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１．はじめに
窒化物半導体の AlGaN は、その組成を変化させることでバンドギャップエネルギーを約 3.4 eV から 6.0 eV まで変化さ
せることのできる直接遷移型の半導体であり、近年、深紫外発光素子応用への期待が高まっている。また、その高い絶縁
破壊電界と比較的高い移動度という特徴を活かして高電子移動度トランジスタ（HEMT）を中心とする電子デバイス応用
も進んでいる。更に、AlGaN の励起子束縛エネルギー室温より大きく、これは量子光学デバイス応用に向けて非常に有利
な特徴である。量子光学応用を考える際、必要となるのが原子層レベルの界面制御の手法で
ある。具体的には、界面揺らぎを一掃した量子井戸構造からの狭線幅発光や、人為的な界面
揺らぎによる量子ドット（QDs）的なふるまいを観察することが求められている。以上を踏ま
えて、本研究では深紫外光源用の材料として期待される窒化アルミニウムガリウム（AlGaN）
の気相成長における原子層レベルの界面制御手法の確立を量子光学デバイス応用目的で行っ
た。
結晶成長最表面ではステップフロー成長モードで成長するため、界面制御を考える上で、
ステップ端の果たす役割は大きい。AlN テンプレート上(Al)GaN においても下地のステップ
密度が膜厚や組成の揺らぎに大きく影響する。しかし、ステップ端密度を制御した AlN 及び
ステップフリーAlN の報告例は、サファイア基板上 AlN テンプレートと AlN 単結晶基板のい
ずれの場合においても無い。これに対し本研究では、ステップフロー成長を阻害し、スパイ
ラル成長の起点となる螺旋転位密度の極めて低いサファイア基板上アニール処理スパッタ
AlN 膜[1]上に有機金属気相成長（MOVPE）法を用いて(Al)GaN の成長することで、原子層レ
ベルに平坦な表面とその上への発光層となる多重量子井戸（MQW）構造の作製を行った。

２．実験方法
本研究では、図 1 に示す手順で試料の作製を行った。まず、サファイア基板上にスパッタ
法により AlN 膜を成膜し（図 1-1.）
、その後、高温アニール処理を行った(図 1-2.)

[1]

。この

際、Face-to-face 配置で基板を配置することにより、AlN の熱分解を抑制した。この際、アニ
ール処理後の AlN 表面に酸化物の微小島が出現し、その後の MOVPE 成長に悪影響を及ぼす
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図 １．アニール処理
スパッタ AlN 膜上
の MOVPE 成長。
図１．アニール処理スパッタAlN
膜上の MOVPE 成長。

量子光学デバイスに向けた窒化物半導体における原子層レベルの界面制御

205

ことが明らかになったため、MOVPE 成長前に表面クリーニングを行い、微小島を除去した（図 1-3.）
。最後に、
MOVPE 法を用いて AlN および AlGaN MQW 構造の成長を行った（図 1-4.）
。スパッタ成膜は AlN ターゲットを用い
600oC で行い、アニール処理は 1700 oC で 3 時間行った。

３．結果と考察
刃状転位密度が 1×109 cm-2 以下、螺旋転位密度が 1
×107 cm-2 以下のアニール処理スパッタ AlN 膜[1]に対
して、表面クリーニングを行った。高温(1300oC)で
H2+NH3 クリーニングを行うことにより、微小島が除
去できた。クリーニング後、光電子分光測定で O1s の
ピーク強度が低下していることから、微小島は酸化物
であることがわかった。表面クリーニングを行った
後、AlN の MOVPE 成長を行った[2]。図 2(a-c)に
MOVPE 成長時の NH3 の流量および AlN の成長レート
を変化させたときの表面 AFM 像の関係を示す。NH3
の流量増加により成長レートが大きくなり、成長モー
ドがステップバンチングからレイヤーバイレイヤー成
長手前まで変化した。成長速度 1 µ/hr 程度で AlN を成

図２．NH3 流量 (a) 0.1 slm、(a)2.0 slm、および (a)4.0 slm で MOVPE 成長
図 ２．NH3 流量(a)0.1 slm、(a)2.0
slm、および(a)4.0 slm で
2
した AlN 膜の 5 × 5 μ m の AFM 像。
MOVPE 成長した AlN 膜の 5×5 µm2 の AFM 像。(c)2.0
slm で
2
(c)2.0 slm で MOVPE 成長した AlN 膜の
1 × 1 μ m の AFM 像およびそ
MOVPE 成長した AlN 膜の 1×1 µm2 の AFM 像およびその
の (e) 断面プロファイル（(d) の黒線に対応）。
(e)断面プロファイル（(d)の黒線に対応）。

長させたとき、図(d,e)に示すとおり単原子層高さ（約
0.25 nm）を有する原子的に平坦な表面を得た。ま
た、この試料について 2 次イオン質量分析（SIMS）
を用いて不純物濃度測定を行った結果、AlN 成長後、
アニールスパッタ AlN と比較して O、C、Si すべての
不純物濃度が大きく低下していることがわかった。ま
た、透過電子顕微鏡像観察により、AlN 成長後の刃状
転位密度は、下地 AlN の結晶性を引き継ぎ低転位密
度であることが明らかとなった。以上より低転位密度

図３．
(a) アニール処理スパッタ AlN
膜上
MQWMQW
構造および
図 ３．(a)アニール処理スパッタ
AlN
膜上
構造および
(b)
サファイア直上 MOVPE
膜上
MQW
構造の室温
(b)サファイア直上
MOVPE成長
成長AlN
AlN
膜上
MQW
構造のCL 発光波長
マップ。
室温 CL 発光波長マップ。

かつ低不純物濃度で平坦な表面を持つ AlN 膜の作製が可能になった。この平坦なアニール処理スパッタ AlN 膜上
MOVPE 成長 AlN 上に AlGaN/AlGaN MQW 構造を積層し、その発光特性を室温のカソードルミネッセンス測定により評
価した。図 3(a)に得られた CL ピーク発光マップを示す。比較として従来のサファイア直上 MOVPE 成長 AlN 上 MQW
の結果を図 3(b)に示す。アニール処理スパッタ AlN 上では下地の AlN が平坦であり、かつ、ステップフロー成長を阻害
する螺旋転位密度が少ないことから AlGaN の組成むらや QW の井戸幅むらに繋がる成長再表面の凹凸が最小限に抑え
られた結果、図 3(a)に示すとおり発光波長むらが抑制できたと考えられる。

４．まとめと将来展望
本研究では、螺旋転位密度の少ないアニール処理スパッタ AlN 膜上に MOVPE 成長する際、表面クリーニングを行っ
た後に最適な MOVPE 成長条件で AlN 再成長をすることで、単原子層高さのステップを有する原子層レベルで平坦な
AlN 膜が成膜できることを示した。また、これらの平坦性が MQW 構造の均一な発光に繋がることを示した。今後、ス
テップ端密度の制御と低温での光学特性評価を検討する。
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