層、ｐ型コンタクト層８１６であるｐ型ＧａＮを順にＭＯＶＰＥ
法により順に成長させる。
続いて、ＧａＮ基板の裏面にＴｉ／Ａｌのｎ側電極８１７を、ｐ型コンタクト層表面にＴ
ｉ／Ａｕのｐ側電極８１８を電子ビーム蒸着により形成する。
以上の工程により、図１１に示すような、波長４５０ｎｍ帯で駆動する窒化物フォトニッ
ク結晶面発光レーザの作製が可能である。
【符号の説明】
【００５８】
１００：半導体構造
１０１：基板
１０２：第一窒化物半導体層
１０３：主面
１０４：細孔
１０５：エッチングマスク
１０６：開口部
１０７：側壁
１０８：熱処理用マスク
１０９：結晶面
１１０：空孔
１１１：第二窒化物半導体層
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