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(57)【要約】
【課題】良好な表面モフォロジを有する半極性のエピタ
キシャル膜を含むIII族窒化物半導体素子を提供する。
【解決手段】III族窒化物半導体からなる支持基体１３
の主面１３ａは、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して
所定の角度ＡＬＰＨＡで傾斜した基準軸Ａｘに直交する
基準平面ＲＳＵＢに沿って延在する。基準軸Ａｘは、該
III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸への方向に１０度以
上８０度未満の範囲内の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜
する。主面１３ａは半極性を示す。基準軸Ａｘは、該II
I族窒化物半導体のｃ軸からａ軸への方向に－０．３０
度以上＋０．３０度以下の範囲内の第２の角度ＡＬＰＨ
Ａ２にある。基準軸Ａｘは主面１３ａの法線方向に延在
する。エピタキシャル半導体領域１５の最表面１５ａの
モフォロジは複数のピットを含み、該ピットのピット密
度は５×１０４ｃｍ－２以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　III族窒化物半導体素子であって、
　III族窒化物半導体からなり、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨ
Ａで傾斜した基準軸に直交する第１の基準平面に沿って延在する主面を有する支持基体と
、
　前記支持基体の前記主面上に設けられたエピタキシャル半導体領域と
を備え、
　前記エピタキシャル半導体領域は、複数の窒化ガリウム系半導体層を含み、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結
晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜しており、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第２結
晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾
斜しており、
　前記所定の角度、前記第１の角度及び前記第２の角度は
　ＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２

という関係を有し、
　前記エピタキシャル半導体領域の最表面のモフォロジは複数のピットを含み、
　前記ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である、ことを特徴とするIII族窒
化物半導体素子。
【請求項２】
　前記ピットの開口において、該III族窒化物半導体のｃ軸と前記第１結晶とにより規定
される第２の基準平面と該ピットとの交差により規定される第１の方向に関する第１の開
口幅は、該第１の方向に直交する第２の方向に関する第２の開口幅より小さい、ことを特
徴とする請求項１に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項３】
　前記エピタキシャル半導体領域の膜厚は２μｍ以上である、ことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項４】
　前記複数のピットのうち一部は１００ｎｍ以上の深さを有する、ことを特徴とする請求
項１～請求項３のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項５】
　前記第１の角度は６３度以上８０度未満である、ことを特徴とする請求項１～請求項４
のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項６】
　前記第２の角度は－０．１０度以上＋０．１０度以下の範囲にある、ことを特徴とする
請求項１～請求項５のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項７】
　前記ピット密度は５×１０３ｃｍ－２以下である、ことを特徴とする請求項１～請求項
６のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項８】
　前記エピタキシャル半導体領域は、ＩｎＧａＮ層を含み、
　前記第１の角度は７０度以上８０度未満である、ことを特徴とする請求項１～請求項７
のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項９】
　前記第１の角度は７２度以上７８度未満である、ことを特徴とする請求項８に記載され
たIII族窒化物半導体素子。
【請求項１０】
　前記エピタキシャル半導体領域に接触を成す電極を更に備える、ことを特徴とする請求
項１～請求項９のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
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【請求項１１】
　前記エピタキシャル半導体領域は、第１導電型窒化ガリウム系半導体層、第２導電型窒
化ガリウム系半導体層、及び発光層を含み、
　前記発光層は、前記第１導電型窒化ガリウム系半導体層と前記第２導電型窒化ガリウム
系半導体層との間に設けられる、ことを特徴とする請求項１～請求項１０のいずれか一項
に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項１２】
　前記支持基体の前記III族窒化物半導体はＧａＮである、ことを特徴とする請求項１～
請求項１１のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項１３】
　前記支持基体の転位密度は１×１０６ｃｍ－２以下である、ことを特徴とする請求項１
～請求項１２のいずれか一項に記載されたIII族窒化物半導体素子。
【請求項１４】
　III族窒化物半導体素子のためのエピタキシャル基板であって、
　III族窒化物半導体からなり、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨ
Ａで傾斜した基準軸に直交する第１の基準平面に沿って延在する主面を有する基板と、
　前記基板の前記主面上に設けられたエピタキシャル半導体領域と
を備え、
　前記エピタキシャル半導体領域は、複数の窒化ガリウム系半導体層を含み、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結
晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜しており、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第２結
晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾
斜しており、
　前記所定の角度、前記第１の角度及び前記第２の角度は
　ＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２

という関係を有し、
　前記エピタキシャル半導体領域の最表面のモフォロジは複数のピットを含み、
　前記ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である、ことを特徴とするエピタキ
シャル基板。
【請求項１５】
　前記ピットの開口において、該III族窒化物半導体のｃ軸と前記第１結晶とにより規定
される第２の基準平面と該ピットとの交差により規定される第１の方向に関する第１の開
口幅は、該第１の方向に直交する第２の方向に関する第２の開口幅より小さい、ことを特
徴とする請求項１４に記載されたエピタキシャル基板。
【請求項１６】
　前記エピタキシャル半導体領域の膜厚は２μｍ以上である、ことを特徴とする請求項１
４又は請求項１５に記載されたエピタキシャル基板。
【請求項１７】
　前記第１の角度は６３度以上８０度未満である、ことを特徴とする請求項１４～請求項
１６のいずれか一項に記載されたエピタキシャル基板。
【請求項１８】
　前記エピタキシャル半導体領域は、第１導電型窒化ガリウム系半導体層、第２導電型窒
化ガリウム系半導体層、及び発光層を含み、
　前記発光層は、前記第１導電型窒化ガリウム系半導体層と前記第２導電型窒化ガリウム
系半導体層との間に設けられる、ことを特徴とする請求項１４～請求項１７のいずれか一
項に記載されたエピタキシャル基板。
【請求項１９】
　前記基板の前記III族窒化物半導体はＧａＮである、ことを特徴とする請求項１４～請
求項１８のいずれか一項に記載されたエピタキシャル基板。
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【請求項２０】
　前記基板の転位密度は１×１０６ｃｍ－２以下である、ことを特徴とする請求項１４～
請求項１９のいずれか一項に記載されたエピタキシャル基板。
【請求項２１】
　III族窒化物半導体素子を作製する方法であって、
　III族窒化物半導体からなり、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨ
Ａで傾斜した基準軸に直交する第１の基準平面に沿って延在する主面を有する基板を準備
する工程と、
　前記基板の前記主面上に、複数の窒化ガリウム系半導体層を含むエピタキシャル半導体
領域を成長する工程と
を備え、
　前記エピタキシャル半導体領域は、複数の窒化ガリウム系半導体層を含み、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結
晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜しており、
　前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第２結
晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾
斜しており、
　前記所定の角度、前記第１の角度及び前記第２の角度は
　ＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２

という関係を有し、
　前記エピタキシャル半導体領域の最表面のモフォロジは複数のピットを含み、
　前記ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である、ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記エピタキシャル半導体領域に接触を成す電極を形成する工程を更に備える、ことを
特徴とする請求項２１に記載された方法。
【請求項２３】
　前記エピタキシャル半導体領域は、第１導電型窒化ガリウム系半導体層、第２導電型窒
化ガリウム系半導体層、及び発光層を含み、
　前記発光層は、前記第１導電型窒化ガリウム系半導体層と前記第２導電型窒化ガリウム
系半導体層との間に設けられる、ことを特徴とする請求項２１又は請求項２２に記載され
た方法。
【請求項２４】
　前記ピットの開口において、該III族窒化物半導体のｃ軸と前記第１結晶とにより規定
される第２の基準平面と該ピットとの交差により規定される第１の方向に関する第１の開
口幅は、該第１の方向に直交する第２の方向に関する第２の開口幅より小さい、ことを特
徴とする請求項２１、請求項２２又は請求項２３に記載された方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、III族窒化物半導体素子、エピタキシャル基板、及びIII族窒化物半導体素子
を作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１には、ｍ面ＧａＮ基板におけるミスカットの影響について記載されている
。実験は、［０００－１］方向にミスカット角度を持つ（１－１００）面ＧａＮ基板を用
いて行われる。ミスカット角は、０．４５、０．７５、５．４及び９．６度であった。表
面モフォロジは、ミスカット角度の増大するにつれて改善される。
【０００３】
　非特許文献２には、ｍ面ＧａＮ上でのピラミッド形状のヒルロックについて記載されて
いる。ミスカット角をゼロから１０度にａ軸からｃ－軸への方向に変更すると、ヒルロッ
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クが低減される。
【０００４】
　非特許文献３には、ｍ面ＧａＮ基板上に作製されたＩｎＧａＮ／ＧａＮ発光ダイオード
の光学特性に関して、ＧａＮ基板の結晶軸の傾斜について記載されている。
【０００５】
　非特許文献４には、半極性（１１－２２）面ＧａＮ基板上に形成されたＩｎＧａＮ／Ｇ
ａＮ量子井戸構造が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Hisashi Yamada et al., Jpn. J. Appl. Phys. Vol.46, No.46, (2007)
, pp.L1117-Ｌ1119
【非特許文献２】A. Hirai et al., Appl. Phys. Lett. 91, 191906 (2007)
【非特許文献３】Hisashi Yamada et al., J. Crystal Growth, 310, (2008), pp.4968-4
971
【非特許文献４】M. Ueda et al., Appl. Phys. Lett. 89 211907(2006)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＧａＮといったIII族窒化ガリウム系半導体基板の半極性面ＧａＮ上にエピタキシャル
に成長されたＧａＮ膜では、その表面モフォロジが良好ではない。発明者らの知見によれ
ば、半極性窒化ガリウム系半導体上へのエピタキシャル成長は、ｃ面、ｍ面、ａ面といっ
た面方位の結晶面への成長と異なる様相を示す。
【０００８】
　発明者らの実験によれば、半極性窒化ガリウム系半導体のエピタキシャル膜の表面モフ
ォロジには、ピットといった比較的大きな凹部が現れる。半極性面におけるピットはｃ面
におけるピットと異なる形状を有する。エピタキシャル膜の半極性面におけるピットの形
状が対称性を持たず、開口の形状は大きなアスペクト比を示す横長或いは縦長の形状を成
す。これ故に、半極性面におけるピットは、エピタキシャル膜表面において大きなエリア
に影響を与える。
【０００９】
　発明者らの検討によれば、半極性面におけるピットは、半導体素子においてリーク電流
を増加させる。また、電極が、上記のピットを含む表面モフォロジのエピタキシャル膜上
に形成されると、順方向及び逆方向への電圧印加において、このモフォロジ異常に起因し
てリークが生じる。さらに、発光素子では、発光の波長半値幅が増大する。
【００１０】
　本発明は、このような事情を鑑みて為されたものであり、良好な表面モフォロジを有す
る半極性のエピタキシャル膜を含むIII族窒化物半導体素子を提供することを目的とし、
またこのIII族窒化物半導体素子のためのエピタキシャル基板を提供することを目的とし
、さらに該III族窒化物半導体素子を作製する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】
【００１１】
　本発明の一側面に係るIII族窒化物半導体素子は、（ａ）III族窒化物半導体からなり、
該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨＡで傾斜した基準軸に直交する
第１の基準平面に沿って延在する主面を有する支持基体と、（ｂ）前記支持基体の前記主
面上に設けられたエピタキシャル半導体領域と
を備える。前記エピタキシャル半導体領域は、複数の窒化ガリウム系半導体層を含み、前
記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結晶軸
への方向に１０度以上８０度未満の範囲の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜しており、前記
基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第１結晶軸へ
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の方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾斜して
おり、前記所定の角度、前記第１の角度及び前記第２の角度はＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ
１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２という関係を有し、前記エピタキシャル半導体領域の最表
面のモフォロジは複数のピットを含み、前記ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以
下である。
【００１２】
　本発明の別の側面は、III族窒化物半導体素子のためのエピタキシャル基板である。こ
のエピタキシャル基板は、（ａ）III族窒化物半導体からなり、該III族窒化物半導体のｃ
軸に対して所定の角度ＡＬＰＨＡで傾斜した基準軸に直交する第１の基準平面に沿って延
在する主面を有する基板と、（ｂ）前記基板の前記主面上に設けられたエピタキシャル半
導体領域とを備える。前記エピタキシャル半導体領域は、複数の窒化ガリウム系半導体層
を含み、前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の
第１結晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜して
おり、前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第
２結晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２
で傾斜しており、前記所定の角度、前記第１の角度及び前記第２の角度はＡＬＰＨＡ＝（
ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２という関係を有し、前記エピタキシャル半導体
領域の最表面のモフォロジは複数のピットを含み、前記ピットのピット密度は５×１０４

ｃｍ－２以下である。
【００１３】
　上記の側面におけるIII族窒化物半導体素子及びエピタキシャル基板では、第２の角度
ＡＬＰＨＡ２の値が－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲にある。半極性面の下地上
に設けられるエピタキシャル半導体領域において、上記の結晶軸に対してｃ軸の傾斜方向
が僅かに変位することに起因するピット生成とその拡大が抑制される。これ故に、エピタ
キシャル半導体領域は、半極性のエピタキシャル膜に良好な表面モフォロジが提供される
。
【００１４】
　本発明の更なる別の側面は、III族窒化物半導体素子を作製する方法である。この方法
は、（ａ）III族窒化物半導体からなり、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度
ＡＬＰＨＡで傾斜した基準軸に直交する第１の基準平面に沿って延在する主面を有する基
板を準備する工程と、（ｂ）前記基板の前記主面上に、複数の窒化ガリウム系半導体層を
含むエピタキシャル半導体領域を成長する工程とを備える。前記エピタキシャル半導体領
域は、複数の窒化ガリウム系半導体層を含み、前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ
軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲
の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜しており、前記基準軸は、該III族窒化物半導体のｃ軸
からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第２結晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度
以下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾斜しており、前記所定の角度、前記第１の角度
及び前記第２の角度はＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２という関
係を有し、前記エピタキシャル半導体領域の最表面のモフォロジは複数のピットを含み、
前記ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である。
【００１５】
　この側面によれば、第２の角度ＡＬＰＨＡ２の値が－０．３０度以上＋０．３０度以下
の範囲にある。エピタキシャル半導体領域が半極性面の下地上への成長において、上記の
結晶軸に対してｃ軸の傾斜方向が僅かに変位することに起因するピット生成及びその拡大
が抑制される。これ故に、III族窒化物半導体素子の作製において半極性のエピタキシャ
ル膜に良好な表面モフォロジが提供される。
【００１６】
　上記の側面に係る発明では、前記ピットの開口において、該III族窒化物半導体のｃ軸
と前記第１結晶軸とにより規定される第２の基準平面と該ピットとの交差により規定され
る第１の方向に関する第１の開口幅は、該第１の方向に直交する第２の方向に関する第２
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の開口幅より小さい。この発明によれば、半極性面におけるピットはｃ面におけるピット
と異なる形状を有する。エピタキシャル膜の半極性面におけるピットの形状が対称性を持
たず、大きなアスペクト比を示す横長或いは縦長の形状を成す。これ故に、半極性面にお
けるピットはエピタキシャル膜表面において大きなエリアに影響を与えるので、ピット密
度の低減は、良好なモフォロジの表面を拡大するために有効である。
【００１７】
　上記の側面に係る発明では、前記エピタキシャル半導体領域の膜厚は２μｍ以上である
。この発明によれば、半極性面における上記ピットは、貫通転位といった結晶欠陥を起点
として起きる成長異常が原因と考えられる。エピタキシャル半導体領域の膜厚が上記の値
程度になると、成長異常の頻度がピット密度の増大に影響するようになる。成長異常の多
くは、エピタキシャル半導体領域の最表面にモフォロジ異常を引き起こす。貫通転位は例
えば下地の窒化物領域から引き継ぐものがある。
【００１８】
　上記の側面に係る発明では、前記複数のピットのうち一部は１００ｎｍ以上の深さを有
する。この発明によれば、ピットは、成長異常が成長中にエピタキシャル半導体領域の表
面まで引き継がれて生じる。深いピットは、半導体素子の電気的特性に影響する。
【００１９】
　上記の側面に係る発明では、前記第１の角度は６３度以上８０度未満であることができ
る。この発明によれば、上記の角度範囲のエピタキシャル半導体領域の表面において、他
の角度範囲に比べて、ピット密度が増加する傾向にある。
【００２０】
　上記の側面に係る発明では、前記第１の角度は－０．１０度以上＋０．１０度以下の範
囲にあることが好ましい。この発明によれば、第１の角度が上記の範囲にあるとき、ピッ
ト密度の低減に好適である。
【００２１】
　上記の側面に係る発明では、前記ピット密度は５×１０３ｃｍ－２以下であることがで
きる。この発明によれば、良好なピット密度のエピタキシャル半導体領域が提供される。
【００２２】
　上記の側面に係る発明では、前記エピタキシャル半導体領域は、ＩｎＧａＮ層を含み、
前記第１の角度は７０度以上８０度未満であることができる。この発明によれば、高Ｉｎ
組成のＩｎＧａＮ層を作製でき、このＩｎＧａＮ層においてピット密度を低減できる。
【００２３】
　上記の側面に係る発明では、前記第１の角度は７２度以上７８度未満であることができ
る。この発明によれば、高Ｉｎ組成及び低Ｉｎ偏析のＩｎＧａＮ層を作製でき、このＩｎ
ＧａＮ層においてピット密度を低減できる。
【００２４】
　上記の側面に係るIII族窒化物半導体素子では、前記エピタキシャル半導体領域に接触
を成す電極を更に備えることができる。この発明によれば、上記ピットに起因するリーク
電流を低減可能な電極をIII族窒化物半導体素子に提供できる。
【００２５】
　上記の側面に係る発明では、前記エピタキシャル半導体領域は、第１導電型窒化ガリウ
ム系半導体層、第２導電型窒化ガリウム系半導体層、及び発光層を含み、前記発光層は、
前記第１導電型窒化ガリウム系半導体層と前記第２導電型窒化ガリウム系半導体層との間
に設けられることができる。この発明によれば、エピタキシャル半導体領域の成長中に、
ピットは、あるファセット面から構成されており、エピタキシャル半導体領域のための窒
化ガリウム系半導体は、本来の成長面だけでなくピットのファセット面上にも成長される
。ファセット面における構成元素の取り込みは、本来の成長面における該構成元素の取り
込みと異なるので、ピットの近傍では、構成元素の組成に変位が生じる。特に、発光層の
成長中では、ファセット面における構成元素（例えばインジウム）の取り込みが本来の成
長面における取り込みと異なるので、ピットの近傍では、構成元素の組成に変位が生じて
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、これは発光スペクトルにおける半値全幅を増加させる。
【００２６】
　上記の側面に係る発明では、前記支持基体又は基板の前記III族窒化物半導体はＧａＮ
であることが好ましい。この発明によれば、ＧａＮ領域上にエピタキシャル半導体領域を
設けることができ、ピット密度以外の結晶品質の低下を低減できる。
【００２７】
　上記の側面に係る発明では、前記支持基体又は基板の転位密度は１×１０６ｃｍ－２以
下であることが好ましい。この発明によれば、下地の転位密度に起因するピットの生成を
低減できる。
【００２８】
　本発明の更なる別の側面に係るIII族窒化物半導体素子の作製方法は、前記エピタキシ
ャル半導体領域に接触を成す電極を形成する工程を更に備えることができる。この方法に
よれば、ピット密度が低減されているので、電極直下に位置するピットの数を低減できる
。
【００２９】
　本発明の上記の目的および他の目的、特徴、並びに利点は、添付図面を参照して進めら
れる本発明の好適な実施の形態の以下の詳細な記述から、より容易に明らかになる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、良好な表面モフォロジを有する半極性のエピタキシャル膜を含むIII
族窒化物半導体素子を提供することを目的と、またこのIII族窒化物半導体素子のための
エピタキシャル基板を提供することを目的とし、さらに該III族窒化物半導体素子を作製
する方法を提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体素子及びエピタキシャル基板の
共通要素を概略的に示す図面である。
【図２】図２は、III族窒化物半導体素子として発光素子の構造を概略的に示す図面であ
る。
【図３】図３は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体素子を作製する方法における主
要な工程を含む工程フローを示す図面である。
【図４】図４は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体素子を作製する方法における主
要な工程を模式的に示す図面である。
【図５】図５は、半極性基板上のＧａＮエピタキシャル膜の最表面に現れたピットを示す
図面である。
【図６】図６は、半極性基板上のＧａＮエピタキシャル膜の最表面に現れたピットを示す
図面である。
【図７】図７は、いくつかの第２の角度を有する主面のＧａＮ基板上に成長されたＧａＮ
エピタキシャル膜の表面モフォロジを示す図面である。
【図８】図８は、ＩｎＧａＮ層を含む窒化ガリウム系エピタキシャル半導体領域の発光の
面分布を示す図面である。
【図９】図９は、成長温度を変化させた場合のＧａＮエピタキシャル膜の表面モフォロジ
を示す図面である。
【図１０】図１０は、ｃ軸からｍ軸方向に７５度の角度で傾斜した（２０－２１）面とい
った半極性面上におけるＧａＮの成長を模式的に示す図面である。
【図１１】図１１は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体発光素子を作製する方法に
おける主要な工程を模式的に示す図面である。
【図１２】図１２は、実施例２における半導体レーザを概略的に示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】



(9) JP 2011-23537 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

　本発明の知見は、例示として示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮する
ことによって容易に理解できる。引き続いて、添付図面を参照しながら、本発明のIII族
窒化物半導体素子及びエピタキシャル基板、並びにIII族窒化物半導体素子及びエピタキ
シャル基板を作製する方法に係る実施の形態を説明する。可能な場合には、同一の部分に
は同一の符号を付する。
【００３３】
　図１は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体素子及びエピタキシャル基板の共通要
素を概略的に示す図面である。III族窒化物半導体素子１１ａは支持基体１３及びエピタ
キシャル半導体領域１５を備え、またエピタキシャル基板１１ｂでは支持基体１３の替わ
りに基板１４が用いられる。引き続く説明では、III族窒化物半導体素子１１ａを参照し
ながら、III族窒化物半導体素子１１ａ及びエピタキシャル基板１１ｂを説明する。支持
基体１３は、III族窒化物半導体からなり、例えばＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、Ａ
ｌＮ等からなることができる。支持基体１３は主面１３ａ及び裏面１３ｂを有しており、
裏面１３ｂは主面１３ａの反対側の面である。支持基体１３の主面１３ａは、該III族窒
化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨＡで傾斜した基準軸Ａｘに直交する第１の
基準平面ＲＳＵＢに沿って延在する。基準軸Ａｘは、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ
軸及びａ軸のいずれか一方の第１の結晶軸（例えばｍ軸）への方向に１０度以上８０度未
満の範囲内の第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜する。これ故に、主面１３ａは半極性を示す
。基準軸Ａｘは、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の結晶軸
（例えばａ軸）への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲内の第２の角度ＡＬ
ＰＨＡ２にある。第２の基準平面ＲＣＭはIII族窒化物半導体のｃ軸と結晶軸（例えばｍ
軸）とによって規定される。図１には、代表的なｃ面Ｓｃが描かれており、ｃ軸方向を示
すｃ軸ベクトルＶＣも描かれている。本実施例では、基準軸Ａｘは主面１３ａの法線方向
に延在し、法線ベクトルＶＮと共に示される。
【００３４】
　エピタキシャル半導体領域１５は支持基体１３の主面１３ａ上に設けられている。エピ
タキシャル半導体領域１５の最表面１５ａのモフォロジは複数のピットを含み、該ピット
のピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である。本実施例では、基準軸Ａｘは最表面１５
ａの法線方向に延在する。本実施例では、エピタキシャル半導体領域１５は、例えば複数
の窒化ガリウム系半導体層１６ａ、１６ｂ、１６ｃを含むことができる。窒化ガリウム系
半導体層１６ａは支持基体１３と接合Ｊ１を成し、窒化ガリウム系半導体層１６ｂは窒化
ガリウム系半導体層１６ａと接合Ｊ２を成し、窒化ガリウム系半導体層１６ｃは窒化ガリ
ウム系半導体層１６ｂと接合Ｊ３を成す。窒化ガリウム系半導体層１６ａ、１６ｂ、１６
ｃは支持基体１３上に順に成長されたエピタキシャル膜である。
【００３５】
　III族窒化物半導体素子１１ａでは、第２の角度ＡＬＰＨＡ２の値が－０．３０度以上
＋０．３０度以下の範囲にある。エピタキシャル半導体領域１５が半極性面の下地上への
成長において、上記の結晶軸に対してｃ軸の傾斜方向が僅かに変位することに起因するピ
ット生成が抑制される。これ故に、III族窒化物半導体素子１１ａ及びエピタキシャル基
板１１ｂの作製において半極性のエピタキシャル膜の表面１５ａに良好な表面モフォロジ
が提供される。
【００３６】
　III族窒化物半導体素子１１ａでは、支持基体１３（これと同様にエピタキシャル基板
の基板）のIII族窒化物半導体はＧａＮであることが好ましい。ＧａＮ領域上にエピタキ
シャル半導体領域を設けることができ、ピット密度以外の結晶品質の低下を低減できる。
また、支持基体１３（これと同様にエピタキシャル基板の基板）の転位密度は１×１０６

ｃｍ－２以下であることが好ましい。この発明によれば、下地の転位密度に起因するピッ
トの生成を低減できる。
【００３７】
　図２は、III族窒化物半導体素子１１ａとして発光素子の構造を概略的に示す図面であ
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る。発光素子は、例えばレーザダイオード、発光ダイオードであることができる。III族
窒化物半導体素子１１ａが発光素子であるとき、図２に示されるように、エピタキシャル
半導体領域１５は、第１導電型窒化ガリウム系半導体層１７、第２導電型窒化ガリウム系
半導体層１９及び発光層２１を含む。発光層２１は、第１導電型窒化ガリウム系半導体層
１７と第２導電型窒化ガリウム系半導体層１９との間に設けられることができる。第１導
電型窒化ガリウム系半導体層１７は、例えばｎ型クラッド層を含むことができ、ｎ型クラ
ッド層は、例えばＧａＮ、ＡｌＧａＮ及びＩｎＡｌＧａＮ等からなることができる。第２
導電型窒化ガリウム系半導体層１９はｐ型クラッド層を含むことができ、ｐ型クラッド層
は、例えばＧａＮ、ＡｌＧａＮ及びＩｎＡｌＧａＮ等からなることができる。発光層２１
は、例えば量子井戸構造の活性層２３を含むことができ、必要な場合には、発光層２１は
、第１導電型窒化ガリウム系半導体層１７と活性層２３との間に設けられた光ガイド層２
５を含むことができ、光ガイド層２５は例えばＧａＮ層及び／又はＩｎＧａＮ層からなる
ことができる。第２導電型窒化ガリウム系半導体層１９と活性層２３との間に設けられた
光ガイド層２７を含むことができ、光ガイド層２７は例えばＧａＮ層及び／又はＩｎＧａ
Ｎ層からなることができる。活性層２３は、基準軸Ａｘの方向に交互に配列された障壁層
２３ａ及び井戸層２３ｂを含むことができる。井戸層２３ｂは例えばＩｎＧａＮ層からな
ることができ、障壁層２３ａは例えばＧａＮ、ＩｎＧａＮ層からなることができる。
【００３８】
　エピタキシャル半導体領域１５の成長中に、ピットは、あるファセット面から構成され
ており、エピタキシャル半導体領域１５のための窒化ガリウム系半導体は、本来の成長面
だけでなくピットのファセット面上にも成長される。ファセット面における構成元素の取
り込みは、本来の成長面における該構成元素の取り込みと異なるので、ピットの近傍では
、構成元素の組成に変位が生じる。特に、発光層２１の成長中では、ファセット面におけ
る構成元素（例えばインジウム）の取り込みが本来の成長面における取り込みと異なるの
で、ピットの近傍では、構成元素の組成に変位が生じて、これは発光スペクトルにおける
半値全幅を増加させる。
【００３９】
　III族窒化物半導体素子１１ａは、エピタキシャル半導体領域１５の表面１５ａに設け
られた電極２９ａを含み、電極２９ａは、エピタキシャル半導体領域１５の最上層１５ａ
を構成するコンタクト層に接触を成すアノードであることができる。ピット密度が低減さ
れているので、上記ピットに起因するリーク電流を低減する電極２９ａをIII族窒化物半
導体素子１１ａに提供できる。また、ピットに起因するリーク電流を低減可能な電極２９
ａをIII族窒化物半導体素子１１ａに提供できるエピタキシャル基板を提供できる。エピ
タキシャル半導体領域１５の最上層１５ａは、リーク電流を低減可能な良好な表面モフォ
ロジを示す。
【００４０】
　III族窒化物半導体素子１１ａは、支持基体１３の裏面１３ｂに設けられた電極２９ｂ
を含み、電極２９ｂは、カソードであることができる。
【００４１】
　エピタキシャル半導体領域１５の最上層１５ａにおけるピットの開口において、該ピッ
トと基準平面ＲＣＭとの交差により規定される第１の方向に関する第１の開口幅は、該第
１の方向に直交する第２の方向に関する第２の開口幅より小さい。半極性面におけるピッ
トはｃ面におけるピットと異なる形状を有する。エピタキシャル膜の半極性面におけるピ
ットの形状が対称性を持たず、１より大きい大きなアスペクト比を示す横長或いは縦長の
形状を成す。これ故に、半極性面におけるピットはエピタキシャル膜表面において大きな
エリアに影響を与えるので、ピット密度の低減は、良好なモフォロジの表面を拡大するた
めに有効である。
【００４２】
　エピタキシャル半導体領域１５の膜厚は２μｍ以上である。半極性面における上記ピッ
トは、貫通転位といった結晶欠陥を起点として起きる成長異常が原因と考えられる。エピ
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タキシャル半導体領域１５の膜厚が上記の値程度になると、成長異常の頻度がピット密度
の増大に影響するようになる。成長異常の多くは、エピタキシャル半導体領域１５の最表
面１５ａにモフォロジ異常を引き起こす。貫通転位は例えば下地の窒化物領域から引き継
ぐものがある。
【００４３】
　複数のピットのうち一部は１００ｎｍ以上の深さを有する。ピットは、成長異常が成長
中にエピタキシャル半導体領域１５の表面１５ａまで引き継がれて生じる。深いピットは
、半導体素子の電気的特性に影響する。
【００４４】
　第１の角度ＡＬＰＨＡ１は６３度以上８０度未満であることができる。この角度範囲の
エピタキシャル半導体領域１５の表面１５ａにおいて、他の角度範囲に比べて、ピット密
度が増加する傾向にある。また、エピタキシャル半導体領域は、井戸層といったＩｎＧａ
Ｎ層を含むことができる。第１の角度ＡＬＰＨＡ１は７０度以上８０度未満であることが
できる。高Ｉｎ組成のＩｎＧａＮ層を作製でき、このＩｎＧａＮ層においてピット密度を
低減できる。さらに、第１の角度ＡＬＰＨＡ１は７２度以上７８度未満であることができ
る。高Ｉｎ組成及び低Ｉｎ偏析のＩｎＧａＮ層を作製でき、このＩｎＧａＮ層においてピ
ット密度を低減できる。
【００４５】
　第２の角度ＡＬＰＨＡ２は－０．１０度以上＋０．１０度以下の範囲にあることが好ま
しい。この角度が上記の範囲にあるとき、ピット密度の低減に好適である。また、ピット
密度は５×１０３ｃｍ－２以下であるとき、良好なピット密度のエピタキシャル半導体領
域１５が提供される。
【００４６】
　図３は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体素子を作製する方法における主要な工
程を含む工程フローを示す図面である。図４は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体
素子を作製する方法における主要な工程を模式的に示す図面である。
【００４７】
　工程Ｓ１０１では、図４（ａ）に示されるように、基板５１を準備する。基板５１は、
III族窒化物半導体からなる。基板５１の主面５１ａは、該III族窒化物半導体のｃ軸に対
して傾斜した基準軸Ａｘに直交する基準平面に沿って延在する。基準軸Ａｘは、該III族
窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の結晶軸への方向に第１の角度ＡＬ
ＰＨＡ１で傾斜しており、第１の角度ＡＬＰＨＡ１は１０度以上８０度未満の範囲にある
。また、基準軸Ａｘは、該III族窒化物半導体のｃ軸からｍ軸及びａ軸のいずれか他方の
結晶軸への方向に第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾斜しており、第２の角度ＡＬＰＨＡ２は、
－０．３０度以上＋０．３０度以下の範囲にある。所定の角度ＡＬＰＨＡ、第１の角度Ａ
ＬＰＨＡ１及び第２の角度はＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２と
いう関係を有する。引き続く説明では、基板５１の一例としてＧａＮ基板（引き続く説明
では「基板５１」として参照する）を用いる。
【００４８】
　工程Ｓ１０２では、基板５１を成長炉１０に配置した後に、図４（ｂ）に示されるよう
に、ＧａＮ基板５１のサーマルクリーニングを成長炉１０を用いて行う。摂氏１０５０度
の温度で、ＮＨ３とＨ２を含むガスＧ０を成長炉１０に流しながら、１０分間の熱処理を
行う。
【００４９】
　引き続き有機金属気相成長法を用いて、基板５１上に複数の窒化ガリウム系半導体層を
成長して、エピタキシャル基板を作製する。原料にはトリメチルガリウム（ＴＭＧ）、ト
リメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、トリメチルインジウム（ＴＭＩ）、アンモニア（ＮＨ

３）を用いた。ドーパントガスとして、シラン（ＳｉＨ４）及びビスシクロペンタジエニ
ルマグネシウム（ＣＰ２Ｍｇ）を用いた。
【００５０】
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　工程Ｓ１０３では、図４（ｃ）に示されるように、基板５１の主面５１ａ上にエピタキ
シャル半導体領域５３を成長する。エピタキシャル半導体領域５３は例えば一又は複数の
窒化ガリウム系半導体層を含むことができる。引き続く説明から理解されるように、エピ
タキシャル半導体領域５３の最表面５３ａのモフォロジは複数のピットを含み、ピットの
ピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である。
【００５１】
　これらの工程により、III族窒化物半導体素子のためのエピタキシャル基板１１ｂが作
製される。このエピタキシャル基板１１ｂは、図１に示されるように、基板１４及びエピ
タキシャル半導体領域１５を備える。基板１４はIII族窒化物半導体からなり、またその
主面１４ａは、該III族窒化物半導体のｃ軸に対して所定の角度ＡＬＰＨＡで傾斜した基
準軸Ａｘに直交する基準平面ＲＳＵＢに沿って延在する。エピタキシャル半導体領域１５
は、基板１４の主面１４ａ上に設けられる。基準軸Ａｘは、該III族窒化物半導体のｃ軸
からｍ軸及びａ軸のいずれか一方の第１結晶軸への方向に１０度以上８０度未満の範囲の
第１の角度ＡＬＰＨＡ１で傾斜している。基準軸Ａｘは、該III族窒化物半導体のｃ軸か
らｍ軸及びａ軸のいずれか他方の第２結晶軸への方向に－０．３０度以上＋０．３０度以
下の範囲の第２の角度ＡＬＰＨＡ２で傾斜している。所定の角度、第１の角度及び第２の
角度は
ＡＬＰＨＡ＝（ＡＬＰＨＡ１２＋ＡＬＰＨＡ２２）１／２

という関係を有する。エピタキシャル半導体領域１５の最表面１５ａのモフォロジは複数
のピットを含み、該ピットのピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下である。
【００５２】
　図５は、半極性基板上のＧａＮエピタキシャル膜の最表面に現れたピットを示す図面で
ある。図５（ａ）を参照すると、２００μｍのスケールと共にピットのモフォロジが示さ
れている。図５（ｂ）に示されるように、転位といった格子欠陥を基点とした片方向に非
対称に成長した凹状のモフォロジ異常が観察される。図５（ｂ）には、縦軸及び横軸に１
００μｍのスケールが示されている。ピットの開口のサイズは、数１０μｍから数１００
μｍm程度である。
【００５３】
　図６は、半極性基板上のＧａＮエピタキシャル膜の最表面に現れたピットを示す図面で
ある。図６（ａ）を参照すると、エピタキシャル膜の最表面に現れたピットの断面の形状
が示されている。この断面は、図６（ｂ）に示されたラインＣＳに沿って取られている。
このピットの深さは１００ｎｍ以上であり、数μm程度更に深いピットも観察される。ピ
ットの開口が大きなアスペクト比を有するので、半極性面上のエピタキシャル膜に形成さ
れるピットは、ｃ面上エピタキシャル膜に形成されるピットに比べて、ピットによる不具
合を表面の広範囲に及ぼす。
【００５４】
　（実施例１）
図７は、いくつの第２の角度を有する主面のＧａＮ基板上に成長されたＧａＮエピタキシ
ャル膜の表面モフォロジを示す図面である。３種類のＧａＮ基板Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３を準備
した。これらのＧａＮ基板は、六方晶系ＧａＮにおけるｍ軸方向にｃ面から７５度の角度
で傾斜したＧａＮ主面を有しており、この傾斜面は（２０－２１）面として示される。い
ずれの主面も鏡面研磨されている。
外観写真、　ＧａＮ基板、　　第２の角度、　第１の角度－７５．０９
　　　　　　　　　　　　　　（ａ軸方向）、（ｃ軸からｍ軸）
図７（ａ）、ＧａＮ基板Ｓ１：－０．２６、－０．４０
図７（ｂ）、ＧａＮ基板Ｓ２：－０．１２、＋０．４０
図７（ｃ）、ＧａＮ基板Ｓ３：－０．０３、＋０．０３。
角度の単位が「度」である。
【００５５】
　図７に示されたＧａＮエピタキシャル膜の実験に加えて様々な実験は、ａ軸方向のわず
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かな角ずれが小さいほどモフォロジが良好になることを示している。また、ＧａＮの表面
モフォロジは、ａ軸方向のわずかな角ずれと同じ程度のｃ軸方向の角度ずれには敏感では
ない。
【００５６】
　発明者らの実験によれば、第２の角度ＡＬＰＨＡ２は－０．３０度以上＋０．３０度以
下の範囲にあることができる。この角度が上記の範囲にあるとき、ピット密度が低減され
る。また、ピット密度は５×１０４ｃｍ－２以下であるとき、低いピット密度の最表面を
有する窒化ガリウム系エピタキシャル半導体領域が提供される。
【００５７】
　発明者らの実験によれば、第２の角度ＡＬＰＨＡ２は－０．１０度以上＋０．１０度以
下の範囲にあることが好ましい。この角度が上記の範囲にあるとき、ピット密度の低減に
好適である。また、ピット密度は５×１０３ｃｍ－２以下であるとき、良好なピット密度
の最表面を有する窒化ガリウム系エピタキシャル半導体領域が提供される。
【００５８】
　図８は、ＩｎＧａＮ層を含む窒化ガリウム系エピタキシャル半導体領域の発光の面分布
を示す図面である。図８（ａ）を参照すると、発光波長のわずかな差異が窒化ガリウム系
エピタキシャル半導体領域の表面に生じることを示しており、発光むらは、横長のピット
の位置に一致している。図８（ｂ）は、ピットＰＩＴの断面を模式的に示す図面である。
ピットの凹部分の側面は何らかのファセット面Ｆ１、Ｆ２からなっている。ファセット面
Ｆ１、Ｆ２におけるインジウムの取り込みは、通常の成長面Ｇにおけるインジウムの取り
込みと異なるので、表面モフォロジの正常部と異常部で、発光波長が異なる。これ故に、
発光スペクトルにおける発光波長の半値幅が大きくなる。また、ピットの凹部分において
も、ファセット面の違いによって発光波長が異なる。これ故に、発光スペクトルにおける
発光波長の半値幅がさらに大きくなる。
【００５９】
　図９の表面モフォロジに示されるように、成長温度を下げると、キンクが伸びる方向の
ランダム性が上がる。このため、上記ピットに起因するモフォロジ異常が起きにくくなり
、ＧａＮ表面モフォロジが改善される。
外観写真、　ＧａＮ基板、　　第２の角度、　第１の角度－７５．０９
　　　　　　　　　　　　　（ａ軸方向）、（ｃ軸からｍ軸）、成長温度
図９（ａ）、ＧａＮ基板Ｓ１：－０．０７、－０．１４、摂氏１０５０度
図９（ｂ）、ＧａＮ基板Ｓ２：－０．０７、－０．１４、摂氏９５０度。
角度の単位が「度」である。
【００６０】
　発明者らの実験によれば、エピタキシャル半導体領域の膜厚は２μｍ以上であるとき、
半極性面における上記ピットの発生は顕著になる。しかしながら、膜厚は２μｍ未満であ
っても、ピットの発生が皆無になるわけではない。エピタキシャル半導体領域１５の膜厚
が上記の値程度になると、成長異常の頻度がピット密度の増大に影響するようになると考
えられる。また、成長異常の多くは、エピタキシャル半導体領域の最表面にモフォロジ異
常を引き起こす。貫通転位は例えば下地の窒化物領域から引き継ぐものがある。本実施例
におけるＧａＮ基板の転位密度は１×１０６ｃｍ－２以下である。
【００６１】
　図１０は、ｃ軸からｍ軸方向に７５度の角度で傾斜した（２０－２１）面といった半極
性面上におけるＧａＮの成長を模式的に示す図面である。図１０（ａ）を参照すると、小
さい角度ＡＬＰＨＡ２の半極性面への成長を示す。小さい角度ＡＬＰＨＡ２の半極性面で
は、キンクが＜１１－２０＞方向或いは＜－１－１２０＞方向に伸びる。この結果として
、＜１－１００＞方向にステップが伸びるような成長になる。ａ軸方向への角度ＡＬＰＨ
Ａ２の傾斜角がゼロ度に近い半極性面への成長では、成長中にキンクの伸びる方向はほぼ
ランダムになる。
【００６２】
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　図１０（ｂ）を参照すると、ある程度大きな角度ＡＬＰＨＡ２の半極性面への成長を示
す。ａ軸方向への傾斜角がある程度大きくなると、キンクは、ａ軸の傾斜の方向に選択的
に伸びるようになる。この成長中に、基板からの貫通転位といった結晶欠陥を起点として
成長異常が起きると、成長異常も選択的な成長になってピットが片方向に伸びていく。こ
れ故に、ピット起因のモフォロジ異常が生じる。
【００６３】
　以上説明したように、ａ軸方向への角度ＡＬＰＨＡ２の傾斜角がゼロ度に近いと、ピッ
トが発生するけれども、図５（ｂ）に示されるような、大きなアスペクト比の開口を形成
するように非対称にピットを形成することは無く、これ故に、表面モフォロジに与える影
響は小さくなる。
【００６４】
　また、角度ＡＬＰＨＡ１が７５度と異なるとき、上記の説明に例示されたキンク及びス
テップの伸びる方向が変わるけれども、同様の機構でモフォロジ異常が起こる。発明者ら
の実験によれば、半極性面における成長は、角度ＡＬＰＨＡ２の傾斜に敏感であり、比較
的大きな角度ＡＬＰＨＡ２の傾斜により生じるピットが、半極性に特有である。
【００６５】
　図１１は、本実施の形態に係るIII族窒化物半導体発光素子を作製する方法における主
要な工程を模式的に示す図面である。図１１を参照しながら、半導体発光素子を作製する
方法を説明する。既に説明したように、工程Ｓ１０３では、基板５１の主面５１ａ上にエ
ピタキシャル半導体領域５３を成長する。まず、工程Ｓ１０３－１では、図１１（ａ）に
示されるように、ｎ型窒化ガリウム系半導体領域５５を形成する。ｎ型窒化ガリウム系半
導体領域５５の形成のために、例えばｎ型クラッド層及び／又は緩衝層を成長する。ｎ型
クラッド層は、ＳｉドープＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＧａＮ等であることができる。
また、緩衝層はＩｎＧａＮ等からなることができる。
【００６６】
　次いで、工程Ｓ１０３－２では、図１１（ｂ）に示されるように、発光層５７を形成す
る。発光層５７の形成のために、量子井戸構造の活性層を成長する。量子井戸構造の井戸
層は例えばＩｎＧａＮからなり、量子井戸構造の障壁層は例えばＧａＮ又はＩｎＧａＮか
らなることができる。活性層の形成に先立って、光ガイド層を形成することができる。光
ガイド層は例えばＧａＮ層及びＩｎＧａＮ層を含むことができ、必要な場合には光ガイド
層の一部分にｎ型ドーパントを添加することができる。ｐ型窒化ガリウム系半導体領域５
９の形成に先立って、光ガイド層を形成することができる。光ガイド層は例えばＧａＮ層
及びＩｎＧａＮ層を含むことができ、必要な場合には光ガイド層の一部分にｐ型ドーパン
トを添加することができる。また、光ガイド層が複数の半導体層からなるとき、光ガイド
層内に電子ブロック層を設けることができる。
【００６７】
　発光層５７を成長した後に、図１１（ｃ）に示されるように、ｐ型窒化ガリウム系半導
体領域５９を形成する。ｐ型窒化ガリウム系半導体領域５９の形成のために、例えば電子
ブロック層、ｐ型クラッド層及びｐ型コンタクト層を成長する。電子ブロック層はＡｌＧ
ａＮ層からなることができる。ｐ型クラッド層は、ＭｇドープＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧａ
Ｎ等からなることができる。また、ｐ型コンタクト層はＭｇドープＡｌＧａＮ、Ｍｇドー
プＧａＮ等からなることができる。これらの工程により、エピタキシャル基板Ｅが作製さ
れる。
【００６８】
　工程Ｓ１０４では、エピタキシャル基板Ｅ上に、アノード及びカソードを形成する。本
実施例では、ｐ型コンタクト層に接触を成す電極を形成すると共に、基板５１の裏面を研
磨した後にこの研磨面に接触を成す電極を形成する。
【００６９】
　（実施例２）
半極性主面を有するＧａＮ基板上に、レーザダイオード構造（ＬＤ１）のエピタキシャル
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基板を作製した。エピタキシャル成長のための原料として、トリメチルガリウム（ＴＭＧ
）、トリメチルインジウム（ＴＭＩ）、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、アンモニア
（ＮＨ３）、シラン（ＳｉＨ４）、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ２Ｍｇ
）を用いた。
【００７０】
　６３度から８０度未満の傾斜角の範囲内の傾斜角に該当するＧａＮ基板１２０が準備さ
れた。ＧａＮ基板１２０は、六方晶系ＧａＮにおけるｍ軸方向にｃ軸に直交する平面から
７５度の角度で傾斜した主面を有しており、この傾斜面は（２０－２１）面として示され
る。また、ａ軸方向に０．０５度の角度で傾斜している。この主面も鏡面研磨されている
。この基板１２０上に以下の条件でエピタキシャル成長を行った。
【００７１】
　まず、ＧａＮ基板１２０を成長炉内に設置した。摂氏１０５０度の温度及び２７ｋＰａ
の炉内圧力において、ＮＨ３とＨ２を流しながら１０分間熱処理を行った。この熱処理に
よる表面改質によって、ＧａＮ基板１２０の表面に、オフ角によって規定されるテラス構
造が形成される。この熱処理の後に、ＧａＮ系半導体領域が成長される。バッファ層１２
１ａを成長した後に、例えば、摂氏１０５０度において、ＴＭＧ、ＴＭＡ、ＮＨ３、Ｓｉ
Ｈ４を成長炉に供給して、ｎ型クラッド層１２１ｂを成長した。ｎ型クラッド層１２１ｂ
は、例えばＳｉドープＡｌＧａＮ層である。ＡｌＧａＮ層の厚さは例えば２マイクロメー
トルであり、そのＡｌ組成は例えば０．０４であった。
【００７２】
　次いで、摂氏８４０度の基板温度で、ＴＭＧ、ＴＭＩ、ＮＨ３を成長炉に供給して、光
ガイド層１２２ａ、１２２ｂを成長した。光ガイド層１２２ａは、例えばアンドープＧａ
Ｎ層からなり、その厚さは５０ｎｍである。光ガイド層１２２ｂは、例えばアンドープＩ
ｎＧａＮ層からなり、その厚さは６５ｎｍである。
【００７３】
　次いで、活性層１２３を成長する。摂氏８７０度の基板温度で、ＴＭＧ、ＮＨ３を成長
炉に供給して、この障壁層成長温度でＧａＮ系半導体の障壁層１２３ａを成長した。障壁
層１２３ａは、例えばアンドープＧａＮであり、その厚さは１５ｎｍである。障壁層１２
３ａの成長後に、成長を中断して、摂氏８７０度から摂氏７５０度に基板温度を変更する
。変更後の井戸層成長温度で、ＴＭＧ、ＴＭＩ、ＮＨ３を成長炉に供給して、アンドープ
ＩｎＧａＮ井戸層１２３ｂを成長した。その厚さは３ｎｍである。井戸層１２３ｂの成長
後に、ＴＭＩの供給を停止すると共に、ＴＭＧ、ＮＨ３を成長炉に供給しながら、摂氏７
５０度から摂氏８７０度に基板温度を変更した。この変更中にも、アンドープＧａＮ障壁
層の一部が成長されている。温度の変更が完了した後に、アンドープＧａＮ障壁層の残り
を成長した。ＧａＮ障壁層１２３ｂの厚さは１５ｎｍである。続けて、障壁層の成長、温
度変更、井戸層の成長、を繰り返して、ＩｎＧａＮ井戸層１２３ｂ、ＧａＮ障壁層１２３
ａを形成した。
【００７４】
　摂氏８４０度の基板温度で、ＴＭＧ、ＴＭＩ、ＮＨ３を成長炉に供給して、活性層１２
３上に光ガイド層１２４ａ、１２４ｂを成長した。光ガイド層１２４ｂはアンドープＩｎ
ＧａＮ層からなる。光ガイド層１２４ｂの厚さは６５ｎｍであり、そのＩｎ組成は０．０
２であった。また、光ガイド層１２４ａはアンドープＧａＮ層からなる。光ガイド層１２
４ａの厚さは５０ｎｍであった。本実施例では、光ガイド層１２４ｂ上に電子ブロック層
１２５を成長した後に、光ガイド層１２４ａを成長した。光ガイド層１２４ｂの成長後に
ＴＭＧ及びＴＭＩの供給を停止して、基板温度を摂氏１０００度に上昇した。この温度で
、ＴＭＧ、ＴＭＡ、ＮＨ３、Ｃｐ２Ｍｇを成長炉に供給して、電子ブロック層１２５を成
長した。電子ブロック層１２５は例えばＡｌＧａＮであった。電子ブロック層１２５の厚
さは例えば２０ｎｍであり、Ａｌ組成は０．１２であった。
【００７５】
　光ガイド層１２４ａ上に、ＧａＮ系半導体領域が成長される。光ガイド層１２４ａの成
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長後に、ＴＭＧ及びＴＭＩの供給を停止して、基板温度を摂氏１０００度に上昇した。こ
の温度で、ＴＭＧ、ＴＭＡ、ＮＨ３、Ｃｐ２Ｍｇを成長炉に供給してｐ型クラッド層１２
６を成長した。ｐ型クラッド層１２６は例えばＡｌ０．０６Ｇａ０．９４Ｎであった。ｐ
型クラッド層１２６の厚さは例えば４００ｎｍであり、そのＡｌ組成は０．０６であった
。この後に、ＴＭＡの供給を停止して、ｐ型コンタクト層を成長した。ｐ型コンタクト層
１２７は例えばＧａＮからなり、その厚さ例えば５０ｎｍであった。成膜後に、成長炉の
温度を室温まで降温して、エピタキシャル基板を作製した。エピタキシャル基板の最表面
は、所望のモフォロジを有していた。
【００７６】
　このエピタキシャル基板上に電極を形成した。まず、シリコン酸化膜といった絶縁膜を
堆積し、この絶縁膜１２８にフォトリソグラフィ及びエッチングによりコンタクト窓を形
成した。コンタクト窓は、例えばストライプ形状であり、その幅は例えば１０マイクロメ
ートルである。次いで、ｐ型ＧａＮコンタクト層上にｐ電極（Ｎｉ／Ａｕ）１２９ａを形
成した。この後に、ｐパッド電極（Ｔｉ／Ａｕ）を形成した。ｎ電極（Ｔｉ／Ａｌ）１２
９ｂをエピタキシャル基板の裏面に形成した。電極アニール（例えば、摂氏５５０度で１
分）の手順で行って基板生産物を作製した。
【００７７】
　図１２は、実施例２における半導体レーザを概略的に示す図面である。図１２に示され
る半導体レーザを以下のようなものである：
ＧａＮ基板１２０：（２０－２１）面；
ｎ型バッファ層１２１ａ：ＳｉドープＧａＮ、成長温度１０５０度、厚さ１．５μｍ；
ｎ型クラッド層１２１ｂ：ＳｉドープＡｌＧａＮ、成長温度１０５０度、厚さ５００ｎｍ
、Ａｌ組成０．０４；
光ガイド層１２２ａ：アンドープＧａＮ、成長温度８４０度、厚さ５０ｎｍ；
光ガイド層１２２ｂ：アンドープＩｎＧａＮ、成長温度８４０度、厚さ６５ｎｍ、Ｉｎ組
成０．０３；
活性層１２３；
障壁層１２３ａ：アンドープＧａＮ、成長温度８７０度、厚さ１５ｎｍ；
井戸層１２３ｂ：アンドープＩｎＧａＮ、成長温度７５０度、厚さ３ｎｍ、Ｉｎ組成０．
２２；
光ガイド層１２４ｂ：アンドープＩｎＧａＮ、成長温度８４０度、厚さ６５ｎｍ、Ｉｎ組
成０．０３；
電子ブロック層１２５：ＭｇドープＡｌＧａＮ、成長温度１０００度、厚さ２０ｎｍ、Ａ
ｌ組成０．１２；
光ガイド層１２４ａ：アンドープＧａＮ、成長温度８４０度、厚さ５０ｎｍ；
ｐ型クラッド層１２６：ＭｇドープＡｌＧａＮ、成長温度１０００度、厚さ４００ｎｍ、
Ａｌ組成０．０６；
ｐ型コンタクト層１２７：ＭｇドープＧａＮ、成長温度１０００度、厚さ５０ｎｍ。
【００７８】
　これらの工程によって作製された基板生産物を８００μｍ間隔でａ面でへき開した。共
振器のためのａ面へき開面にはＳｉＯ２／ＴｉＯ２多層膜からなる反射膜を形成して、ゲ
インガイド型レーザダイオードを作製した。前端面の反射率は８０％であり、後端面の反
射率は９５％であった。このレーザダイオードの発振波長は５２０ｎｍで発振した。その
しきい値電流は２０ｋＡ／ｃｍ２であり、動作電圧（電流値：１６００ｍＡ）は７．２ボ
ルトであった。
【００７９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、半極性のエピタキシャル膜の良好な表面
モフォロジを有するIII族窒化物半導体素子が提供される。また、このIII族窒化物半導体
素子のためのエピタキシャル基板が提供される。さらに、該III族窒化物半導体素子及び
エピタキシャル基板を作製する方法が提供される。
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【００８０】
　好適な実施の形態において本発明の原理を図示し説明してきたが、本発明は、そのよう
な原理から逸脱することなく配置および詳細において変更され得ることは、当業者によっ
て認識される。本発明は、本実施の形態に開示された特定の構成に限定されるものではな
い。したがって、特許請求の範囲およびその精神の範囲から来る全ての修正および変更に
権利を請求する。
【符号の説明】
【００８１】
１１ａ…III族窒化物半導体素子、１１ｂ…エピタキシャル基板、
１３…支持基体、１３ａ…支持基体主面、１３ｂ…支持基体裏面、１５…エピタキシャル
半導体領域、ＡＬＰＨＡ、ＡＬＰＨＡ１、ＡＬＰＨＡ２…角度、Ａｘ…基準軸、ＲＳＵＢ

、ＲＣＭ…の基準平面、Ｓｃ…ｃ面、ｃＶＣ…軸ベクトル、１５…エピタキシャル半導体
領域、１５ａ…最表面、１６ａ、１６ｂ、１６ｃ…窒化ガリウム系半導体層、Ｊ１、Ｊ２
、Ｊ３…接合、１７…第１導電型窒化ガリウム系半導体層、１９…第２導電型窒化ガリウ
ム系半導体層、２１…発光層、２３…活性層、２５…光ガイド層、２７…光ガイド層、２
３ａ…障壁層、２３ｂ…井戸層、２９ａ…電極、
５１…基板、５１ａ…基板主面、５３…エピタキシャル半導体領域、５５…ｎ型窒化ガリ
ウム系半導体領域、５７…発光層、５９…ｐ型窒化ガリウム系半導体領域　

【図１】 【図２】
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