(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】

【請求項１】

ロエピタキシャル成長したインジウム錫酸化物（ＩＴ

透明基板上に積層したバンドギャップ付

透明負電極層として、透明基板上にヘテ

近の固有発光のみを示す、Ｘ線回折法においてＺｎＯの

Ｏ）層を有することを特徴とする請求項１記載の紫外発

結晶相の(0002)面のロッキングカーブにおける半値幅が

光ダイオード。

１度以下のｎ型ＺｎＯ層上に、ＳｒＣｕ２Ｏ２、ＣｕＡ

【請求項３】

ｌＯ２ 、またはＣｕＧａＯ２からなるｐ型半導体のう

層上にＮｉを積層したことを特徴とする請求項１記載の

ちの一つを積層して形成したｐ−ｎ接合からなる紫外発

紫外発光ダイオード。

光ダイオードであって、該透明基板は、原子状に平坦化

【請求項４】

したイットリア部分安定化ジルコニア（ＹＳＺ）(111)

下置換したＳｒＣｕ２Ｏ２薄膜を用いることを特徴とす

単結晶基板であり、該透明基板上に透明負電極層を有

る請求の範囲第１項記載の発光ダイオード。

し、該透明負電極層上にヘテロエピタキシャル成長した
キャリア濃度が１×１０１７〜１×１０２０の範囲のＺ

【請求項５】

ｎＯ層を発光層として有し、ＺｎＯ層上にｐ型半導体層

上に、基板温度２００〜１２００℃でｎ型ＺｎＯを成膜

を正孔注入層として有し、ｐ型半導体層側に正電極層を

し、さらにその上に、基板温度２００〜８００℃でＳｒ

有することを特徴とする紫外発光ダイオード。

Ｃｕ２Ｏ２からなるｐ型半導体層を成膜することを特徴

ｐ型半導体層側電極として、ｐ型半導体

１価金属元素をＳｒ位置に２０原子％以

原子状に平坦化したイットリア部分安定

化ジルコニア（ＹＳＺ）(111) 単結晶からなる透明基板
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とする請求項１記載の発光ダイオードの製造方法。

きる。このため、発光ダイオード（以下ＬＥＤ）として

【請求項６】

原子状に平坦化したイットリア部分安定

は、従来、赤色を出すＧａＡｓが主力であったが、より

化ジルコニア（ＹＳＺ）(111) 単結晶からなる透明基板

短波長の青色を出すＧａＮなどの実用化が進められてい

上に、基板温度２００〜１２００℃でｎ型ＺｎＯを成膜

る。

し、さらにその上に、基板温度５００〜８００℃でＣｕ

【０００３】さらに、ＧａＮよりも短波長の発光材料と

ＡｌＯ２またはＣｕＧａＯ２からなるｐ型半導体層を成

しては酸化亜鉛が挙げられる。酸化亜鉛（以下、Ｚｎ

膜することを特徴とする請求項１記載の発光ダイオード

Ｏ）は、高電気伝導性、可視領域での光透過性を利用し

の製造方法。

て太陽電池用の透明導電膜として検討されているほか、

【請求項７】

原子状に平坦化したイットリア部分安定

緑色の蛍光材料としても広く応用され、例えば、低速電

化ジルコニア（ＹＳＺ）(111) 単結晶からなる透明基板

子線衝撃型のＥＬデバイスとして実用化されている。Ｚ

上に、基板を加熱することなく、ｎ型ＺｎＯを成膜し、

ｎＯは、室温でのバンドギャップが約３．３８ｅＶの直

該ＺｎＯ膜表面に紫外光を照射して結晶化を進め、さら

接遷移型の半導体であり、紫外光励起により紫外領域

にその上に、基板を加熱することなく、ＳｒＣｕ

（室温では波長約３８０ｎｍ）の蛍光を示すことが知ら

２Ｏ２、ＣｕＡｌＯ２またはＣｕＧａＯ２からなるｐ型
半導体層を成膜し、該ｐ型半導体層に紫外光を照射して

れているため、ＺｎＯを使った発光ダイオードやレーザ

結晶化を進めることを特徴とする請求項１記載の発光ダ

密度記録メディアに応用できると考えられている。

イオードの製造方法。

【０００４】

【請求項８】

イットリア部分安定化ジルコニア（ＹＳ

【発明が解決しようとする課題】一般的に、発光ダイオ

Ｚ）単結晶を光学研磨し、１０００〜１３００℃に加熱

ードやレーザーダイオードを作製するには、ｐ型半導体

することによって原子状平坦化構造とした透明基板を用

とｎ型半導体を接合する必要がある。ｎ型のＺｎＯ薄膜

いることを特徴とする請求項５乃至７のいずれかに記載

は容易に作成することができるが、ｐ型のＺｎＯ薄膜に

の発光ダイオードの製造方法。

関する技術は、１９９９年に大阪大学の川合らによって

【請求項９】

ーダイオードが作製できれば、蛍光体の励起光源や超高

透明基板上にインジウム錫酸化物（ＩＴ

始めて報告された。これは、ＺｎＯのＺｎの一部をＧａ

Ｏ）層をヘテロエピタキシャル成長させることを特徴と

で置換した焼結体ターゲットを用いて、ＰＬＤ法により

する請求項５乃至８のいずれかに記載の発光ダイオード

Ｎ2 Ｏガス中で成膜することにより、ｃｏ−ｄｏｐｅ効

の製造方法。

果によりホール濃度が増加することでｐ型化できると説

【請求項１０】

原子状に平坦化したイットリア部分安

明されている。

定化ジルコニア（ＹＳＺ）(111) 単結晶からなる透明基

【０００５】しかし、本発明の出願時において、ＺｎＯ

板上に積層したバンドギャップ付近の固有発光のみを示

薄膜のｐ型特性を他の研究機関が確認したとの報告がな

すｎ型ＺｎＯ層上に、ＳｒＣｕ２Ｏ２、ＣｕＡｌＯ２ま

い。また、そもそも、ＺｎＯは、酸素欠陥（格子間亜

たはＣｕＧａＯ２からなるｐ型半導体のうちの一つを積

鉛）によりｎ型になりやすく、ｐ型半導体を安定して作

層して形成したｐ−ｎ接合であって、ｎ型ＺｎＯ層は単

製することが困難な材料であるため、ｐ−ｎ接合への電

結晶基板上にヘテロエピタキシャル成長させたＭｇ置換

流注入によるＬＥＤの作製が難しいという問題がある。

ＺｎＯ上にヘテロエピタキシャル成長させたものであ

ｎ型ＺｎＯとｐ型ＺｎＯの接合によるダイオードは、こ

り、キャリア濃度の低いｐ型半導体を正孔注入層として

れまで報告されていない。

有し、キャリア濃度の低いｐ型半導体層の上にキャリア

【０００６】ｎ型ＺｎＯとの接合に適するｐ型半導体と

濃度の高いｐ型半導体層を有することを特徴とする半導
体レーザー。

してＳｒＣｕ2 Ｏ2 がある。ＳｒＣｕ2 Ｏ2 は、室温で
のバンドギャップが約３．２ｅＶの間接遷移型半導体で

【発明の詳細な説明】

あり、ｐ型伝導を示す（Kudo, Yanagi, Hosono, Kawazo

【０００１】

e, APL, 73, 220 (1998)）。Ｋｕｄｏらの報告による

【発明の属する技術分野】本発明は、電流注入により紫
外線発光をさせられる紫外発光ダイオードおよび半導体

と、パルスレーザー堆積法により作製したＳｒＣｕ2 Ｏ
2 薄膜のキャリア濃度、移動度は、それぞれ１×１０17

レーザーに関する。

ｃｍ‑3、０．５ｃｍ2 ／Ｖｓである。結晶系は、正方晶

【０００２】

系（空間群：Ｉ４１／ａ）、格子定数は、ａ＝ｂ＝０．

【従来の技術】高度情報化社会の発達に伴い、記録メデ

５４８０ｎｍ、ｃ＝０．９８２５ｎｍであり、ＺｎＯの

ィアの高密度化が進んでいる。例えば、光ディスクの記
録・再生はコンパクトディスクから、より高密度記録可

(0001)とＳｒＣｕ2 Ｏ2 の(112) の格子整合性は１９％
であるため、ＺｎＯ上にヘテロエピタキシャル成長させ

能なデジタルビデオディスクへと変化した。光ディスク

ることができる。また、堆積時の基板温度が２００℃以

では、記録・再生は光を使って行うため、波長の短い光

上であれば単一相として形成することができる。

を用いることができれば記録密度を増加させることがで

【０００７】Ｋｕｄｏらは、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 膜上にｎ型
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ＺｎＯを成膜してダイオード特性が発現することを確認

た、本発明は、透明基板上にヘテロエピタキシャル成長

した(Kudo, Yanagi, Hosono, Kawazoe, Yano, APL, 75,

したインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）層を透明負電極層と

2851)。しかし、Ｋｕｄｏらの作製プロセスでは、基板

して有し、ＩＴＯ層上にヘテロエピタキシャル成長した

上にＳｒＣｕ2 Ｏ2 膜を作製した後にＺｎＯ膜を作製す

ＺｎＯ層を発光層として有し、ＺｎＯ層上にｐ型半導体

るので、結晶性の良いＺｎＯ膜を作製することができな

層を正孔注入層として有し、ｐ型半導体層上にＮｉ層を

かった。結晶性の良いＺｎＯ膜を作製するためには、基

正電極層として有することを特徴とする上記の発光ダイ

板温度を例えば、５００℃以上にすることが必要であ

オードである。また、本発明は、 １価金属元素をＳｒ

り、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 膜が分解したり、ＺｎＯ膜と反応し

位置に２０原子％以下置換したＳｒＣｕ2 Ｏ2 薄膜を用

たりして、ダイオード特性が失われるからである。この

いることを特徴とする上記の発光ダイオードである。

ため、Ｋｕｄｏらは、ダイオードからの発光を確認でき

【００１２】また、本発明は、 透明基板上に、基板温

ていなかった。

度２００〜１２００℃でｎ型ＺｎＯを成膜し、さらにそ

【０００８】また、ｎ型ＺｎＯとの接合に適するｐ型半

の上に、基板温度２００〜８００℃でＳｒＣｕ2 Ｏ2 か

導体として、ＣｕＡｌＯ2 およびＣｕＧａＯ2 がある。
ＣｕＡｌＯ2 は、デラフォサイト型と言われる構造を持

らなるp 型半導体層を成膜することを特徴とする上記の

つ結晶で、ｐ型伝導を示す半導体であり、Ｈ．Ｋａｗａ

明基板上に、基板温度２００〜１２００℃でｎ型ＺｎＯ

ｚｏｅらにより発見され、報告された(Nature, vol.38

を成膜し、さらにその上に、基板温度５００〜８００℃

9、p.939 (1997)) 。バンドギャップは３．１ｅＶ以上

でＣｕＡｌＯ2 またはＣｕＧａＯ2 からなるｐ型半導体

であり、１Ωｃｍ程度の抵抗率を持つ薄膜が得られてい

層を成膜することを特徴とする上記の発光ダイオードの

る。

製造方法である。また、本発明は、透明基板上に、基板

【０００９】また、ＣｕＧａＯ2 は、デラフォサイト型

を加熱することなく、ｎ型ＺｎＯを成膜し、該ＺｎＯ膜

と言われる構造を持つ結晶で、ｐ型伝導を示す半導体で

表面に紫外光を照射して結晶化を進め、さらにその上

ある。これらのｐ型透明半導体は、ダイオードなどの作
製に有望であることが容易に考えられるが、現実にダイ

に、基板を加熱することなく、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、ＣｕＡ
ｌＯ2 またはＣｕＧａＯ2 からなるｐ型半導体層を成膜

オードが作製された例はこれまでのところ存在しておら

し、該ｐ型半導体層に紫外光を照射して結晶化を進める

ず、発光ダイオードの作製例も存在しない。

ことを特徴とする上記の発光ダイオードの製造方法であ

【００１０】

る。また、本発明は、イットリア部分安定化ジルコニア

【課題を解決するための手段】本発明では、結晶性の良

（ＹＳＺ）単結晶を光学研磨し、１０００〜１３００℃

いｎ型ＺｎＯ膜を用い、これに、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、Ｃｕ

に加熱することによって原子状平坦化構造とした透明基

ＡｌＯ2 、またはＣｕＧａＯ2 膜を積層してｐ−ｎ接合
を作製し、ＺｎＯ層から紫外光を発することを特徴とし

板を用いることを特徴とする上記の発光ダイオードの製

た、発光ダイオードに関するものである。さらに、この

【００１３】また、本発明は、透明基板上に積層したバ

発光ダイオードの製造方法として、透明基板上にＺｎＯ

ンドギャップ付近の固有発光のみを示すｎ型ＺｎＯ層上

を結晶性良く積層し、さらにＳｒＣｕ2 Ｏ2 、ＣｕＡｌ
Ｏ2 、またはＣｕＧａＯ2 膜を積層して、本発明の発光

に、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、ＣｕＡｌＯ2 、またはＣｕＧａＯ
2 からなるｐ型半導体のうちの一つを積層して形成した

ダイオードを作製する製造方法を提供する。

ｐ−ｎ接合であって、ｎ型ＺｎＯ層は単結晶基板上にヘ

【００１１】すなわち、本発明は、透明基板上に積層し

テロエピタキシャル成長させたＭｇ置換ＺｎＯ上にヘテ

たバンドギャップ付近の固有発光のみを示すｎ型ＺｎＯ

ロエピタキシャル成長させたものであり、キャリア濃度

層上に、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、ＣｕＡｌＯ2 、またはＣｕＧ

の低いｐ型半導体を正孔注入層として有し、キャリア濃

ａＯ2 からなるｐ型半導体のうちの一つを積層して形成

度の低いｐ型半導体層の上にキャリア濃度の高いｐ型半

したｐ−ｎ接合からなることを特徴とする紫外発光ダイ

導体層を有することを特徴とする半導体レーザーであ

オードである。また、本発明は、透明基板が単結晶基板

る。

であることを特徴とする上記の発光ダイオードである。

【００１４】ダイオード中のＺｎＯ層が良好なバンドギ

また、本発明は、 単結晶基板は、原子状に平坦化した

ャップ付近の固有発光のみを示すためには、Ｘ線回折法

イットリア部分安定化ジルコニア（ＹＳＺ）(111)基板

において、ＺｎＯ結晶相の(0002)面のロッキングカーブ

であることを特徴とする上記の発光ダイオーである。ま

における半値幅が１度以下と十分に狭いことが必要であ

た、本発明は、ＺｎＯ層側電極として、透明基板とＺｎ

る。半値幅は、好ましくは０．５度以下であり、さらに

Ｏ層の間に透明電極を挿入したことを特徴とする上記の

好ましくは０．３度以下であり、この値は、ＺｎＯ層の

発光ダイオードである。また、本発明は、 ｐ型半導体

結晶性の良さと相関している。

層側電極として、ｐ型半導体層上にＮｉを積層したこと

【００１５】本発明の発光ダイオードは、３８０ｎｍの

を特徴とする上記の記載の発光ダイオードである。ま

紫外線を発光することに特徴があり、緑色を消して紫外

発光ダイオードの製造方法である。また、本発明は、透

造方法である。
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線だけとする、すなわち、バンドギャップ付近の固有発

負電圧を、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層に正電圧を加えて発光させ

光のみを示すようにするには、ＺｎＯ層の結晶性を十分

る。電圧を加えるための電極は、ＺｎＯ層とオーミック

に高め、ＺｎＯ格子中に存在する酸素欠損や過剰Ｚｎイ

接続が取れる負電極材料を用い、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層とオ

オンの濃度を十分に低めなければならない。

ーミック接続が取れる正電極材料を用いればよい。Ｚｎ

【００１６】透明基板は、室温においてＺｎＯからの波

Ｏ層とオーミック接続を取るための電極材料としては、

長３８０ｎｍの発光が良く透過するものであることが好

一般には、Ａｇがよく使われている。

ましい。３８０ｎｍにおける光透過率は、好ましくは５
０〜１００％であり、より好ましくは８０〜１００％で

【００２３】また、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層とオーミック接続
を取るための電極材料としては、Ｎｉ、Ｐｔなどのよう

ある。

に仕事関数の小さなものを用いる必要がある。Ａｕ、Ａ

【００１７】透明基板としては、例えば、ポリカーボネ

ｇなどのように仕事関数の大きな電極材料を用いると、

ート、ポリメタクリル酸メチルなどのプラスチック基
板、石英ガラス、耐熱ガラスなどのガラス基板、イット

ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層の仕事関数が小さいために、オーミッ
ク接続が取れないからである。

リア部分安定化ジルコニア（ＹＳＺ）(111) 面、サファ

【００２４】これら電極材料は、各層との接続面に用い

イア(0001)面などの結晶性基板などが挙げられるが、Ｚ

ればよいので、例えば、Ｃｕ線の表面をＡｇで被覆した

ｎＯ層、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層、ＣｕＡｌＯ2 層、ＣｕＧａ
Ｏ2 層などの成膜プロセスに耐える化学的性質を有する

ものを正電極に、Ｃｕの線の表面をＮｉで被覆したもの

ものであることが必要である。ガラス基板や結晶性基板

ても良い。このとき、正電極をＺｎＯ層に取り付けるた

は、光透過率を高めるために、両面を光学研磨してある

めにはＺｎＯ層が表面に出ているように、ＳｒＣｕ2Ｏ

ことが好ましい。
【００１８】透明基板に結晶性基板を使用すると、基板

2 層の一部が欠けている構造とすればよい。
【００２５】本発明の発光ダイオードでは、負電極層を

の結晶面の秩序構造がＺｎＯ層の結晶性に反映して、Ｚ

透明基板とＺｎＯ層との間に挟み込み、正電極層をＳｒ

ｎＯ層の結晶性が高まり、発光特性が改善されるので好
ましい。結晶性基板には、ＹＳＺ(111) 面、サファイア

Ｃｕ2 Ｏ2 層の上部に設けても良い。この様な構造を取
れば、発光ダイオードに接続するリード線に適当なコー

(0001)面などがあるが、ＺｎＯ結晶格子との整合性の高

ティングを行う必要がなく、例えば、Ｃｕ線を負電極層

いものが好ましい。

と正電極層にそれぞれ接続すればよい。負電極層には透

【００１９】また、後述するように、透明基板とＺｎＯ

明電極材料を用いて、ＺｎＯ層からの発光が負電極層お

層との間に透明負電極層を用いる場合には、透明負電極

よび透明基板を通して外部に取り出せるようにしてお

層の材料と格子整合する結晶を基板として採用すること

く。

が好ましい。例えば、透明負電極材料にインジウム錫酸

【００２６】負電極層に適した透明電極材料としては、

化物（ＩＴＯ）を用いる場合には、ＹＳＺ(111) 基板が

例えば、ＩＴＯ、ＡＺＯ（ＡｌをドープしたＺｎＯ）、

特に好適である。ＩＴＯの格子がＹＳＺと非常に良く適

ＧＺＯ（ＧａをドープしたＺｎＯ）、ＩｎＧａＯ3 （Ｚ

合するからである。

ｎＯ）ｍ（ｍは自然数）、Ｉｎ2 Ｏ3 （ＺｎＯ）ｍ（ｍ

【００２０】透明基板の上には結晶性の良いＺｎＯ層を
成膜する。ＺｎＯのキャリア濃度は１×１０17〜１×１

は自然数）、ＳｎＯ2 、Ｇａ2 Ｏ3 などを用いることが
できる。透明基板に単結晶基板を用いる場合には、基板

０20／ｃｍ3 の範囲としなくてはならない。キャリア濃
度が１×１０17／ｃｍ3 より低い場合には、接合部にお

材料の格子およびＺｎＯの格子と整合する材料を用いる

ける空乏層の厚みが大きくなり過ぎて発光に適さず、１
×１０20／ｃｍ3 より高い場合には、空乏層の厚みが小

晶を用いる場合には、ＩＴＯ、ＡＺＯ、ＧＺＯ、ＩｎＧ

さくなりすぎて発光に適さない。より好ましくは、１×
１０18〜１×１０19／ｃｍ3 の範囲である。

ある。

【００２１】ＺｎＯ膜の上部に、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 膜を成

ことができれば、ＺｎＯ層からの発光をＳｒＣｕ2 Ｏ2

膜する場合について以下に詳しく説明する。ＳｒＣｕ2
Ｏ2 層のキャリア濃度は１×１０16〜１×１０20／ｃｍ

層および正電極層を通して外部に取り出すことができる

3 の範囲である。キャリア濃度が１×１０16／ｃｍ3 よ

極材料が見いだされていないので、例えば、ＮｉやＰｔ

り低い場合には、ＺｎＯ層に注入できる正孔が少なくな
って発光に適さない。キャリア濃度が１×１０20／ｃｍ

などの金属材料を用いて正電極層を形成する。正電極層

3 より高い場合には、発光効率が落ちて、発光に適さな

の接続性を高めても良い。

い。ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層のキャリア濃度は、より好ましく
は１×１０17〜１×１０19／ｃｍ3 である。

【００２８】本発明の発光ダイオードでは、上述したＳ

【００２２】本発明の発光ダイオードでは、ＺｎＯ層に

ＧａＯ2 層を用いてもよい。すなわち、ＺｎＯ層に負電

を負電極として、例えば、半田を用いて各層に取り付け

ことが好ましい。例えば、透明基板にＹＳＺ(111) 単結
ａＯ3 （ＺｎＯ）ｍ、Ｉｎ2 Ｏ3 （ＺｎＯ）ｍが好適で
【００２７】本来なら、正電極層にも透明電極を用いる

のであるが、現在までのところ正電極層に適した透明電

の上には、さらに別の金属層を積層して、リード線等と

ｒＣｕ2 Ｏ2 層の代わりにＣｕＡｌＯ2 層、またはＣｕ
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圧を、ＣｕＡｌＯ2 層、またはＣｕＧａＯ2 層に正電圧

【００３３】ＣＶＤ法は、ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層

を加えて発光させる。このとき、正電極材料は、ＣｕＡ

を大面積で均質性良く成膜するのに優れた方法である一

ｌＯ2 層、またはＣｕＧａＯ2 層とオーミック接続を取

方、原料ガスに含まれるＣ等の不純物が層中に含まれや

れるものであればよく、Ｎｉ、Ｐｔなどのように仕事関

すい。ＭＢＥ法は、ＰＬＤ法同様に、ＺｎＯ層とＳｒＣ

数の小さなものを用いる。また、正電極層をＣｕＡｌＯ

ｕ2 Ｏ2 層を結晶性良く製造するのに優れている方法で

2 層、またはＣｕＧａＯ2 層の上部に設けても良く、例
えば、ＮｉやＰｔなどの金属材料を用いて正電極層を形

あるが、成膜容器中に酸素ガスを導入する必要があるの

成する。正電極層の上には、さらに別の金属層を積層し

しまい、分子線を作りにくいという問題がある。

て、リード線等の接続性を高めても良い。

【００３４】真空蒸着法は、最も簡便な方法の一つであ

【００２９】本発明の半導体レーザーにおいて、Ｍｇ置

るが、大面積成膜がしにくく、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 の化学組

換ＺｎＯ層とはＺｎＯ結晶のＺｎサイトをＭｇイオンに

成を制御しにくいという欠点がある。各成膜法にはそれ

よって置換したもので、（Ｚｎ1‑xＭｇx）Ｏ2という化

ぞれ特長があるので、好ましい特長に着眼して成膜法を

学式で記述される。ｘは置換率であって、０＜ｘ＜０．

選べばよい。

２の範囲である。キャリア濃度の低いｐ型半導体層は、

【００３５】また、成膜方法は基板材料によって制限さ

ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、ＣｕＡｌＯ2 層、またはＣｕＧａＯ2
からなるｐ型半導体層のうちの一つであるが、例えば、

れることがある。基板にプラスチック基板を用いる場合

ＳｒＣｕ2 Ｏ2 の場合、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 をそのまま用い

基板の変質が起こるので、変質が起こるよりも低い温度

るか、ドーパントとして加えるＫの量を制限して、キャ

で成膜しなくてはならない。ＣＶＤ法、ＭＢＥ法など、

リア濃度を低く抑える。キャリア濃度は、例えば、１×
１０16／ｃｍ3〜１×１０19／ｃｍ3の範囲で選択する。

原料の酸化反応を基板表面で進行させる必要のある方法

キャリア濃度の高いｐ型半導体層は、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 、

【００３６】ＰＬＤ法やスパッタリング法などは、プラ

ＣｕＡｌＯ2 層、またはＣｕＧａＯ2 からなるｐ型半導
体層のうちの一つであるが、キャリア濃度の低いｐ型半

スチック基板上にもＺｎＯやＳｒＣｕ2 Ｏ2 を成膜する
ことができる。ただし、各層の結晶性を充分に高くする

導体に用いた材料と同じものであることが好ましく、例

ことができないので、光照射など、適当な方法によって

えば、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 の場合、ドーパントとして加える

結晶化を進行させてやることが好ましい。例えば、スパ

Ｋの量を多めにして、キャリア濃度を高めにする。キャ

ッタリング法を用いる場合、基板を加熱することなく、

リア濃度は、キャリア濃度の低いｐ型半導体のキャリア
濃度よりも大きい必要があり、例えば、１×１０17／ｃ

いわゆる室温成膜条件において、ＺｎＯ層を成膜する。

ｍ3〜１×１０20／ｃｍ3の範囲で選択する。

によっても結晶性のＺｎＯ層が得られる。ただし、発光

【００３０】本発明の発光ダイオードは、成膜方法によ

効率を高め、より明るい発光ダイオードを製造するため

り製造する。ＰＬＤ、ＭＢＥ、スパッタリング、真空蒸

には、ＺｎＯ層の結晶性は充分高いことが好ましいの

着、ＣＶＤなどが挙げられるが、基板を変質させること

で、例えば、ＫｒＦエキシマーレーザー光などの紫外光

なく、かつ、充分に結晶性の良いＺｎＯ膜を形成できる

をＺｎＯ層表面に照射し、結晶化を進めることが適当で

方法を選ぶことが重要である。

ある。

【００３１】ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層を積層する方
法として、例えば、ＰＬＤ法、スパッタリング法、ＣＶ

【００３８】この後に、再びスパッタリング法によって

Ｄ法、ＭＢＥ法、真空蒸着法などを選ぶことができる。

を進める。プラスチック基板とＺｎＯ層の間に挟む透明

ＰＬＤ法は、ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層を結晶性良く

負電極層も同様の方法によって形成することができる。

製造するのに適している一方、現在までに開発されてい

ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層上に形成する金属正電極層は室温成膜

る装置では、成膜面積が例えば、２０ｍｍ径程度に限定

だけで充分である。金属層に紫外光を照射しても反射し

される点で量産上の課題がある。もっとも、近年は６イ

てしまうので、改質効果を期待することはできない。

ンチ径程度の面積に均一に成膜するＰＬＤ装置が市販さ

【００３９】どの成膜方法においても、基板にガラス基

れ始めている。

板や単結晶基板を用いる場合には、ＺｎＯ層を積層する

【００３２】スパッタリング法は、大面積成膜に適し、

際に、基板温度を例えば、１０００℃まで上昇させるこ

量産性の高い方法である一方、膜がプラズマに曝される

とができるので、その温度範囲内でＺｎＯ層の結晶性を

ためにＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層の結晶性がＰＬＤ膜
ほどには高めることができない。もっとも、近年はヘリ

充分に高めることができる。ＺｎＯ層の成膜温度として

コン・スパッタ装置、イオンビーム・スパッタ装置な

は結晶化が充分に進行せず、１２００℃以上ではＺｎＯ

ど、膜がプラズマに曝されない方式の装置が市販されて

成分が気相中に昇華し始める。

いる。

【００４０】透明基板とＺｎＯ相との間に透明負電極層

で、原料に金属を用いる場合、金属の表面が酸化されて

には、基板温度を例えば、１００℃以上に上昇させると

は適していない。

【００３７】ＺｎＯは結晶化温度が低いので、室温成膜

ＳｒＣｕ2 Ｏ2 膜を室温成膜し、紫外光照射して結晶化

は、２００℃〜１２００℃が好ましい。２００℃以下で
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を挟む場合には、透明電極材料とＺｎＯが界面において

の良い発光ダイオードを製造することができる。ＹＳＺ

反応しない温度域を選んで、ＺｎＯ層を成膜しなくては

(111) 面はＩＴＯ(111) 面と格子整合し、ＩＴＯ(111)

ならない。例えば、透明電極としてＩＴＯを用いる場合

面は、ＺｎＯ(0001)面と格子整合するからである。この

には、ＺｎＯ層の成膜温度は、２００℃〜１０００℃の

様な格子整合の特長を生かすためには、ＹＳＺ(111) 面

範囲に限定される。１０００℃以上ではＩＴＯとＺｎＯ

は充分に平坦化することが好ましい。

とが反応して別の相を形成し始め、ＩＴＯとＺｎＯの間

【００４７】Ａｌ2 Ｏ3 やＳｒＴｉＯ3 単結晶基板など

に理想的な界面を形成できないからである。

では、大気中または真空中、高温で処理することによっ

【００４１】また、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層を積層する際の温

て結晶のステップとテラスの構造が観察できるほどに平

度は、２００℃から８００℃の間で選ぶことができる。

坦化できることが知られている。この様な構造は、一般

２００℃より低いとＳｒＣｕ2 Ｏ2 相が結晶化せず、８

に、原子状平坦化構造と呼ばれる。

００℃より高いと下地のＺｎＯ層との反応が進行し始

【００４８】われわれは、両面を光学研磨したＹＳＺ単

め、理想的なＺｎＯ／ＳｒＣｕ2 Ｏ2 界面を形成するこ

結晶を１０００℃〜１３００℃で熱処理して、同様の原

とができない。

子状平坦化構造が形成されることを発見し、本発明の発

【００４２】ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層の代わりにＣｕＡｌＯ2

光ダイオードの基板として用いると好適であることを見

層またはＣｕＧａＯ2 層を形成する場合にも、ＳｒＣｕ

いだした。原子状平坦化した基板は、ターゲットに対向

2 Ｏ2 層を形成する場合と同様の成膜方法を用いること
ができる。ＣｕＡｌＯ2 層またはＣｕＧａＯ2 層を形成

させ、例えば、３０〜７０ｍｍ離して配置する。ターゲ

する際の温度は、５００℃から８００℃の範囲で選ぶこ

しい。

とができる。５００℃より低いとＣｕＡｌＯ2 層または
ＣｕＧａＯ2 層が結晶化せず、８００℃より高いと下地

【００４９】真空容器は、容器内から水蒸気成分を除く
ため、１×１０‑5Ｐａ以下の到達真空度を持たせること

のＺｎＯ層との反応が進行し始め、理想的なＺｎＯ／Ｃ

が適当である。水蒸気成分の除去は、ＳｒＣｕ2 Ｏ2 相

ｕＡｌＯ2 界面またはＺｎＯ／ＣｕＧａＯ2 界面を形成
することができない。

が水と化学的に反応しやすい性質を持つために、製造上

【００４３】特に、成膜法としてＰＬＤ法を採用し、例

を除去した後に、乾燥した酸素を容器内に導入する。

えば、ＹＳＺ(111) 単結晶基板上に本発明の発光ダイオ
ードを製造する場合には、結晶性の良好なＺｎＯ層を形

【００５０】ＩＴＯ負電極層を形成する際には、１×１
０‑4Ｐａ〜１００Ｐａの酸素ガスを容器内に導入する。

成し、ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層の界面を理想的に形

１×１０‑4Ｐａ以下では、基板上に金属Ｉｎが析出して

成して、発光効率の良い発光ダイオードを製造すること

好ましくない。１００Ｐａ以上では、ターゲットにレー

ができる。

ザー光を照射した際に形成されるプルームが小さくな

【００４４】光源には、ＺｎＯおよびＳｒＣｕ2 Ｏ2 の

り、効率よく成膜ができない。

バンドギャップより大きな光エネルギーを持つレーザ

【００５１】基板温度は、３００℃〜１２００℃の範囲

ー、例えば、ＫｒＦエキシマーレーザーやＡｒＦエキシ

で選択することができる。３００℃以下では、ＩＴＯの

マーレーザーを用いる。バンドギャップより小さな光エ

結晶化が充分に進まず、１２００℃以上ではＩＴＯ成分

ネルギーをもつレーザー光は、ＺｎＯターゲットやＳｒ

が気相中に失われ始めて、効率よい成膜ができない。基

Ｃｕ2 Ｏ2 ターゲットに吸収されず、アブレーション現
象を起こすことができない。

板温度は、より好ましくは５００℃〜９００℃の範囲で

【００４５】バンドギャップより大きな光エネルギーを

キシャル成長したＩＴＯ膜を製造することができる。

持つレーザー光は、ＺｎＯターゲットやＳｒＣｕ2 Ｏ2

【００５２】ターゲットには、例えば、ＳｎＯ2 を１０

ターゲットに吸収されてアブレーション現象を起こし、

ｗｔ％含むＩＴＯ焼結体を使用する。ターゲットは充分

ターゲットに対抗して配置した基板上にターゲット物質

に緻密であることが好ましい。ＩＴＯ層の厚みは５０ｎ

を堆積させ、成膜することができる。もっとも、真空紫

ｍ〜２０００ｎｍの範囲が好ましい。５０ｎｍ以下では

外光は、大気中で酸素に吸収されてしまうので、光路を

ＩＴＯ層が薄すぎて抵抗が高くなり、負電極層としての

真空にする必要があって装置が複雑になり、管理が面倒

機能を充分に果たさない。２０００ｎｍ以上ではＩＴＯ

になり、高価になる。この点、ＫｒＦエキシマレーザー

層が厚すぎて光透過率が下がり、外部に取り出せる光量

光は、大気中の酸素に吸収されることが無く、充分に強

が小さくなる。

い光が得られ、レーザー装置が広く市販されているので

【００５３】レーザーの光量は、成膜速度を介してＩＴ

好適である。

Ｏ層の結晶性、粒構造、表面平坦性、透明導電性に影響

【００４６】例えば、透明基板にＹＳＺ(111) 基板を用

を与えるため、適当な値に選ばなくてはならない。この

いるならば、ＺｎＯ層を結晶性良く形成できるだけでな

光量は装置依存の数値であるが、実施例に記載したＰＬ
Ｄ装置の場合、１〜１０Ｊ／ｃｍ2 の範囲に選べば好適

く、透明電極としてＩＴＯを選択できるので、発光効率

ットおよび基板は自転機構により回転させることが好ま

の要点である。容器の真空度を充分に高めて水蒸気成分

あり、この温度範囲でＹＳＺ(111) 面上にヘテロエピタ

(7)
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な膜が得られた。

さくなり、効率よく成膜ができない。基板温度は２５０

【００５４】ＺｎＯ層を形成する際には、１×１０‑4Ｐ

℃〜８００℃の範囲で選択することができる。２５０℃

ａ〜１００Ｐａの酸素ガスを容器内に導入する。１×１
０‑4Ｐａ以下では、基板上に金属Znが析出して好ましく

以下では相が充分に結晶化せず、良好な発光特性を期待

ない。１００Ｐａ以上では、ターゲットにレーザー光を

Ｃｕ2 Ｏ2 層の間で反応が進行し始め、ＺｎＯ層とＳｒ

照射した際に形成されるプルームが小さくなり、効率よ

Ｃｕ2 Ｏ2 層の理想的な界面を形成することができな

く成膜ができない。

い。

【００５５】基板温度は３００℃〜１０００℃の範囲で

【００６１】基板温度は、より好ましくは３００℃〜５

選択することができる。３００℃以下ではＺｎＯ相が充

５０℃の範囲である。この温度範囲で、ＺｎＯ(0001)面

分に結晶化せず、良好な発光特性を期待することができ

上にＳｒＣｕ2 Ｏ2 層を形成することができる。特に、

ない。１０００℃以上ではＩＴＯ層とＺｎＯ層の間で反

５００℃付近の温度を選ぶと、ＺｎＯ(0001)面上にＳｒ

応が進行し始め、ＩＴＯ層とＺｎＯ層の理想的な界面を

Ｃｕ2 Ｏ2 層をヘテロエピタキシャル成長させることが

形成することができない。基板温度は、より好ましくは
５００℃〜８００℃の範囲である。この温度範囲で、Ｉ

できる。ターゲットにはＳｒＣｕ2 Ｏ2 焼結体を用い
る。ドーパントとして１価の金属をＳｒ位置に２０原子

ＴＯ(111) 面上にＺｎＯ(0001)面をヘテロエピタキシャ

％以下置換することができる。例えば、Ｋを０．３〜５

ル成長させることができる。

ｍｏｌ％含有させると、膜中の正孔濃度を高めることが

【００５６】ターゲットにはＺｎＯ焼結体を用いる。タ

できる。ターゲットの焼成は、Ｎ2 、Ａｒなどの不活性

ーゲットは充分に緻密であることが好ましい。ＺｎＯ層

ガス中で行う。

の厚みは２０ｎｍ〜２０００ｎｍの範囲が好ましい。２

【００６２】ターゲットは、充分に緻密であることが好

０ｎｍ以下ではＺｎＯ層が薄すぎて発光現象が効率よく

ましいが、通常は、困難であるので、ホットプレス法、

起こらなくなる。２０００ｎｍ以上ではＺｎＯ膜が厚す

熱間静水圧プレス法などを適用すると好適である。Ｓｒ

ぎて光透過率が下がり、外部に取り出せる光量が小さく

Ｃｕ2 Ｏ層の厚みは２０ｎｍ〜２０００ｎｍの範囲が好

なる。

ましい。２０ｎｍ以下ではＳｒＣｕ2 Ｏ層が薄すぎてＺ

【００５７】レーザーの光量は、成膜速度を介してＺｎ

ｎＯ層への正孔の注入が効率よく起こらなくなる。２０

Ｏ層の結晶性、粒構造、表面平坦性、透明導電性に影響

００ｎｍ以上ではＳｒＣｕ2 Ｏ膜が厚すぎて、材料が無

を与えるため、適当な値に選ばなくてはならない。この

駄である。

光量は装置依存の数値であるが、実施例に記載したＰＬ
Ｄ装置の場合、１〜１０Ｊ／ｃｍ2 の範囲に選べば好適

【００６３】レーザーの光量は、成膜速度を介してＳｒ

な膜が得られた。

に影響を与えるため、適当な値に選ばなくてはならな

【００５８】ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ2 層の理想的な界
面を形成するためには、ＳｒＣｕ2Ｏ2 層を形成する段

い。この光量は、装置依存の数値であるが、実施例に記
載したＰＬＤ装置の場合、１〜１０Ｊ／ｃｍ2 の範囲に

階で、ＺｎＯ層の表面が充分に平坦化されていることが

選べば好適な膜が得られた。

必要である。一般に、ＰＬＤ法では、ドロップレットと
呼ばれる半球状の突起が薄膜表面に形成されやすいこと

【００６４】ＣｕＡｌＯ2 層またはＣｕＧａＯ2 層を形
成する際には、１×１０‑4Ｐａ〜１００Ｐａの酸素ガス

が知られている。この様な突起はＺｎＯ層とＳｒＣｕ2

を容器内に導入する。１×１０‑4Ｐａ以下では基板上に

Ｏ2 層の界面でｐｎ接合を作り、ＺｎＯ層中にＳｒＣｕ

金属Ｃｕ、Ａｌ、Ｇａが析出して好ましくない。１００

2 Ｏ2 層中から効率よく正孔を注入して、正孔と電子の
再結合をさせる上で、大変好ましくない。

Ｐａ以上では、ターゲットにレーザー光を照射した際に

【００５９】そこで、真空容器中で８００℃〜１２００

ない。基板温度は５００℃〜８００℃の範囲で選択する

℃でアニールしたり、ガスクラスタービームをＺｎＯ層

ことができる。５００℃以下では相が充分に結晶化せ

表面に照射したり、真空容器外に取り出して適当な研磨

ず、良好な発光特性を期待することができない。８００

材で研磨するなどの方法によりＺｎＯ層表面を平坦化す

℃以上ではＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ層の間で反応が進行

ることが好ましい。平坦化が不十分であると、発光効率

し始め、ＺｎＯ層とＳｒＣｕ2 Ｏ層の理想的な界面を形

が落ち、中には発光しないダイオードが製造されて、歩

成することができない。

留まりを著しく低下させることがあり得る。

【００６５】基板温度は、より好ましくは６５０℃〜７

【００６０】ＳｒＣｕ2 Ｏ2 層を形成する際には、１×
１０‑4Ｐａ〜１００Ｐａの酸素ガスを容器内に導入す

５０℃の範囲である。この温度範囲で、ＺｎＯ(0001)面

る。１×１０‑4Ｐａ以下では基板上に金属ＳｒやＣｕが

００℃付近の温度を選ぶと、ＺｎＯ(0001)面上にＳｒＣ

析出して好ましくない。１００Ｐａ以上では、ターゲッ

ｕ2 Ｏ層をヘテロエピタキシャル成長させることができ

トにレーザー光を照射した際に形成されるプルームが小

る。

することができない。８００℃以上ではＺｎＯ層とＳｒ

Ｃｕ2 Ｏ層の結晶性、粒構造、表面平坦性、透明導電性

形成されるプルームが小さくなり、効率よく成膜ができ

上にＳｒＣｕ2 Ｏ層を形成することができる。特に、７
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【００６６】ターゲットには、ＣｕＡｌＯ2 焼結体また

セットした。雰囲気ガスとして酸素ガスを２×１０‑3Ｐ

はＣｕＧａＯ2 焼結体を用いる。ドーパントとして一価

ａ導入した。基板を９００℃に加熱した後、石英ガラス

の金属、例えば、Ｋを０．３〜５ｍｏｌ％含有させる

窓を通してＫｒＦ(248nm) エキシマレーザーパルスをＩ

と、膜中の正孔濃度を高めることができる。ターゲット
の焼成は、Ｎ2 、Ａｒなどの不活性ガス中で行う。ター

ＴＯターゲット表面に１パルスのエネルギー密度が６Ｊ
／ｃｍ2 となるように照射して成膜を行った。

ゲットは、充分に緻密であることが好ましいが、通常は

【００７３】ＩＴＯ薄膜の膜厚が８００ｎｍとなったと

困難であるので、ホットプレス法、熱間静水圧プレス法

ころでレーザーを止め、基板温度を８００℃に設定し

などを適用すると好適である。ＣｕＡｌＯ2 層またはＣ
ｕＧａＯ2 層の厚みは２０ｎｍ〜２０００ｎｍの範囲が

た。次に、ＺｎＯ薄膜を１パルスのエネルギー密度が５
Ｊ／ｃｍ2 となるようにして成膜を行った。ＺｎＯ薄膜

好ましい。２０ｎｍ以下ではＣｕＡｌＯ2 層またはＣｕ

の膜厚が４００ｎｍとなったところでレーザー照射を中

ＧａＯ2 層が薄すぎてＺｎＯ層への正孔の注入が効率よ

断し、基板温度を３５０℃に設定した。

く起こらなくなる。２０００ｎｍ以上ではＣｕＡｌＯ2
層またはＣｕＧａＯ2 層が厚すぎて、材料が無駄であ

【００７４】次に、ＳｒＣｕ2 Ｏ薄膜を１パルスのエネ
ルギー密度が２Ｊ／ｃｍ2 となるようにして成膜を行っ

る。

た。ＳｒＣｕ2 Ｏ薄膜の膜厚が２００ｎｍとなったとこ

【００６７】レーザーの光量は、成膜速度を介してＳｒ

ろでレーザー照射を中断し、基板温度を２５℃に設定

Ｃｕ2 Ｏ層の結晶性、粒構造、表面平坦性、透明導電性

し、Ｎｉターゲットにレーザー光を照射し、Ｎｉ薄膜を

に影響を与えるため、適当な値に選ばなくてはならな

成膜した。Ｎｉ薄膜の厚みが２０ｎｍとなったところで

い。この光量は、装置依存の数値であるが、実施例に記
載したＰＬＤ装置の場合、１〜１０Ｊ／ｃｍ2 の範囲に

レーザー照射を中断し、積層膜を大気中に取り出した。

選べば好適な膜が得られた。

針を用いるために、積層膜のＮｉ表面にスパッタリング

【００６８】正電極層としてはＮｉ層が特に好適であ

法によりＡｕコーティングを行った。Ａｕ薄膜の厚みは

る。Ｎｉ層はどの様な成膜法を用いて製造しても良い

１００ｎｍである。

が、Ｎｉターゲットを用いるとＰＬＤ法でも成膜するこ

【００７５】メサ型構造の作製

とができ、この場合、Ｎｉ層成膜用の新たな設備を必要

上記の積層膜の表面に市販のフォトレジスト（AZ製 P4

としない。ただし、Ｎｉターゲットはレーザー光を反射

620 ）を厚みが５μｍとなるようにスピンコーティング

するので、成膜効率はかなり低い。成膜効率の点から見

(2000r.p.m. 、20s)し、９０℃で３０分乾燥させた。次

れば、スパッタリング法、蒸着法などが、好ましい方法

に、直径５００μｍの円型のフォトマスクを通して紫外

である。さらに、Ｎｉ層の上には適当な金属層を形成し

光を照射（20mW、10s ）し、市販の現像液（AZ製 デベ

て、例えば、Ｃｕのリード線との接続性を高めることが

ロッパー）に浸してパターンを形成した。この状態で

できる。

は、パターンの密着性、エッチング耐性が不十分である

【００６９】なお、Ｎｉはエッチング速度が非常に低い

ため大気中で１１０℃、３０分、次いで、２００℃、１

材料であるため、ＳｒＣｕ2 Ｏ層とオーミック接合が取

ｈの加熱処理を行った。

れて、かつエッチング性の良好な電極材料があれば、こ

【００７６】反応性イオンエッチング

れを正電極層材料として用いることがより好ましい。Ｓ

ＣＦ4 ガスおよびＡｒガスを用いて反応性イオンエッチ

ｒＣｕ2 Ｏ層の代わりにＣｕＡｌＯ2 層またはＣｕＧａ
Ｏ2 層を用いる場合にも同様である。

ング法によりメサ型構造の素子を作製した。まず、Ａｕ

【００７０】

ａ、ＲＦ出力２５０Ｗでエッチングした。引き続き、Ｓ

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明す

ｒＣｕ2 Ｏ層、ＺｎＯ層、ＩＴＯ層をＡｒガスを用い

る。

て、ガス圧４．５Ｐａ、ＲＦ出力２５０Ｗでエッチング

【００７１】実施例１

した。この時、ＩＴＯ層は２００ｎｍエッチングした。

積層膜の作製

【００７７】電気特性および発光特性

ＳｎＯ2 を１０ｗｔ％含有したＩｎ2 Ｏ3 （以下ＩＴ
Ｏ）焼結体、ＺｎＯ焼結体、Ｓｒ1‑x Ｋx Ｃｕ2 Ｏ
2 （ｘは、Ｓｒサイトに置換したＫイオンの置換率であ

上記のメサ型構造デバイスのＩＴＯ部分およびＡｕ上に

り、ｘ≦０．２である）焼結体、金属Ｎｉをターゲット

で急激に電流値が増加した。また、負の電圧を印加した

として用いた。これらの焼結体ターゲットをＰＬＤチャ
ンバー内に導入し、チャンバー内を１×１０‑6Ｐａの真

場合には電流が流れなかった。これはｐ−ｎ接合ダイオ

空状態にした。

た。発光波長は約３８０ｎｍであった。

【００７２】次に、表面荒さ１ｎｍ以下に研磨されたＹ

【００７８】実施例２

ＳＺ(111) 基板をターゲットに対向した３０ｍｍ上方に

実施例１におけるＳｒＣｕ2 Ｏ膜の代わりにＣｕＡｌＯ

さらに電流注入用のリード線として、Ａｕを被覆したＷ

層およびＮｉ層をＣＦ4 ガスを用いて、ガス圧４．５Ｐ

Ｗ製の探針を接触させ、ＩＴＯ側を負極、Ａｕ側を正極
につないで電流を流したところ、印加電圧０．３Ｖ以上

ードの特性である。発光は０．３Ｖ以上で急激に増加し
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2 膜を形成した他は、実施例１と同様のプロセスで積層
膜を作製した。ＣｕＧａＯ2 膜を形成する段階では、基

面に１パルスのエネルギー密度が２Ｊ／ｃｍ2 となるよ

板温度を７００℃に設定し、１．３Ｐａの酸素を導入、
１パルスのエネルギー密度が５Ｊ／ｃｍ2 となるように

【００８２】ＳｒＣｕ2 Ｏ薄膜の膜厚が２００ｎｍとな

うに照射して成膜を行った。

レーザー光をＣｕＡｌＯ2 ターゲットに照射して成膜を

ったところでレーザーを止め、次に、ＺｎＯ薄膜を１パ
ルスのエネルギー密度が５Ｊ／ｃｍ2 となるようにして

行った。作製した積層膜をメサ型加工し、電流電圧特性

成膜を行った。ＺｎＯ薄膜の膜厚が４００ｎｍとなった

を測定したところ、ｐｎ接合を反映した非線形性が現
れ、波長３８０ｎｍの発光が認められた。

ところでレーザー照射を中断した。次に、ＩＴＯ薄膜を
１パルスのエネルギー密度が６Ｊ／ｃｍ2 となるように

【００７９】実施例３

して成膜を行った。ＩＴＯ薄膜の膜厚が８００ｎｍとな

実施例１におけるＳｒＣｕ2 Ｏ膜の代わりにＣｕＧａＯ

ったところでレーザー照射を中断し、積層膜を大気中に

2 膜を形成した他は、実施例１と同様のプロセスで積層
膜を作製した。ＣｕＧａＯ2 膜を形成する段階では、基

取り出した。作製した積層膜をメサ型加工し、電流−電

板温度を７００℃に設定し、９Ｐａの酸素を導入、１パ
ルスのエネルギー密度が６Ｊ／ｃｍ2 となるようにレー

性が得られた。しかし、発光を認めることはできなかっ

ザー光をＣｕＧａＯ2 ターゲットに照射して成膜を行っ

【００８３】

た。作製した積層膜をメサ型加工し、電流電圧特性を測

【発明の効果】結晶性の良好なＺｎＯ層の上にＳｒＣｕ

定したところ、ｐｎ接合を反映した非線形性が現れ、波
長３８０ｎｍの発光が認められた。

2 Ｏ、ＣｕＡｌＯ2 、ＣｕＧａＯ2 を積層して形成した
ｐ−ｎ接合を持つことを特徴とする本発明の発光ダイオ

【００８０】比較例

ードにより、室温で波長３８０ｎｍの紫外光が容易に得

積層膜の作製

られるようになった。

実施例とは成膜順序を逆にし、基板上にＳｒＣｕ2 Ｏを

【００８４】本発明の発光ダイオードは、微細加工によ

先に成膜し、その上にＺｎＯを成膜した。なお、この場

り非常に小型化できるので、光記録メディアとして好適

合、高導電性を示すｐ型透明電極材料が存在しないため

であり、従来の発光ダイオードより波長が短いので、よ

に、電極としてＮｉを被覆したガラス基板を用いた。

り記録密度の高い光記録メディアが実現可能となった。

【００８１】まず、ＳｎＯ2 を１０ｗｔ％含有したＩｎ

【００８５】また、本発明の発光ダイオードは紫外光を

2 Ｏ3 （以下ＩＴＯ）焼結体、ＺｎＯ焼結体、Ｓｒ1‑x
Ｋx Ｃｕ2 Ｏ2 焼結体、金属Ｎｉをターゲットとして用

発するので、あらゆる可視蛍光体用励起光源として適し

いた。これらの焼結体ターゲットをＰＬＤチャンバー内
に導入し、チャンバー内を１×１０‑6Ｐａの真空状態に

能となり、照明やディスプレイへ応用が可能になった。

した。次に、Ｎｉを蒸着したＳｉＯ2 ガラス基板をター

発するので、近年開発が進んでいる水素発生用光触媒の

ゲットに対向した３０ｍｍ上方にセットし、雰囲気ガス
として酸素ガスを２×１０‑3Ｐａ導入した。基板を３５

励起光源として適しており、例えば、自動車エンジン用

０℃に加熱した後、石英ガラス窓を通してＫｒＦ（248n

ダイオードは、省資源、低環境負荷であるので、社会の

m)エキシマレーザーパルスをＳｒＣｕ2 Ｏターゲット表

永続的発展に寄与するものである。

圧特性を測定したところ、ｐｎ接合を反映した非線形特
た。

ており、超小型もしくは超大型で薄板型の光源が実現可
【００８６】また、本発明の発光ダイオードは紫外光を

水素源システムへの応用が可能となった。本発明の発光
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