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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光出射部に接して第１の膜が形成されている窒化物半導体発光素子であって、
　前記光出射部は窒化物半導体からなり、
　前記第１の膜はアルミニウムの酸窒化物からなり、
　前記第１の膜上に第２の膜が形成され、
　前記第２の膜は、アルミニウムの酸窒化物であって、かつ、前記第１の膜とは、アルミ
ニウムの含有量は略等しく、前記第１の膜の酸素の含有量が前記第２の膜の酸素の含有量
よりも小さい、窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
　前記窒化物半導体発光素子は窒化物半導体レーザ素子であり、
　該窒化物半導体レーザ素子の共振器の反射側端面に接してアルミニウムの酸窒化物から
なる膜が形成されてい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】
　前記第１の膜の酸素の含有量が２原子％以上３５原子％以下であることを特徴とする、
請求項１または２に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　前記第１の膜の酸素の含有量が２原子％以上１５原子％以下であることを特徴とする、
請求項１または２に記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項５】
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　前記第２の膜上に酸化物または酸窒化物からなる第３の膜が形成されており、前記第３
の膜は、酸化アルミニウム、酸化シリコン、またはシリコンの酸窒化物であることを特徴
とする、請求項１から４のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子を製造する方法であって、前
記光出射部に前記第１の膜をスパッタ法または電子ビーム蒸着法により形成することを特
徴とする、窒化物半導体発光素子の製造方法。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれかに記載の窒化物半導体発光素子を製造する方法であって、前
記光出射部に前記第１の膜をＣＶＤ法により形成することを特徴とする、窒化物半導体発
光素子の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の膜は、ターゲットにアルミニウムを用い、成膜室内に少なくとも窒素ガスと
酸素ガスとを導入することによって形成されることを特徴とする、請求項６に記載の窒化
物半導体発光素子の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の膜は、ターゲットに酸窒化アルミニウムおよび酸化アルミニウムの少なくと
も一方を用い、成膜室内に酸素ガスを導入せずに形成されることを特徴とする、請求項６
に記載の窒化物半導体発光素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の膜は、成膜室内の少なくとも一部を酸化して前記成膜室内に酸素ガスを導入
せずに形成されることを特徴とする、請求項６に記載の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、窒化物半導体発光素子および窒化物半導体レーザ素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体レーザ素子においては、共振器端面の劣化を原因とする信頼性不良が知
られている。共振器端面の劣化は、非発光再結合準位の存在により共振器端面が過度に発
熱することによって起こるとされている。非発光再結合準位が発生する主要因として、共
振器端面の酸化が挙げられる。
【０００３】
　そこで、特許文献１においては、酸素を含まない窒化物からなるコート膜を共振器端面
に形成することで、共振器端面の酸化を防ぐ方法が開示されている。また、特許文献２に
おいては、窒化物半導体レーザ素子の共振器端面に、コート膜として共振器端面と同じ窒
化物の誘電体膜を共振器端面に形成することにより、非発光再結合準位を低減する方法が
開示されている。
【０００４】
　このように窒化物からなるコート膜を共振器端面に形成する手法は従来から知られてい
る。窒化物の中でも特に窒化アルミニウム（ＡｌＮ）は、化学的および熱的に安定であり
、良質の絶縁体であり、また熱伝導率が高く放熱効果も大きいため、半導体レーザの共振
器端面に形成するコート膜として優れた特徴を有している（たとえば、特許文献３参照）
。しかしながら、酸素を含有しないコート膜は一般に応力が高く、たとえばダークライン
の発生のような劣化に結びつくとされている。
【特許文献１】特開平９－１６２４９６号公報
【特許文献２】特開２００２－２３７６４８号公報
【特許文献３】特開平３－２０９８９５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者は、高出力駆動時でも共振器端面の劣化を原因とした信頼性不良を起こさない
ような窒化物半導体レーザ素子の実現を目指して、上記のＡｌＮからなるコート膜を共振
器端面に形成する技術開発に取り組んできた。
【０００６】
　まず、窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に、ＥＣＲスパッタ法を用いて
、成膜温度を１００℃とした条件で、アルミニウム（Ａｌ）と窒素ガスを用いて、厚さ５
０ｎｍのＡｌＮからなるコート膜を形成した。また、窒化物半導体レーザ素子の光反射側
の共振器端面には酸化シリコン膜と酸化チタン膜のペアからなる高反射膜を形成して、９
５％以上の高反射率が得られるように設定した。
【０００７】
　このようにして作製した窒化物半導体レーザ素子のエージング前とエージング後（３０
０時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）のＣＯＤ（Catastrophic Optical Damage）レ
ベルを調べた。ＣＯＤレベルとは、素子に流す電流を徐々に増加させ、端面の破壊により
、発振が止まったときの最大の光出力値を意味する。なお、本明細書では、ＣＯＤレベル
はＣＷ駆動で光出力―電流特性を測定したときの最大の光出力値で評価している。ここで
は、ＣＯＤレベルは、上記の窒化物半導体レーザ素子の５個のＣＯＤレベルの平均値で評
価した。
【０００８】
　その結果、エージング前では４００ｍＷの光出力で熱飽和したが、エージング後ではＣ
ＯＤによる共振器端面の破壊を起こし、そのＣＯＤレベルは２３０ｍＷ程度であった。そ
の結果を図１１に示す。
【０００９】
　このエージング後でのＣＯＤレベルの低下は、窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共
振器端面を構成する窒化物半導体とコート膜を構成するＡｌＮとの密着性の低下から、そ
の界面部分で強い発熱を起こし、この発熱によって共振器端面が劣化したためと考えられ
る。上記の密着性の低下は、コート膜の有する内部応力と、共振器端面とコート膜との熱
膨張係数の違い、およびレーザ光の発振時の発熱により促進されたものと考えられる。
【００１０】
　また、窒化物半導体発光ダイオード素子の光出射部である光取り出し面にＡｌＮからな
るコート膜を形成した場合であっても、窒化物半導体からなる光取り出し面とＡｌＮから
なるコート膜との密着性が低下すると、これらの界面に形成された非発光センターなどに
より、光が吸収されて光取り出し効率が低下することがあった。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、エージング後のＣＯＤレベルを向上することができる、窒化
物半導体発光素子と、窒化物半導体レーザ素子の製造方法と、を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、光出射部に接して第１の膜が形成されている窒化物半導体発光素子であって
、光出射部は窒化物半導体からなり、第１の膜はアルミニウムの酸窒化物からなり、第１
の膜上に第２の膜が形成され、第２の膜は、アルミニウムの酸窒化物であって、かつ、第
１の膜とは、アルミニウムの含有量は略等しく、第１の膜の酸素の含有量が第２の膜の酸
素の含有量よりも小さい窒化物半導体発光素子である。
【００１３】
　ここで、本発明の窒化物半導体発光素子は窒化物半導体レーザ素子であってもよく、該
窒化物半導体レーザ素子の共振器の反射側端面に接してアルミニウムの酸窒化物からなる
膜が形成されていることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子において、第１の膜の酸素の含有量が２原子％以
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上３５原子％以下であることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子において、第１の膜の酸素の含有量は２原子％以
上１５原子％以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子においては、第２の膜上に酸化物または酸窒化物
からなる第３の膜が形成されており、第３の膜は、酸化アルミニウム、酸化シリコン、ま
たはシリコンの酸窒化物であることが好ましい。
【００２２】
　さらに、本発明は、上記の窒化物半導体発光素子を製造する方法であって、光出射部に
第１の膜をスパッタ法または電子ビーム蒸着法により形成する窒化物半導体発光素子の製
造方法である。また、本発明は、上記の窒化物半導体発光素子を製造する方法であって、
光出射部に第１の膜をＣＶＤ法により形成する窒化物半導体発光素子の製造方法である。
【００２３】
　また、本発明の窒化物半導体レーザ素子の製造方法において、第１の膜は、ターゲット
にアルミニウムを用い、成膜室内に少なくとも窒素ガスと酸素ガスとを導入することによ
って形成されることが好ましい。また、本発明の窒化物半導体レーザ素子の製造方法にお
いて、第１の膜は、ターゲットに酸窒化アルミニウムおよび酸化アルミニウムの少なくと
も一方を用い、成膜室内に酸素ガスを導入せずに形成されることが好ましい。また、本発
明の窒化物半導体レーザ素子の製造方法において、第１の膜は、成膜室内の少なくとも一
部を酸化して成膜室内に酸素ガスを導入せずに形成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、エージング後のＣＯＤレベルを向上することができる、窒化物半導体
発光素子と、窒化物半導体レーザ素子の製造方法と、を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明の図面において、同一の参
照符号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。
【００２７】
　本発明は、光出射部にコート膜が形成されている窒化物半導体発光素子であって、光出
射部は窒化物半導体からなり、光出射部に接するコート膜が酸窒化物からなる窒化物半導
体発光素子であることを特徴としている。このように、本発明においては、光出射部に酸
窒化物からなるコート膜を形成することによって、窒化物半導体からなる光出射部と酸窒
化物からなるコート膜との密着性が向上することから、エージング後の窒化物半導体発光
素子のＣＯＤレベルを向上することができる。
【００２８】
　ここで、本発明の窒化物半導体発光素子としては、たとえば、窒化物半導体レーザ素子
または窒化物半導体発光ダイオード素子などがある。また、本発明の窒化物半導体発光素
子が窒化物半導体レーザ素子である場合には光出射部は共振器端面に相当し、本発明の窒
化物半導体発光素子が窒化物半導体発光ダイオード素子である場合には光出射部は光取り
出し面に相当する。なお、本発明における窒化物半導体レーザ素子は、少なくとも活性層
とクラッド層がＡｌxＩｎyＧａzＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｚ≦１、ｘ＋ｙ＋ｚ
≠０）（アルミニウム、インジウムおよびガリウムからなる群から選択された少なくとも
１種の３族元素と５族元素である窒素との化合物）を主成分とする材料からなる半導体レ
ーザ素子を意味する。また、本発明において共振器端面とは、半導体基板上に少なくとも
活性層とクラッド層が積層された積層体を少なくとも劈開することによって形成された鏡
面のことを意味する。
【００２９】
　また、本発明に用いられる酸窒化物としては、たとえば、アルミニウムの酸窒化物また
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％以上３５原子％以下であることが好ましい。酸窒化物における酸素の含有量が２原子％
未満である場合には、窒化物半導体からなる光出射部と酸窒化物からなるコート膜との密
着性が低下して発熱により光出射部が劣化する傾向にある。また、酸窒化物における酸素
の含有量が３５原子％よりも多い場合には、コート膜中に含まれる酸素のために窒化物半
導体からなる光出射部が酸化され、非発光再結合準位が生成されるため、ＣＯＤレベルが
低下する傾向にある。より好ましくは、酸窒化物を構成する酸素の含有量が２原子％以上
１５原子％以下である。
【００３０】
　また、本発明に用いられる酸窒化物からなるコート膜の厚さは１ｎｍ以上であることが
好ましい。コート膜の厚さが１ｎｍ未満である場合には、コート膜の厚さの制御が困難で
あり、光出射部に部分的にコート膜が形成されないおそれがある。一方、コート膜の厚さ
が厚すぎる場合には応力が問題となる可能性はあるが、コート膜の厚さが厚すぎても本発
明の効果が損なわれることはないものと考えられる。
【００３１】
　なお、本発明に用いられる酸窒化物からなるコート膜上には、反射率を制御するための
酸化物（たとえば、酸化アルミニウム、酸化シリコン、酸化チタン、酸化ハフニウム、酸
化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化タンタルおよび酸化イットリウムからなる群から選択
された少なくとも１種以上の酸化物など）や窒化物（たとえば、窒化アルミニウムおよび
窒化シリコンの少なくとも一方の窒化物など）からなる膜が形成されていてもよい。また
、本発明における酸窒化物からなるコート膜上には、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ）等の
フッ化物からなる膜を形成してもよい。また、本発明における酸窒化物からなるコート膜
上には、下地のコート膜の酸窒化物と酸素の組成が異なる酸窒化物からなる膜として酸窒
化シリコン若しくは酸窒化アルミニウム等からなる膜を形成してもよい。
【００３２】
　たとえば、表１に示すように、反射率を制御するために各種の層を組み合わせることも
可能である。なお、表１では、窒化物半導体の表面に接する第１層としてアルミニウムの
酸窒化物からなるコート膜を用いているが、シリコンの酸窒化物からなるコート膜に置き
換えてもよい。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　また、本発明の窒化物半導体発光素子が窒化物半導体レーザ素子である場合には、劈開
により共振器端面を形成する工程と、共振器端面に酸窒化物からなるコート膜を形成する
工程と、を含む方法により、本発明の窒化物半導体レーザ素子を作製することができる。
【００３５】
　ここで、コート膜がアルミニウムの酸窒化物からなる場合には、コート膜は、たとえば
、成膜室内に酸化アルミニウムからなるターゲットを設置し、この成膜室内に窒素ガスの
みを導入して、反応性スパッタ法により形成することができる。このように酸化アルミニ
ウムからなるターゲットを用いた場合には、成膜室内に意図的に酸素ガスを導入しなくて
も、酸窒化物の形成が可能である。
【００３６】
　さらに、反応性スパッタリング装置を用いる場合、酸化アルミニウムからなるターゲッ
トを用いなくても、アルミニウムからなるターゲットを成膜室内に設置した後に成膜室内
に酸素ガスを導入し、マイクロ波を印加して酸素プラズマを生成してアルミニウムからな
るターゲットの表面を酸化させることにより、その表面に酸化アルミニウムからなるター
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ゲットを作製することができる。
【００３７】
　たとえば、以下のようなステップにより、アルミニウムからなるターゲットを用いてア
ルミニウムの酸窒化物を生成することが可能である。
【００３８】
　ステップ１
　アルミニウムからなるターゲットが設置してある反応性スパッタリング装置の成膜室内
に酸素ガスを導入し、マイクロ波を印加して、アルミニウムからなるターゲットを酸素プ
ラズマに曝すことにより、アルミニウムからなるターゲットの表面から数ｎｍ程度酸化さ
せ、酸化アルミニウムからなるターゲットを形成する。
【００３９】
　ステップ２
　その後、成膜室内に窒素ガスとアルゴンガスとを導入し、マイクロ波を印加してプラズ
マ状態にして、酸化アルミニウムからなるターゲットをスパッタリングすることにより、
アルミニウムの酸窒化物を形成することが可能となる。
【００４０】
　また、ステップ１とステップ２の間に、窒化物半導体の表面をクリーニングするために
、アルゴンプラズマ、窒素プラズマ、若しくはアルゴンと窒素の混合ガスプラズマに窒化
物半導体の表面を曝す工程を入れてもよい。
【００４１】
　また、アルミニウムの酸窒化物からなるコート膜を形成する場合には、アルミニウムの
酸化性が高いため、成膜室内に酸素ガスを導入した場合において酸素の含有量の少ない酸
窒化物の組成の制御および再現性は困難となる傾向にあるが、ＡｌxＯy（ただし、０＜ｘ
＜１、０＜ｙ＜０．６、ｘ＋ｙ＝１）の組成式で表わされる酸化状態の低い酸化アルミニ
ウムをターゲットとして用い、成膜室内に酸素ガスを導入せず窒素ガスのみを導入するこ
とによって、酸素の含有量の少ないアルミニウムの酸窒化物を比較的容易に形成すること
ができる。さらに、上記のＡｌxＯy（ただし、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜０．６、ｘ＋ｙ＝１
）の組成式で表わされる酸化状態の低い酸化アルミニウムからなるターゲットを用いる代
わりに、酸素の含有量の少ないアルミニウムの酸窒化物からなるターゲットを用いた場合
にも同様の効果が得られる。
【００４２】
　また、成膜室内の真空度および／または成膜温度などの成膜条件を変化させることによ
っても、酸窒化物における酸素の含有量を変化させることができるために酸窒化物の組成
を変化させることができる。なお、成膜室内の真空度は低い方が酸窒化物に酸素が取り込
まれやすく、成膜温度は高い方が酸窒化物に酸素が取り込まれにくい傾向がある。
【００４３】
　また、成膜室の内壁を酸化させる、または、成膜室の内壁に酸化アルミニウムを形成し
た後、成膜室内にアルゴンガスと窒素ガスとを導入し、Ａｌからなるターゲット（Ａｌタ
ーゲット）を用いてスパッタ法などにより成膜すると、成膜室の内壁の酸素がプラズマに
より離脱するため、アルミニウムの酸窒化物からなるコート膜を形成することが可能であ
る。
【００４４】
　また、上記においては、リッジストライプ型の窒化物半導体レーザ素子を例にして説明
したが、本発明の本旨は窒化物半導体の内部で発生した光を、窒化物半導体から外部に取
り出す際の光取り出し面に施すコート膜に関する。したがって、本発明は、リッジストラ
イプ型の窒化物半導体レーザ素子に限定されず、たとえば、面発光レーザの光取り出し面
のコート膜および窒化物半導体発光ダイオード素子の光取り出し面（窒化物半導体表面ま
たはチップへの分割の際の劈開面若しくは分割された側面）のコート膜等にも有効に適用
することができる。
【００４５】
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　　（実施の形態１）
　図１に、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の好ましい一例の模式的な断面図を示
す。ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子１００は、ｎ型ＧａＮ基板１０１上
に、ｎ型ＡｌＧａＩｎＮバッファ層１０２、ｎ型ＡｌＧａＩｎＮクラッド層１０３、ｎ型
ＡｌＧａＩｎＮガイド層１０４、ＡｌＧａＩｎＮ多重量子井戸活性層１０５、ｐ型ＡｌＧ
ａＩｎＮガイド層１０６、ｐ型ＡｌＧａＩｎＮクラッド層１０７およびｐ型ＡｌＧａＩｎ
Ｎコンタクト層１０８がｎ型ＧａＮ基板１０１側からこの順序で積層された構成を有して
いる。なお、上記の各層の混晶比は適宜調節されるものであり、本発明の本質とは関係が
ない。また、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子から発振されるレーザ光の波長はＡ
ｌＧａＩｎＮ多重量子井戸活性層１０５の混晶比によって、たとえば３７０ｎｍ～４７０
ｎｍの範囲で適宜調節することができる。本実施の形態においては、４０５ｎｍの波長の
レーザ光が発振するように調節された。
【００４６】
　なお、本実施の形態においては、基板の材料にＧａＮを用いているが、本発明において
は、基板の材料にたとえばＡｌＧａＮまたはＡｌＮを用いてもよい。
【００４７】
　また、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子１００は、ｐ型ＡｌＧａＩｎＮクラッド
層１０７およびｐ型ＡｌＧａＩｎＮコンタクト層１０８の一部が除去されて、ストライプ
状のリッジストライプ部１１１が共振器長方向に延伸するように形成されている。ここで
、リッジストライプ部１１１のストライプの幅は、たとえば１．２～２．４μｍ程度であ
り、代表的には１．５μｍ程度である。なお、本明細書では、リッジストライプ部１１１
のストライプの幅を１．２～２．４μｍ程度と例示しているが、本発明は、照明用途など
で使用されるブロードエリア（リッジストライプ部１１１のストライプの幅が２～１００
μｍ程度）型の窒化物半導体レーザ素子についても好適に適用することができる。
【００４８】
　また、ｐ型ＡｌＧａＩｎＮコンタクト層１０８の表面にはｐ電極１１０が設けられ、ｐ
電極１１０の下部にはリッジストライプ部１１１の形成箇所を除いて絶縁膜１０９が設け
られている。また、ｎ型ＧａＮ基板１０１の上記の層の積層側と反対側の表面にはｎ電極
１１２が形成されている。
【００４９】
　図２に、図１に示す本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の共振器長方向の模式的な
側面図を示す。ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子１００の光出射部である
光出射側の共振器端面１１３にはアルミニウムの酸窒化物からなるコート膜１１４が厚さ
５０ｎｍで形成されており、光反射側の共振器端面１１５には厚さ６ｎｍのアルミニウム
の酸窒化物膜１１６、厚さ８０ｎｍの酸化アルミニウム膜１１７、および、厚さ７１ｎｍ
の酸化シリコン膜と厚さ４６ｎｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリ
コン膜から積層開始）した後に最表面に厚さ１４２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高
反射膜１１８がこの順序で形成されている。
【００５０】
　なお、上記のコート膜１１４、アルミニウムの酸窒化物膜１１６、酸化アルミニウム膜
１１７および高反射膜１１８は、ｎ型ＧａＮ基板上にｎ型ＡｌＧａＩｎＮバッファ層など
の上記の半導体層を順次積層し、リッジストライプ部を形成した後に、絶縁膜、ｐ電極お
よびｎ電極をそれぞれ形成したウエハを劈開することによって劈開面である共振器端面１
１３および共振器端面１１５がそれぞれ露出した試料を作製し、その試料の共振器端面１
１３および共振器端面１１５上にそれぞれ形成される。
【００５１】
　上記のコート膜１１４を形成する前に成膜装置内において共振器端面１１３をたとえば
１００℃以上５００℃以下の温度で加熱することによって、共振器端面１１３に付着して
いる酸化膜や不純物などを除去してクリーニングすることが好ましいが、本発明において
は特に行なわなくてもよい。また、共振器端面１１３にたとえばアルゴンまたは窒素のプ
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ラズマを照射することで共振器端面１１３のクリーニングを行なってもよいが、本発明に
おいては特に行なわなくてもよい。また、共振器端面１１３を加熱しながらプラズマ照射
することも可能である。また、上記のプラズマの照射に関しては、たとえば、アルゴンの
プラズマを照射した後に続けて窒素のプラズマを照射することも可能であり、その逆の順
番でプラズマを照射してもよい。アルゴンと窒素以外にも、たとえば、ヘリウム、ネオン
、キセノンまたはクリプトンなどの希ガスを用いることもできる。また、共振器端面１１
３に形成される上記のコート膜１１４の形成についてもたとえば１００℃以上５００℃以
下の温度で加熱した状態で行なうことが好ましいが、本発明においては特に加熱をしない
状態で上記のコート膜１１４を形成してもよい。
【００５２】
　また、上記のコート膜１１４は、たとえば以下に説明するＥＣＲ（Electron Cyclotron
 Resonance）スパッタ法により形成することができるが、他の各種スパッタ法、またはＣ
ＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法あるいはＥＢ（Electron Beam）蒸着法などにより
形成することができる。
【００５３】
　図３に、ＥＣＲスパッタ成膜装置の模式的な構成図を示す。ここで、ＥＣＲスパッタ成
膜装置は、成膜室２００と、磁気コイル２０３と、マイクロ波導入窓２０２とを備えてい
る。成膜室２００にはガス導入口２０１およびガス排気口２０９が設置されており、成膜
室２００内にはＲＦ電源２０８に接続されたＡｌターゲット２０４とヒータ２０５とが設
置されている。また、成膜室２００内には試料台２０７が設置されており、試料台２０７
上には上記の試料２０６が設置されている。なお、磁気コイル２０３はプラズマを生成す
るのに必要な磁場を発生させるために設けられており、ＲＦ電源２０８はＡｌターゲット
２０４をスパッタするために用いられる。また、マイクロ波導入窓２０２よりマイクロ波
２１０が成膜室２００内に導入される。
【００５４】
　そして、ガス導入口２０１から成膜室２００内に窒素ガスを５．５ｓｃｃｍの流量で導
入し、酸素ガスを１．０ｓｃｃｍの流量で導入し、さらに、プラズマを効率よく発生させ
て成膜速度を大きくするためにアルゴンガスを２０．０ｓｃｃｍの流量で導入する。なお
、成長室２００内における窒素ガスと酸素ガスの比率を変更することによって上記のコー
ト膜１１４中の酸素の含有量を変更することができる。また、Ａｌターゲット２０４をス
パッタするためにＡｌターゲット２０４にＲＦパワーを５００Ｗ印加し、プラズマの生成
に必要なマイクロ波パワーを５００Ｗ印加したところ、成膜レートが１．７Å／秒で、波
長６３３ｎｍの光の屈折率が２．０であるアルミニウムの酸窒化物からなるコート膜１１
４を形成することができる。コート膜１１４を構成するアルミニウム、窒素および酸素の
含有量（原子％）はたとえばＡＥＳ（Auger Electron Spectroscopy）によって測定する
ことができる。また、コート膜１１４を構成する酸素の含有量は、ＴＥＭ－ＥＤＸ（Tran
smission Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）によっても測
定することができる。
【００５５】
　図４に、上記と同一の条件で別途作製したアルミニウムの酸窒化物をＡＥＳにより厚さ
方向に組成の分析をした結果を示す。ここで、ＡＥＳによるアルミニウムの含有量、酸素
の含有量および窒素の含有量はそれぞれ、ＡＥＳ信号強度をもとに、各元素のピークの感
度を考慮して求めた。ここでは、アルミニウムの原子％と酸素の原子％と窒素の原子％と
の合計が１００原子％となるようにし、アルミニウム、酸素および窒素以外のアルゴンな
どの他の微量に含まれる元素は除いている。
【００５６】
　図４に示すように、このアルミニウムの酸窒化物を構成するアルミニウムの含有量は３
４．８原子％、酸素の含有量は３．８原子％および窒素の含有量は６１．４原子％で厚さ
方向にほぼ均一な組成であることがわかる。なお、図４には示していないが、極微量のア
ルゴンが検出された。
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【００５７】
　また、光反射側の共振器端面１１５のアルミニウムの酸窒化物膜１１６、酸化アルミニ
ウム膜１１７および高反射膜１１８も上記のコート膜１１４と同様にＥＣＲスパッタ法な
どにより形成することができる。また、これらの膜の形成前にも加熱によるクリーニング
および／またはプラズマ照射によるクリーニングを行なうことが好ましい。ただし、共振
器端面の劣化が問題となるのは光密度の大きい光出射側であり、光反射側の共振器端面は
光出射側に比べて光密度が小さいため、劣化が問題とならない場合が多い。したがって、
本発明においては光出射側の共振器端面に酸窒化物からなるコート膜が形成されていれば
よく、光反射側の共振器端面にはアルミニウムの酸窒化物膜などの膜は設けなくてもよい
。また、本実施の形態においては、光反射側の共振器端面１１５には厚さ６ｎｍのアルミ
ニウムの酸窒化物１１６が形成されているが、アルミニウムの酸窒化物１１６の厚さはた
とえば５０ｎｍと厚くしても問題はない。
【００５８】
　また、共振器端面に上記の膜を形成した後には加熱処理を行なってもよい。これにより
、上記の膜に含まれる水分の除去や加熱処理による膜質の向上を期待することができる。
【００５９】
　以上のようにして、上記の試料の光出射側の共振器端面１１３にコート膜１１４を形成
し、光反射側の共振器端面１１５にアルミニウムの酸窒化物膜１１６、酸化アルミニウム
膜１１７および高反射膜１１８をこの順序で形成した後にチップ状に分割することによっ
て、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子が得られる。
【００６０】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のエージング前とエージング（３００時間、７
０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルについて調査した。その結果を図５に示
す。図５に示すように、エージング前のＣＯＤレベルは４００ｍＷ程度であり、エージン
グ後でも３５０ｍＷ程度とほとんど劣化していないことがわかる。
【００６１】
　また、図６に、上記のエージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の光出力
－電流特性のグラフを示す。図６に示すように、３００時間のエージング後においても本
実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は熱飽和しており、光出射側の共振器端面１１３の
破壊は見られなかった。勿論、エージング前の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の
光出力が４００ｍＷの時にも熱飽和し、光出射側の共振器端面１１３の破壊は見られなか
った。
【００６２】
　一方、図７に、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコート膜が形成された従来の窒
化物半導体レーザ素子の３００時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ
駆動）後の光出力－電流特性のグラフを示す。図７に示すように、従来の窒化物半導体レ
ーザ素子においては光出力が２５０ｍＷ程度でＣＯＤによる共振器端面の破壊が起こって
いた。したがって、上記の結果から明らかなように、光出射側の共振器端面にアルミニウ
ムの酸窒化物からなるコート膜が形成された本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、
光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコート膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ
素子に比べて、エージング後のＣＯＤレベルが向上していることがわかる。
【００６３】
　このように、光出射側の共振器端面に酸窒化物からなるコート膜を形成した場合に、エ
ージング後のＣＯＤレベルの低下が見られないのは、共振器端面とコート膜の密着性が向
上したためと考えられる。窒化物半導体とＡｌＮなどの窒化物からなるコート膜との密着
性よりも、窒化物半導体と酸窒化物からなるコート膜との密着性の方が高いのは、アルミ
ニウムやガリウムなどの３族元素と酸素との強い結合エネルギが作用しているものと考え
られる。つまり、酸窒化物に含まれる酸素が、窒化物半導体に含まれるアルミニウムやガ
リウムといった３族元素と強い結合を持つために密着性を向上させると考えられる。敢え
て例えると、酸素が接着剤のような役割を果たしているものと考えられる。つまり、これ
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は、窒化物半導体と酸窒化物からなるコート膜との密着性を向上させる手法であると考え
られる。
【００６４】
　次に、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子におけるアルミニウムの酸窒化物からな
るコート膜中の酸素の含有量のＣＯＤレベル依存性を調査した。その結果を図８に示す。
ここでは、アルミニウムの酸窒化物からなるコート膜中の酸素の含有量を０原子％から５
０原子％まで変化させて、３００時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、Ｃ
Ｗ駆動）後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベルを測定した。コート
膜中の酸素の含有量を変化させた場合、基本的に酸素も窒素もアルミニウムと結合するた
め、コート膜中のアルミニウムの含有量（原子％）はほとんど変化せず、酸素の含有量（
原子％）が増加した分だけ、窒素の含有量（原子％）が減少することになる。
【００６５】
　また、図８において、○は窒化物半導体レーザ素子がＣＯＤせず熱飽和したときの光出
力－電流特性における光出力のピーク位置を示しており、ＣＯＤレベルはその値よりも高
い値となる。また、図８において、×は窒化物半導体レーザ素子が実際にＣＯＤを起こし
ていることを示しており、その値がＣＯＤレベルとなる。
【００６６】
　図８に示すように、アルミニウムの酸窒化物からなるコート膜の酸素の含有量が２原子
％以上３５原子％以下である場合には、光出力が３００ｍＷ以上で熱飽和しており、非常
に良好な特性を示していることがわかる。したがって、光出射側の共振器端面に形成され
るコート膜における酸素の含有量は２原子％以上３５原子％以下であることが好ましい。
この場合にはエージング後のＣＯＤレベルが向上する傾向にある。その理由としては、窒
化物半導体からなる共振器端面とアルミニウムの酸窒化物からなるコート膜との密着性が
向上し、共振器端面の酸化による非発光再結合準位の生成がＣＯＤレベルに影響を与えな
いためと考えられる。また、酸素の含有量が２原子％未満である場合には、窒化物半導体
からなる共振器端面とアルミニウムの酸窒化物からなるコート膜との密着性の低下から、
発熱により共振器端面が劣化したものと考えられる。また、酸素の含有量が３５原子％よ
りも多い場合には、コート膜中に含まれる酸素のために窒化物半導体からなる共振器端面
の部分が酸化され、非発光再結合準位が生成されるため、ＣＯＤレベルの低下が引き起こ
されたものと考えられる。
【００６７】
　　（実施の形態２）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、光出射側の共振器端面に形成されるコート
膜の構成および光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施
の形態１の窒化物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。
【００６８】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
アルミニウムの酸窒化物からなる厚さ６ｎｍのコート膜が形成されている。また、光反射
側の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同一の条件で厚さ１２ｎｍのアル
ミニウムの酸窒化物膜が形成され、そのアルミニウムの酸窒化物膜上に、厚さ８１ｎｍの
酸化シリコン膜と厚さ５４ｎｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリコ
ン膜から積層開始）した後に最表面に厚さ１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高反
射膜が形成されている。
【００６９】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形成されたコート膜
の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定した結果を図９に示す。図９に示すように、この
コート膜は、アルミニウムの含有量が３３．６原子％、酸素の含有量が３５．２原子％お
よび窒素の含有量が３１．２原子％で厚さ方向にほぼ均一な組成であった。
【００７０】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０



(12) JP 5191650 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３３０ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００７１】
　　（実施の形態３）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、光出射側の共振器端面に形成されるコート
膜の構成および光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施
の形態１の窒化物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。
【００７２】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
アルミニウムの酸窒化物からなる厚さ１００ｎｍのコート膜が形成されている。また、光
反射側の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同一の条件で厚さ２０ｎｍの
アルミニウムの酸窒化物膜が形成され、そのアルミニウムの酸窒化物膜上に、厚さ８１ｎ
ｍの酸化シリコン膜と厚さ５４ｎｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シ
リコン膜から積層開始）した後に最表面に厚さ１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された
高反射膜が形成されている。
【００７３】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形成されたコート膜
の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定した結果を図１０に示す。図１０に示すように、
このコート膜は、アルミニウムの含有量が３４原子％、酸素の含有量が１２原子％および
窒素の含有量が５４原子％で厚さ方向にほぼ均一な組成であった。
【００７４】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０
０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３３３ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００７５】
　　（実施の形態４）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、光出射側の共振器端面に形成されるコート
膜の構成および光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施
の形態１の窒化物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。
【００７６】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
アルミニウムの酸窒化物からなる厚さ１２ｎｍのコート膜（酸素の含有量：３５原子％）
を形成した後にそのコート膜上に厚さ６０ｎｍの酸化アルミニウム膜が形成されている。
また、光反射側の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同一の条件で厚さ６
ｎｍのアルミニウムの酸窒化物膜が形成され、そのアルミニウムの酸窒化物膜上には、厚
さ８０ｎｍの酸化アルミニウム膜、さらに、厚さ８１ｎｍの酸化シリコン膜と厚さ５４ｎ
ｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリコン膜から積層開始）した後に
最表面に厚さ１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高反射膜がこの順序で形成されて
いる。
【００７７】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０
０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３３６ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
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ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００７８】
　　（実施の形態５）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、４６０ｎｍの波長のレーザ光が発振するよ
うに調節されたこと、ならびに光出射側の共振器端面に形成されるコート膜の構成および
光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施の形態１の窒化
物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。なお、発振されるレーザ光の波長は、Ａ
ｌＧａＩｎＮ多重量子井戸活性層のＡｌＧａＩｎＮの混晶比を変更することで調節してい
る。
【００７９】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
アルミニウムの酸窒化物からなる厚さ５０ｎｍのコート膜を形成して反射率を１０％程度
に調節している。また、光反射側の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同
一の条件で厚さ６ｎｍのアルミニウムの酸窒化物膜が形成され、そのアルミニウムの酸窒
化物膜上には、厚さ８０ｎｍの酸化アルミニウム膜、さらに、厚さ８１ｎｍの酸化シリコ
ン膜と厚さ５４ｎｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリコン膜から積
層開始）した後に最表面に厚さ１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高反射膜がこの
順序で形成されている。
【００８０】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０
０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３４３ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００８１】
　４６０ｎｍの波長のレーザ光が発振する本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、照
明デバイスの励起光源として用いることができる。
【００８２】
　　（実施の形態６）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、光出射側の共振器端面に形成されるコート
膜の構成および光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施
の形態１の窒化物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。
【００８３】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
シリコンの酸窒化物からなる厚さ１２ｎｍのコート膜が形成されている。また、光反射側
の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同一の条件で厚さ２０ｎｍのシリコ
ンの酸窒化物膜が形成され、そのシリコンの酸窒化物膜上には、厚さ８１ｎｍの酸化シリ
コン膜と厚さ５４ｎｍの酸化チタン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリコン膜から
積層開始）した後に最表面に厚さ１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高反射膜が形
成されている。
【００８４】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形成されたコート膜
の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定したところ、このコート膜は、アルミニウムの含
有量が３４原子％、酸素の含有量が３原子％および窒素の含有量が６３原子％で厚さ方向
にほぼ均一な組成であった。
【００８５】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０
０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
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査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３０２ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００８６】
　また、本実施の形態においても、実施の形態１と同様にして、コート膜中の酸素の含有
量のＣＯＤレベル依存性を調査した。すなわち、シリコンの酸窒化物からなるコート膜中
の酸素の含有量を０原子％から５０原子％まで変化させて、３００時間エージング（３０
０時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の
ＣＯＤレベルを測定した。ここでも、コート膜中の酸素の含有量を変化させた場合、基本
的に酸素も窒素もシリコンと結合するため、コート膜中のシリコンの含有量（原子％）は
ほとんど変化せず、酸素の含有量（原子％）が増加した分だけ、窒素の含有量（原子％）
が減少することになる。
【００８７】
　その結果、コート膜中の酸素の含有量のＣＯＤレベル依存性についても、図８に示すア
ルミニウムの酸窒化物の場合とほぼ同じ傾向を示した。すなわち、光出射側の共振器端面
に形成されるコート膜における酸素の含有量は２原子％以上３５原子％以下である場合に
はエージング後のＣＯＤレベルが向上する傾向にあった。
【００８８】
　　（実施の形態７）
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、光出射側の共振器端面に形成されるコート
膜の構成および光反射側の共振器端面に形成される膜の構成を変更したこと以外は、実施
の形態１の窒化物半導体レーザ素子と同様の構成を有している。
【００８９】
　ここで、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子においては、光出射側の共振器端面に
アルミニウムの酸窒化物からなる厚さ２５ｎｍのコート膜が形成されており、さらにその
コート膜上にシリコンの窒化物からなる厚さ１５０ｎｍの膜が形成されている。また、光
反射側の共振器端面には光出射側の共振器端面のコート膜と同一の条件で厚さ２５ｎｍの
アルミニウムの酸窒化物膜とその上に厚さ５０ｎｍのシリコンの窒化物膜が形成され、そ
のシリコンの窒化物膜上には、厚さ８１ｎｍの酸化シリコン膜と厚さ５４ｎｍの酸化チタ
ン膜とを１ペアとして４ペア積層（酸化シリコン膜から積層開始）した後に最表面に厚さ
１６２ｎｍの酸化シリコン膜が積層された高反射膜が形成されている。
【００９０】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形成されたアルミニ
ウムの酸窒化物からなるコート膜の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定したところ、こ
のコート膜は、アルミニウムの含有量が３４原子％、酸素の含有量が３原子％および窒素
の含有量が６３原子％で厚さ方向にほぼ均一な組成であった。
【００９１】
　本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子についても、実施の形態１と同様にして、３０
０時間エージング（３００時間、７０℃、１００ｍＷ、ＣＷ駆動）後のＣＯＤレベルを調
査した。その結果、エージング後の本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子のＣＯＤレベ
ルは光出力が３５０ｍＷで熱飽和しており、光出射側の共振器端面にＡｌＮからなるコー
ト膜が形成された従来の窒化物半導体レーザ素子の３００時間エージング後のＣＯＤレベ
ルと比べて向上していることが確認された。
【００９２】
　なお、シリコンの窒化物からなる膜の厚さが５ｎｍ以下である場合には、均一な膜を作
製するのが困難であるため、シリコンの窒化物からなる膜の厚さは５ｎｍ以上であること
が好ましい。
【００９３】
　また、本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子を長期間エージングさせた場合には、窒
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化物半導体レーザ素子が置かれた雰囲気中に存在する水分等によって、アルミニウムの酸
窒化物からなるコート膜が酸化され、膜の屈折率が変化する等のおそれがある。そのため
、コート膜の防湿性を考慮すると、シリコンの窒化物からなる膜の厚さは４０ｎｍ以上で
あることがより好ましい。また、成膜の時間等を考慮すると、シリコンの窒化物からなる
膜の厚さは３００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００９４】
　また、本実施の形態では、アルミニウムの酸窒化物からなるコート膜上にシリコンの窒
化物からなる膜を形成したが、本発明においては、シリコンの窒化物からなる膜に代えて
シリコンの酸窒化物からなる膜を形成してもよい。アルミニウムの酸窒化物からなるコー
ト膜上にシリコンの酸窒化物からなる膜を形成する場合には、コート膜の防湿性を考える
と、シリコンの酸窒化物からなる膜中の酸素の含有量は４０原子％以下であることが好ま
しい。また、シリコンの酸窒化物からなる膜の厚さは、上記のシリコンの窒化物からなる
膜の場合と同様の理由により、５ｎｍ以上であることが好ましく、４０ｎｍ以上であるこ
とがより好ましい。また、シリコンの酸窒化物からなる膜の厚さは、上記のシリコンの窒
化物からなる膜の場合と同様の理由により、３００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００９５】
　さらに、光出射側の共振器端面に厚さ２５ｎｍのアルミニウムの酸窒化物からなるコー
ト膜を形成し、そのコート膜上に厚さ１５０ｎｍのシリコンの窒化物からなる膜を形成し
、さらにシリコンの窒化物からなる膜上に厚さ３０ｎｍのアルミニウムの酸化物からなる
膜を形成した窒化物半導体レーザ素子（第１の窒化物半導体レーザ素子）を作製した。
【００９６】
　また、光出射側の共振器端面に厚さ２５ｎｍのアルミニウムの酸窒化物からなるコート
膜を形成し、そのコート膜上に厚さ１５０ｎｍのシリコンの窒化物からなる膜を形成し、
さらにシリコンの窒化物からなる膜上に厚さ１５０ｎｍのアルミニウムの酸化物からなる
膜を形成した窒化物半導体レーザ素子（第２の窒化物半導体レーザ素子）を作製した。
【００９７】
　また、光出射側の共振器端面に厚さ２５ｎｍのアルミニウムの酸窒化物からなるコート
膜を形成し、そのコート膜上に厚さ１５０ｎｍのシリコンの窒化物からなる膜を形成し、
さらにシリコンの窒化物からなる膜上に厚さ３０ｎｍのシリコンの酸化物からなる膜を形
成した窒化物半導体レーザ素子（第３の窒化物半導体レーザ素子）を作製した。
【００９８】
　また、光出射側の共振器端面に厚さ２５ｎｍのアルミニウムの酸窒化物からなるコート
膜を形成し、そのコート膜上に厚さ１５０ｎｍのシリコンの窒化物からなる膜を形成し、
さらにシリコンの窒化物からなる膜上に厚さ１５０ｎｍのシリコンの酸化物からなる膜を
形成した窒化物半導体レーザ素子（第４の窒化物半導体レーザ素子）を作製した。
【００９９】
　以上のようにして作製された第１の窒化物半導体レーザ素子、第２の窒化物半導体レー
ザ素子、第３の窒化物半導体レーザ素子および第４の窒化物半導体レーザ素子においても
上記と同様の結果が得られた。
【０１００】
　なお、上記の第１の窒化物半導体レーザ素子、第２の窒化物半導体レーザ素子、第３の
窒化物半導体レーザ素子および第４の窒化物半導体レーザ素子の光反射側の共振器端面上
の膜構造は、上記の実施の形態７の窒化物半導体レーザ素子の光反射側の共振器端面上の
膜構造と同一である。
【０１０１】
　なお、本発明において議論されるアルミニウムの酸窒化物は、ＡｌＮの中に酸化アルミ
ニウムが混在している場合、ＡｌＮの中にアルミニウムの酸窒化物の結晶として存在する
場合、または、ＡｌＮの中に酸化アルミニウムおよびアルミニウムの酸窒化物が存在する
場合があるが、本発明においてはいずれの形態をとっていてもよい。
【０１０２】
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　また、上記の実施の形態においてはアルミニウムの酸窒化物からなるコート膜の酸素の
含有量が厚さ方向にほぼ一定である場合について説明したが、厚さ方向に酸素の含有量が
グレーデッドに変化する、若しくは酸素の含有量が異なる多層構造で形成されていてもよ
い。
【０１０３】
　また、上記の実施の形態においては、シリコンの酸窒化物またはアルミニウムの酸窒化
物からなる膜をコート膜として用いる場合について主に説明したが、シリコンとアルミニ
ウムの混合物をターゲットとして用いてスパッタすることによってアルミニウムとシリコ
ンを含むアルミニウム－シリコンの酸窒化物からなる膜をコート膜として用いてもよい。
【０１０４】
　このとき、ターゲットであるシリコンとアルミニウムとの混合物におけるシリコンとア
ルミニウムの組成を制御することにより、コート膜の組成を制御することができる。また
、上記においては、シリコンとアルミニウムとの混合物をターゲットとして用いる場合に
ついて説明したが、スパッタによる成膜法等では、シリコンとアルミニウムとの混合物を
ターゲットとして用いなくても、シリコンからなるターゲットとアルミニウムからなるタ
ーゲットとをハニカム状や交互に並べる等してそれを同時にスパッタすることにより、ア
ルミニウムとシリコンを含むアルミニウム－シリコンの酸窒化物からなる膜をコート膜と
して形成することができる。
【０１０５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、たとえば、紫外から緑色領域の波長の光を発振する窒化物半導体レーザ素子
、高出力用途に用いられるストライプ幅が数十μｍ程度のブロードエリア型の窒化物半導
体レーザ素子、または紫外から赤色領域の波長の光を発振する窒化物半導体発光ダイオー
ド素子などに利用することができる。
【０１０７】
　さらに、本発明は、窒化物半導体レーザ素子において、端面に窓構造（たとえば、Ｇａ
Ａｓ系の半導体レーザ素子で用いられているような活性層の端面付近の組成を平均化する
ことによってその付近のバンドギャップを大きくしてＣＯＤレベルを向上させる構造）を
形成した場合でも、その端面に本発明におけるコート膜を形成することは有効であると考
えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の実施の形態１の窒化物半導体レーザ素子の好ましい一例の模式的な断面
図である。
【図２】図１に示す本発明の実施の形態１の窒化物半導体レーザ素子の共振器長方向の模
式的な側面図である。
【図３】ＥＣＲスパッタ成膜装置の模式的な構成図である。
【図４】本発明の実施の形態１と同一の条件で別途作製したアルミニウムの酸窒化物をＡ
ＥＳにより厚さ方向に組成の分析をした結果を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１の窒化物半導体レーザ素子のエージング前とエージング後
のＣＯＤレベルについて調査した結果を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１の窒化物半導体レーザ素子のエージング後の光出力－電流
特性を示すグラフである。
【図７】従来の窒化物半導体レーザ素子のエージング後の光出力－電流特性を示すグラフ
である。
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【図８】本発明の実施の形態１の窒化物半導体レーザ素子におけるアルミニウムの酸窒化
物からなるコート膜中の酸素の含有量のＣＯＤレベル依存性を調査した結果を示す図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態２の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形成
されたコート膜の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定した結果を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態３の窒化物半導体レーザ素子の光出射側の共振器端面に形
成されたコート膜の組成をＡＥＳによって厚さ方向に測定した結果を示す図である。
【図１１】従来の窒化物半導体レーザ素子のエージング前とエージング後のＣＯＤレベル
を比較した図である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１００　窒化物半導体レーザ素子、１０１　ｎ型ＧａＮ基板、１０２　ｎ型ＡｌＧａＩ
ｎＮバッファ層、１０３　ｎ型ＡｌＧａＩｎＮクラッド層、１０４　ｎ型ＡｌＧａＩｎＮ
ガイド層、１０５　ＡｌＧａＩｎＮ多重量子井戸活性層、１０６　ｐ型ＡｌＧａＩｎＮガ
イド層、１０７　ｐ型ＡｌＧａＩｎＮクラッド層、１０８　ｐ型ＡｌＧａＩｎＮコンタク
ト層、１０９　絶縁膜、１１０　ｐ電極、１１１　リッジストライプ部、１１２　ｎ電極
、１１３，１１５　共振器端面、１１４　コート膜、１１６　アルミニウムの酸窒化物膜
、１１７　酸化アルミニウム膜、１１８　高反射膜、２００　成膜室、２０１　ガス導入
口、２０２　マイクロ波導入窓、２０３　磁気コイル、２０４　Ａｌターゲット、２０５
　ヒータ、２０６　試料、２０７　試料台、２０８　ＲＦ電源、２０９　ガス排気口、２
１０　マイクロ波。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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